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１．計画書の構成
＜書類一覧（案）＞
ｼｰﾄ通番 頁 書類名 記載内容 補足 ﾚｼ ｭ゙ﾒ№ 重要度

0 債務者概況表 ① 対象先・概要 メイン金融機関の協議会説明資料（初回）
② 財務内容及び問題点 ①～④は、必須
③ 業績推移等 ⑤、⑥は、メイン金融機関限りの情報とすることも可
④ 銀行取引状況
⑤ 現状と課題認識
⑥ 経営改善計画策定方針

1 表紙

2 1 経営改善計画書

（概要）

3 2 企業集団の状況（自由書式） 自由書式

4 3 ビジネスフロー図（自由書式） 自由書式

5 4 資金実績 ・重要な資金項目推移 過去1期分月次の推移並びに6か月間の見通し

※資金繰り表で代替可能

6 5 計数計画・具体的施策 ・計画
・実績
・計画・実績対比
・コメント

7 6 実施計画

8 7 計数計画 自由書式 原則として3表連動形式とする
「経営改善計画書 骨子」と 【必須となる表】

数値の連動を図る ・PL計画
・タックスプラン
・金融機関別弁済計画表

8’ 8 計数計画 数値詳細

9 9 保全状況

記入例 通番５、９は省略

9

10

2

4

3

5
7

6

8

各シートの通番に「-2｣を付してい
ます。

―

中

高

必

必

必
～

中



経営改善計画書
（計画期間：～平成27年3月）

㈲ボーノ

平成24年○月○日

２．表紙



３．ビジネスモデル俯瞰図 【重要度：高】

お客様 お客様

伊料理スタゾネ
（駅前）

伊料理パルコ
（公園前）

料理

賃借
正4パ6

仕入先（大手卸Mからが7割）

廃棄ロス？

所有
正2パ3

年50M 年30M

課題① 「お客様」っていったい誰？
・どういう客層を狙っているの？
・それに対し、実際の客層をどう把握しているの？

課題② 「お客様」に何を提供したいの？

・狙っている「お客様」にマッチした商品サービスを
提供しているの？
・何を売ればいくら儲かるの？

課題③ いったいどこが儲かってないの？
・店舗別の儲けは把握できてるの？
・どうやって店舗別の儲けを把握するの？
・賃借は家賃がかかるから損？

単純な絵を描くだけで、
例えばこんな議論が簡単にできる!

