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２０１０年度、銀行借り入れ用プレゼン資料

プレゼン結果➡満額五百万円の借入

依頼者のご厚意により、一部の資料を除きサンプル資料として公開

本サンプル資料について
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新規事業計画書

魚介類ミネラル保存販売

株式会社 ○○○○ 食品開発事業部

○○信用組合 御中
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はじめに

このたびは、ご提案の機会をいただき、誠にありがとうございます。

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社 ○○○○ 食品開発事業部
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１ 会社概要

株式会社 ○○不動産

〒000-0000 ○○市○○区○○１－１－１

TEL：00-000-0000 FAX：00-000-0000

○○○○

昭和○○年〇月

○○県知事免許（１）第00000号

建設大臣認定不動産コンサルティング技能者第0000号

00名

○○○○支店 ○○銀行○○支店 ○○銀行○○○○支店

（社）○○県宅地建物取引業協会 ○○賃貸住宅管理業協会

（社）全国宅地建物取引業保証協会 ミスター○○事業本部

○○○ショップネットワーク

不動産売買及び仲介 店舗・事務所出店企画・貸付

マンスリーマンション サービスアパート

社名

本社所在地

代表取締役

創立

免許番号

従業員

主要取引銀行

主な所属団体

業務内容
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２ 新規事業の目的

日本全体の人口減少が続くなか、○○市の不動産業界は一段と不透明さ

を増しています。また、大手不動産会社の地方進出によって、地元密着型の

不動産業者は収益が減少しています。このまま現状維持に固執し続けるなら、

それは衰退を待つのみであると判断しました。

そこで、これまで既存事業で培ってきた人脈やノウハウ、今ある経営資源を

活用し、既存事業とは別の収益構造を構築することで、リスクの軽減及び企

業経営の安定化をはかります。

また、○○県の豊かな海産物と、ミネラルを使った画期的な食品保存技術

を組み合わせることで、他社が真似のできない商品を開発し、○○県の地域

経済の活性化に貢献していきます。

新たな収益構造の構築！
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３ ミネラル保存技術

ミネラルは、骨や歯など、体をつくる重要な成

分であるばかりでなく、体液の状態を正常に保

つ機能、神経や筋肉を正常に働かせる機能、

また赤血球や酵素、ビタミンなどを正常に働か

せる機能をもち、正常な生命活動を行うために

不可欠な栄養素です。私たち人間は、そうした

ミネラルを体内でつくりだせないため、食物や

飲み物から摂取しています。

ミネラ
ル

炭水
化物

脂質
ビタミ
ン

タンパ
ク質

人間が生きていくのに必要な５大栄養素

（１） ミネラルの原材料
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ミネラル保存技術受賞歴

第１７回○○地域ニュービジネス大賞 優秀賞

第４回○○○新事業創出大賞 特別賞

海藻・樹木・野草 ミネラル採取

洗浄天日乾燥ミネラル抽出

（２） ミネラルの抽出

３ ミネラル保存技術

弊社のミネラルは、野生植物から独自の手法で、

ミネラル分のみを抽出しています。
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（３） ミネラルの効用

①健康食品としての効用

②食品保存としての効用

魚介類をミネラルに漬けて冷凍保存することで、長期間の鮮度保持

が可能。

３ ミネラル保存技術

ミネラルを使った保存技術で、保存・流通の簡易化を図る。

ミネラル保存 ミネラルパッケージで冷凍保存。

ミネラル配送 ミネラルパッケージで取引先に冷凍配送。
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（１）市場環境分析

