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変動損益計算書計算書とは
「変動損益計算書」とは、すべての経費を売上にともなって増減するか否かにより
「変動費」と「固定費」とにわけて表示した損益計算書のことです。

会社法による通常の損益計算書のように法律で作成が義務付けられているもので
はなく、あくまでも社内の業績管理に有効な様式として活用されているものです。

売 上 高
-) 変 動 費
限 界 利 益

-) 固 定 費
経 常 利 益

変動費
売上の増減に伴って変わる費用
（例）材料費、商品仕入高、
外注費、工場消耗品費など

固定費
売上が増減しても変わらない費用
（例）人件費、地代家賃、
支払利息、減価償却費など

限界利益 売上高から変動費を
差し引いた利益

業績管理に役立つ変動損益計算書
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通常の損益計算書と変動損益計算書はここが違う
会社法に基づく「損益計算書」

損 益 計 算 書

５２，１４６

２０４，２９７

８５，０２５

３２，８７９

１１０，１４４２４，４７８その他固定費

２，０４８償却費（経費）

１，７６５償却費（原価）

販売費

３３，１２８人件費（経費）

４４，１２０人件費（原価）

Ⅳ 固定費

１４３，０２３Ⅲ 限界利益

１，５４４消耗品費

８２，９０５外注費

５７，１８７材料費

４，６６３商品仕入高

Ⅱ 変動費

２８９，３２２

変動損益計算書

１４６，２９９

４，６０５

FXクラウドシリーズの「変動損益計算書」

２８９，３２２

３２，８７９

Ⅰ 売上高

Ⅴ 経常利益

（千円） （千円）

５７，１８７

４，６６３

１２，１１３

１，５４４

１，７６５

８２，９０５

４４，１２０

１２，３６５

２，０４８

４，６０５

３３，１２８

Ⅴ 経常利益

Ⅱ 売上原価

修繕費他

消耗品費

減価償却費

人件費

材料費

商品仕入高

Ⅲ 売上総利益

Ⅳ 販売管理費

その他経費

減価償却費

販売費

人件費

Ⅰ 売上高

外注費

参考データ︓『ＴＫＣ経営指標』（設備工事業／優良企業）

業績管理に役立つ変動損益計算書
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損益トントン（損益分岐点）の考え方
「損益トントン」、経常利益がゼロになる点を「損益分岐点」（限界利益＝固定費）

といい、このときの売上高を「損益分岐点売上高」といいます。
「損益分岐点売上高」は、「赤字」と「黒字」の分岐点となる売上のボーダーラインと
言えます。（例︓赤字にならないためには、最低限いくら売上が必要か）

変動損益計算書の考え方を使うと、この「損益分岐点売上高」が簡単にわかります。

次スライドから、
体験してみましょう。

業績管理に役立つ変動損益計算書
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（体験）変動損益計算書を活用したシミュレーション
TKCベーカリーはテイクアウト専門の食パン屋さんです。新型コロナウイルス禍でも、

テイクアウト需要の増加により、何とか経常黒字を達成しました。

【TKCベーカリーの商品情報】

【今期の見込み】
昨今、材料費や経費等の値上がりが
相次いでいます。今の売上だと、業績
はどうなるでしょうか
①小麦等の原材料の値上がり
②人件費の上昇（雇用保険料率等）
③水道光熱費の上昇（電気代、ガス代）

「変動損益計算書」を使って、
シミュレーションできます。

業績管理に役立つ変動損益計算書

【前期の変動損益計算書】（単位︓円）
Ⅰ 売上高 19,200,000
Ⅱ 変動費

材料費 5,760,000
Ⅲ 限界利益 13,440,000
Ⅳ 固定費

人件費 7,526,400
他の固定費 2,284,800
設備費 2,284,800

1,344,000

商品 販売単価 原価 販売数量
こだわり食パン(１斤） @400円 @120円 48,000斤
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（体験）変動損益計算書を活用したシミュレーション