課題④ 従業員は社長の期待に応えてる？
・誰に何をどのレベルまでしてほしいの？
・従業員のモチベーションは給料だけ？
・そもそも社長と役員は何をしているの？

課題⑤ 廃棄ロスを減らしたいというけど…
・何をどれだけロスしているか把握できてるの？
・ロスを減らすために何か行動してるの？
・仕入は何を基準にやってるの？

次は、議論して共有した問題意識を、
社長と一緒に、次のアクションプラン表に落し込んでみる

当社

ビジネスモデル俯瞰図



４．企業グループの状況 【重要度：高】

会長（父）85才 母83才

社長60才

息子30才

当社

35% 15%45% 5%

出資
債務保証

家賃

出資金5M、金融機関借入60M

課題① 大株主の高齢化

・事業承継については、優良企業もそうでない企
業も、それぞれの悩み

課題② 債務保証問題と後継者

・地元で続いてほしい企業でも、過剰債務のままで
は後継者のなり手がいない…

貸付金（未収家賃）

中小・零細企業は
企業≒家業。
経営と資本が密接に関連

暫定計画は、事業を永く続
けてもらうための、あくまで
ワンステップ

来るべき次のステップのた
めに、問題意識を共有して
おこう

企業グループの状況



５．アクションプラン表① 【重要度：必】

項目 課題 実施時期 具体的な内容

1 誰に売るのか • 店舗ごとのターゲットの明確化
• お客様属性の把握

• 現状把握は今
期中

• 来期からはそ
れを踏まえた
具体策を実施

• 両店とも曜日や昼夜で客層が異なるはず。店舗・
曜日・時間でターゲットを明確化する（★）。

• お客様の「人数・金額・来店時間・カテゴリ」を控え、
それを図表にして実態を把握する。

2 何を売るのか • お客様にマッチした商品・サービスの
提供

• 商品ごとに位置づけを明確化

• 1と並行して、
速やかに着手

• 1のターゲットや、実際の客層を踏まえたメニュー
設定。当面、四半期ごとに見直す。

• 料理ごとの原価を把握（★）し、売りたい商品と補
完的商品を認識しておく。

3 店舗分析 • 両店舗の損益状況の実態の把握
• どんぶり勘定からの脱出

• 当期中に着手
• 来期中にメド

• 共通費や料飲の融通なども考慮し、店舗別の損
益を把握できるようにする（★）。

• 計画期間満了時に、あるべき店舗体制を検討で
きる状態にする。

4 従業員 • 従業員への期待が不明瞭

• 従業員任せの一方で評価をしていな
い

• 速やかに着手 • 十分に話し合って明確な目標を与え、結果を出し
たら褒章を与える。（特に正社員）

• 月一回のミーティングを開き、社長のメッセージを
全員で共有する。

5 仕入・在庫 • ロスの発生は認識しつつも、その金額
の把握や対応策の検討は全く未着手。

• 当期中に着手
• 来期中にメド

• 廃棄の状況を記録し、実態を把握する。
• その原因（仕入or調理or販売）を突き止め、解消

に努める（★）。現在の半分程度にできるのでは
ないか。

ココにビジネスモデル俯
瞰図で話し合ったことを

落とし込む。

ココの具体性が計画の命であるが、金融機関職員は事業
面は専門外（経費削減に偏りがち）。

社長によく考えてもらうのはもちろんのこと、公的な制度な
どを活用し、ぜひ専門家の意見を取り入れよう！



６．アクションプラン表② 【重要度：必】

具体的な内容 実施時期 主担当 0期目 1期目以降

1 ① 両店とも曜日や昼夜で客層が異なるはず。店舗・曜日・時間
でターゲットを明確化する（★）。

② お客様の「人数・金額・来店時間・カテゴリ」を控え、それを
図表にして実態を把握する。

• 現状把握は今期中

• 来期からは具体策
を実施

①社長
②店長
★専門家

±0 売上+1%

2 ① 1のターゲットや、実際の客層を踏まえたメニュー設定。当面、
四半期ごとに見直す。

② 料理ごとの原価を把握（★）し、売りたい商品と補完的商品
を認識しておく。

• 1と並行して、速や
かに着手

①料理長
②経理部長
★専門家

±0 原価率
▲1%

3 ① 共通費や料飲の融通なども考慮し、店舗別の損益を把握で
きるようにする（★）。

② 計画期間満了時に、あるべき店舗体制を検討できる状態に
する。

• 当期中に着手
• 来期中にメド

①②社長
★専門家

±0 販管費
▲0.5M

4 ① 十分に話し合って明確な目標を与え、結果を出したら褒章を
与える。（特に正社員）

② 月一回のミーティングを開き、社長のメッセージを全員で共
有する。

• 速やかに着手 ①②社長 ±0 人件費
+0.2M

5 ① 廃棄の状況を記録し、実態を把握する。
② その原因（仕入or調理or販売）を突き止め、解消に努める

（★）。現在の半分程度にできるのではないか。

• 当期中に着手
• 来期中にメド

①店長
②経理部長
★専門家

±0 原価率
▲0.5％

様式にはないが、主
担当や責任者を入
れるとよい。
計画に対する責任
感やフォローの具体
性が違ってくる。

経営管理のテク
ニカルな部分は
専門家や経営
指導員を活用し
よう！

具体的な数値目標を置くことで、「コレをやれ
ばコレだけよくなるんだ！」という励みになる。
（根拠のない高すぎる目標は逆効果。）
ココに施策の具体的効果（改善金額）を置く
ことができれば、計画が出来上がったも同然。



７．決意表明 【重要度：必】

㈲ボーノ取締役社長

芹江 亜明

本計画書に記載されている施策は、○○信用金庫殿と十分に話し合ったうえで
私自身が主体となって立案したものであり、責任を持って取り組んでいくことを
表明する。

○○信用金庫

当金庫は、本計画が当社の当面の課題を踏まえた合理的な計画であると理解
し、メイン金融機関として、それが実現されるよう、しっかりサポートしていく所存
である。

また、計画期間到来時には、その時点における当社の最適なソリューションに
ついて、真摯に検討したいと考えている。

【経営改善計画に関する表明事項】

支援協の新手続における計画策定支
援は、まさに中小地域監督指針の云
う“コンサルティング機能の発揮”にほ
かならない。ここは同指針や政策パッ
ケージ公表分の趣旨に沿った記載を
すれば十分であろう。
（具体的な金融支援を約束する書き
振りである必要はない）