高齢社会を迎え、 抗老化や抗加齢を求める声が大きくなっている。ま

た、ダイエット志向やメタボリック症候群の対策など、予防医療としての市

場規模も広がっている。人々の健康意識が高くなるなかで、健康食品産

業は伸びていく。

そうした伸長著しい健康食品産業に参入し、○○県の豊かな海産物に

ミネラル技術を取り入れることで、他社が真似のできない収益構造をつく

る。

４ 事業環境
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４ 事業環境

（２）事業構造

ＳＨＯＳＡＫＵ事務所

（株）○○○○○

技術・販路
情報の提供

不動産事業部 食品開発事業部ノウハウ
情報の共有

資金・監査
情報の提供

○○○○組合
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（３）冷凍冷蔵倉庫（賃貸予定）

４ 事業環境
場所：○○市
敷地：１０００坪
使用料：月１０万円
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（４）倉庫内の設備

４ 事業環境
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５ 販売商品の概要①

○新巻（荒巻）鮭 販売予定価格：？？？？？円

新鮮なサケに軽く塩をふったもの。

長期保存を目的としない塩鮭。

生感覚に近い味わいを楽しめる。

○塩引鮭 販売予定価格：？？？？？円

塩をすり込んだ後、タンパク質が旨み成分に分解するまで漬け込む。

冷水または塩水で余分な塩分を抜く。

寒風で乾燥させることで、より熟成が進む。
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５ 販売商品の概要②