【前期の変動損益計算書】（単位︓円）
Ⅰ 売上高 19,200,000
Ⅱ 変動費

材料費 5,760,000
Ⅲ 限界利益 13,440,000（70%）
Ⅳ 固定費

人件費 7,526,400
他の固定費 2,284,800
設備費 2,284,800

1,344,000

【今期の変動損益計算書（予想）】（単位︓円）
Ⅰ 売上高 19,200,000
Ⅱ 変動費

材料費 7,680,000
Ⅲ 限界利益 11,520,000（60%）
Ⅳ 固定費

人件費 8,279,040
他の固定費 2,741,760
設備費 2,284,800

△1,785,600

業績管理に役立つ変動損益計算書

商品 販売単価 原価 販売数量 人件費 他固定費 設備費

前期 食パン
(１斤） @400円 @120円 48,000斤 7,526,400 2,284,000 2,284,000

今期 食パン
(１斤） @400円 ＠160円

※130％超高騰
48,000斤

前期比
110%
※給料の増額

前期比
120%

※水道光熱費高騰
2,284,000

【以下のデータを基に、今期の売上をシミュレーションしてみましょう】
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（体験）変動損益計算書を活用したシミュレーション
業績管理に役立つ変動損益計算書

今の売上では赤字になってしまいそうです。
損益トントン（＝赤字にならない）売上高はいくらでしょうか︖

22,176,000
-) 8,870,400

13,305,600
-) 13,305,600

0

売上

変動

限界

固定

経常

●「損益トントン」の売上高（損益分岐点売上高）を求めましょう
損益分岐点売上高︓22,176,000 円
▶固定費（13,305,600円）を限界利益率（60%)で割るだけ

●「損益トントン」の売上高を確保するには、
何斤食パンを販売する必要があるでしょうか。

販売数量︓55,440斤
▶損益トントンの売上を販売単価で割るだけ
前期比︓115.5％
▶必要な販売数量（55,440斤）÷
前期の販売数量（48,000斤）×100

商品 販売単価 原価 販売数量
こだわり食パン(１斤） @400円 @160円 ︖︖︖斤

値
上
げ
の
検
討
必
要
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（体験）変動損益計算書を活用したシミュレーション
業績管理に役立つ変動損益計算書

20,985,600
-) 7,680,000

13,305,600
-) 13,305,600

0

売上

変動

限界

固定

経常

販売数量は前期と同数とする場合、損益トントンとするには、
販売単価をいくらに設定すればよいでしょうか︖

商品 販売単価 原価 販売数量
こだわり食パン(１斤） @︖︖︖円 @160円 48,000斤

【以下のデータを基に、シミュレーションしてみましょう】
１．販売数量 ︓前期と同じ数量48,000斤
２．原価（130％超高騰）︓前期@120円→今期@160円
３．人件費 ︓前期比110%
４．他の固定費 ︓前期比120%

（水道光熱費の値上がり）
５．設備費 ︓前期と同額

● 販売単価 ︓@437.2円

▶（（固定費合計）＋（変動費合計））÷販売数量
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FXクラウドシリーズの活用
業績管理に役立つ変動損益計算書

FXクラウドシリーズ「365日変動損益計算書」機能の活用で、会社の業績をつかむこ
とができます。「実績」と「原材料等の値上げを加味した計画」を比べ、予想以上に
高騰しているか、または順調に推移しているか確認できます。

▲FX２クラウド「365日変動損益計算書」

仕入原価は、計画時より高騰が
進んでいますか︖

計画と比べて、売上高は順調に
推移してますか︖

水道光熱費は、予想と変わりませ
んか︖使用量は増えてませんか︖
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FXクラウドシリーズの活用
業績管理に役立つ変動損益計算書

①実績 ②予測（実績） ③当期末決算額

予想以上に材料費などの原価が高騰した場合など、「当期決算の先行き管理」機能を
活用し、業績の見通しをシミュレーションできます。期中にシミュレーションを行い、
損益トントンのボーダーラインを確保するためにできる打ち手を検討できます。

シミュレーション
を通して、業績確
保の打ち手を検討
しましょう。

▲FX２クラウド「当期決算の先行き管理」