一方で、暫定計画では、現時点において顧
客企業に最適なソリューションを提案でき
たとまでは云いがたい。
そこで、計画期間を通じて企業・金融機関
とも準備を進め、できることをしっかりやっ
た後に、改めて同監督指針を踏まえた対
応をすることを表明することが望ましい。

自署が一番明確な意思表明



直近期 0期目 1期目 2期目 コメント

売上髙 80,000 80,000 80,800 80,800

（成長率） 0% 1% 0% 施策№1

売上原価 32,000 32,000 31,100 31,100

（原価率） 40％ 40％ 38.5% 38.5% 施策№2,5

売上総利益 48,000 48,000 49,700 49,700

販管費 49,000 48,000 46,600 46,200

（人件費） 25,000 25,000 25,200 25,200 施策№4

（減価償却費） 4,000 3,000 2,400 2,000

（その他経費） 20,000 20,000 19,000 19,000 施策№3

営業利益 ▲1,000 0 3,100 3,500

営業外収益 0 0 0 0

営業外費用 2,400 2,400 2,300 2,200

（支払利息） 2,400 2,400 2,300 2,200 約4%

経常利益 ▲3,400 ▲2,400 800 1,300

特別損益 0 0 0 0

税引前利益 ▲3,400 ▲2,400 800 1,300

法人税等 70 70 70 70

当期利益 ▲3,470 ▲2,470 730 1,230

有利子負債 60,000 60,000 58,000 56,000 BS科目

実質純資産額 ▲40,000 ▲42,500 ▲41,800 ▲40,600 BS科目

８．PL計画 【重要度：必】

長期にわたる計画は、企業
に将来において生じうる環
境変化に対応できる体力が

あることが前提。

過剰債務を抱えたままの企
業に対しては、予測可能な
期間（せいぜい3年？）にお
ける具体的な計画で支援し

てこそ実現可能。

計画期間以降の数値を記
載するのはあまり意味がな

い。



直近期 0期目 1期目 2期目

①税引前利益 ▲3,400 ▲2,400 800 1,300

②加減算項目

償却不足

土地含み損

③繰越欠損金

7期前 ▲3,000 0 0 0

5期前 ▲4,000 ▲4,000 ▲3,200 0

（略） （略）

直近期 ▲3,400 ▲3,400

0期目 ▲2,400 ▲2,400

④課税所得

税率 40% 40% 40% 40%

法人税額 0 0 0 0

均等割 70 70 70 70

法人税等 70 70 70 70

９．タックス・プラン表 【重要度：中～必】

税と会計のギャップ。
自己査定の修正事項や含み損
益と共通することが多い。

税務上の欠損金の繰越期間内
にそれを上回る課税所得を上げ
られず、全額期限切れになって
しまった。

税務上の欠損金の繰越期間内
にそれを上回る課税所得を上げ
られず、1,900が期限切れになっ
てしまった。

しかしながら、暫定後の絵姿を
イメージする際には、その時点
の欠損金の情報が実は結構重
要だったりする。
【真に重要な取引先の場合】

タックス・プラン表が必須とされているのは、税金費用の重要性を金融機関にも認識してほしい
から。表の作成そのものが目的なわけではない。会社の顧問税理士と連携した上で滞納の有
無と発生予定額が確認されていれば、通常の暫定計画であればその旨の記載で可。



直近期 0期目 1期目 2期目 コメント

返済原資 530 530 3,130 3,230

返済予定額 0 2,000 2,000

有利子負債残高 60,000 60,000 58,000 56,000

（当金庫） 55,000 55,000 53,200 51,400

（公庫国民） 5,000 5,000 4,800 4,600

１０．返済計画表 【重要度：必】

ここでは当期純利益＋減価償却額としている。

返済原資の範囲内の余裕
を持った返済予定額とする
ことで、暫定期間内の事業
改善をサポートしている。

概ね残高でシェアしている。