○白子（しらこ）
鮭の精巣

○鮭の生ハム

○鮭の切り身

○鮭の麹漬

○鮭の粕漬け

○ハラコ
鮭から取り出した生筋子

○イクラ
生筋子をばらしたもの

○スジコ
生筋子を塩漬けしたもの



16 SHOSAKU事務所作成

６ 販売先の概要

１） ○○○○株式会社

２） ○○○○商会

３） ○○飼料株式会社

４） 株式会社○○

５） ○○○○株式会社

６） 料亭○○〇

７） 割烹○○○○

８） ○○○○株式会社

９） 割烹○○

１０）斎場○○

○○○○株式会社

○○市中央卸売市場にて水産物の

仲卸業を中心に事業展開。創業

○○年余の歴史を刻んでいる。

現在では○○駅ビル構内にスー

パー・日本料理店・回転寿司店を

展開。その他にも大型量販店の

○○○○店や●●●●店、また、

鮮魚専門店をはじめ中央卸売市場

内に○○食堂を営んでいる。

（１）○○県の取引先



17 SHOSAKU事務所作成

６ 販売先の概要

北海道 有限会社○○○○コーポレーション（○○市○○区○○１条1丁目1-11）

東京都 南国茶屋○○〇（○○〇区○○○○町１-１○○ビルＢ1）

○○○○○○プロデュ－ス（○○区○○〇１-11-1１○○ビル2Ｆ）

特定非営利活動法人 ○○○○〇協会（○○区○○〇町1-11-11）

株式会社○○○○総研（○○〇区○○〇1-11-1）

大阪府 株式会社○○〇プランニング（○○市○○区○○○○１-１○○6Ｆ）

大阪○○○○館（○○市○○区○○町1-1-11○○〇ビル1階）

株式会社○○・○○（○○市○○区○○町1-11-11）

株式会社○○○○（○○市○○区○○1-1-11）

福岡県 ○○合同会社（○○市○○区○○1-1-1-111）

鹿児島県 ○○グル－プ○○〇屋（○○市○○町1111）

（２）全国の取引先
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１） ホームページでのweb販売

２） Yahooショップ・楽天ショップ・Amazonでの販売

３） 顧客モニターへのカタログ送付

４） 関連企業とのコラボレーション

５） ＳＨＯＳＡＫＵ事務所による販路開拓

６ 販売先の概要

（３）個人顧客
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事業計画作成

商品企画

パッケージデザイン

人材教育

商品制作

ホームページ制作

Web販売ツール制作

販売開始

卸開拓

2014年度 9月 10月 11月 １２月

７ 今年度の事業計画

現状分析 改善提案 改善実行 改善結果確認

（１）タイムスケジュール
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７ 今年度の事業計画

種類 仕入れ量 価格（１本） 合計金額 漁獲時期 備考

川の鮭 0,000匹 000円 000,000円 10月末～12月中 -

海の鮭
♂ 000匹 000円 000,000円 10月初旬～12月初旬 1匹からとれる白子200ｇ

♀ 000匹 0,000円 0,000,000円 10月初旬～12月初旬 1匹からとれる筋子200ｇ

合計 0,000匹 0,000,000円

仕入れの内訳

人件費の内訳 （1日100匹さばく）

種類 給与（月） 人数 合計金額 雇用期間 来年度以降

管理職 000,000円 0名 000,000円 継続 営業販売

調理士 000,000円 0名 000,000円 継続雇用 燻製づくり 商品開発

短期調理士 000,000円 0名 000,000円 ～12月末 -

短期アルバイト 000,000円 0名 000,000円 ～12月末 -

合計 000,000円 0名 0,000,000円

（２）仕入・人件費内訳
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借入予定額？00万円返済年数？年 金利 3.9% 返済 元利均等

７ 今年度の事業計画

回 返済額 利息 元金 残高 回 返済額 利息 元金 残高
1 ¥128,600 ¥22,750 ¥105,850 ¥6,894,150 31 ¥128,600 ¥11,928 ¥116,672 ¥3,553,542
2 ¥128,600 ¥22,406 ¥106,194 ¥6,787,956 32 ¥128,600 ¥11,549 ¥117,051 ¥3,436,491
3 ¥128,600 ¥22,061 ¥106,539 ¥6,681,417 33 ¥128,600 ¥11,169 ¥117,431 ¥3,319,060
4 ¥128,600 ¥21,715 ¥106,885 ¥6,574,531 34 ¥128,600 ¥10,787 ¥117,813 ¥3,201,247
5 ¥128,600 ¥21,367 ¥107,233 ¥6,467,299 35 ¥128,600 ¥10,404 ¥118,196 ¥3,083,051
6 ¥128,600 ¥21,019 ¥107,581 ¥6,359,717 36 ¥128,600 ¥10,020 ¥118,580 ¥2,964,471
7 ¥128,600 ¥20,669 ¥107,931 ¥6,251,786 37 ¥128,600 ¥9,635 ¥118,965 ¥2,845,505
8 ¥128,600 ¥20,318 ¥108,282 ¥6,143,505 38 ¥128,600 ¥9,248 ¥119,352 ¥2,726,153
9 ¥128,600 ¥19,966 ¥108,634 ¥6,034,871 39 ¥128,600 ¥8,860 ¥119,740 ¥2,606,413

10 ¥128,600 ¥19,613 ¥108,987 ¥5,925,884 40 ¥128,600 ¥8,471 ¥120,129 ¥2,486,284
11 ¥128,600 ¥19,259 ¥109,341 ¥5,816,544 41 ¥128,600 ¥8,080 ¥120,520 ¥2,365,764
12 ¥128,600 ¥18,904 ¥109,696 ¥5,706,847 42 ¥128,600 ¥7,689 ¥120,911 ¥2,244,853
13 ¥128,600 ¥18,547 ¥110,053 ¥5,596,795 43 ¥128,600 ¥7,296 ¥121,304 ¥2,123,549
14 ¥128,600 ¥18,190 ¥110,410 ¥5,486,384 44 ¥128,600 ¥6,902 ¥121,698 ¥2,001,850
15 ¥128,600 ¥17,831 ¥110,769 ¥5,375,615 45 ¥128,600 ¥6,506 ¥122,094 ¥1,879,756
16 ¥128,600 ¥17,471 ¥111,129 ¥5,264,486 46 ¥128,600 ¥6,109 ¥122,491 ¥1,757,266
17 ¥128,600 ¥17,110 ¥111,490 ¥5,152,995 47 ¥128,600 ¥5,711 ¥122,889 ¥1,634,377
18 ¥128,600 ¥16,747 ¥111,853 ¥5,041,142 48 ¥128,600 ¥5,312 ¥123,288 ¥1,511,088
19 ¥128,600 ¥16,384 ¥112,216 ¥4,928,926 49 ¥128,600 ¥4,911 ¥123,689 ¥1,387,399
20 ¥128,600 ¥16,019 ¥112,581 ¥4,816,345 50 ¥128,600 ¥4,509 ¥124,091 ¥1,263,308
21 ¥128,600 ¥15,653 ¥112,947 ¥4,703,398 51 ¥128,600 ¥4,106 ¥124,494 ¥1,138,814
22 ¥128,600 ¥15,286 ¥113,314 ¥4,590,084 52 ¥128,600 ¥3,701 ¥124,899 ¥1,013,915
23 ¥128,600 ¥14,918 ¥113,682 ¥4,476,402 53 ¥128,600 ¥3,295 ¥125,305 ¥888,611
24 ¥128,600 ¥14,548 ¥114,052 ¥4,362,350 54 ¥128,600 ¥2,888 ¥125,712 ¥762,899
25 ¥128,600 ¥14,178 ¥114,422 ¥4,247,928 55 ¥128,600 ¥2,479 ¥126,121 ¥636,778
26 ¥128,600 ¥13,806 ¥114,794 ¥4,133,134 56 ¥128,600 ¥2,070 ¥126,530 ¥510,248
27 ¥128,600 ¥13,433 ¥115,167 ¥4,017,967 57 ¥128,600 ¥1,658 ¥126,942 ¥383,306
28 ¥128,600 ¥13,058 ¥115,542 ¥3,902,425 58 ¥128,600 ¥1,246 ¥127,354 ¥255,952
29 ¥128,600 ¥12,683 ¥115,917 ¥3,786,508 59 ¥128,600 ¥832 ¥127,768 ¥128,183
30 ¥128,600 ¥12,306 ¥116,294 ¥3,670,214 60 ¥128,600 ¥417 ¥128,183 ¥0

返済予定表（単位：円）

（３）借入金内訳
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７ 今年度の事業計画

事業経費総額？00万円 自己資金 ？00万円 借入金？00万円

9月 10月 11月 12月 合計

¥0 ¥1,500,000 ¥1,500,000 ¥2,000,000 ¥5,000,000

仕入 原材料・仕入 ¥150,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥1,650,000

その他 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥80,000

経費 施設利用費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥400,000

　 水光熱費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥400,000

通信費 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥40,000

人件費 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥1,000,000 ¥4,000,000

広告宣伝費 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥20,000 ¥40,000

パッケージ ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥80,000

その他 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥40,000

借入金返済額 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥514,400

¥0

¥1,538,600 ¥1,888,600 ¥1,908,600 ¥1,908,600 ¥7,244,400

(¥1,538,600) (¥388,600) (¥408,600) ¥91,400 (¥2,244,400)

２０１４年度　収支計画

売上高

合計(仕入＋経費）

利益（売上高-仕入-経費）

（４）収支計画
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商品企画

商品制作

商品販売

2015年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

ヒトへの投資 モノへの投資 システムへの投資 新たな食文化

８ 次年度の事業計画

アサリ ホッケ タイ サワラ するめいか もずく 根もずく めかぶ 銀葉草

甘鯛 岩がき サザエ 舌びらめ 白ぎす すずき あじ

ハタハタ 柳ガレイ 口細ガレイ サバ 秋鮭

あんこう まだら すけとうだら ナメタガレイ 赤ガレイ

あさばがれい 赤ひげ やつめ 寒ぶり 水タコ なまこ 佐渡かき

春の魚

秋の魚

夏の魚

冬の魚

（１）タイムスケジュール
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８ 次年度の事業計画

漁獲時期 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　マガレイ ○ ○ ○ ○

　タマガンゾウビラメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ヤナギムシガレイ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　マダイ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　コダイ ○ ○ ○

　スズキ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ノドグロ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　アマダイ ○ ○ ○ ○ ○

　イワガキ ○ ○ ○

　ババガレイ ○ ○

　ホッケ ○ ○ ○ ○ ○

　ハタハタ ○ ○ ○

　ニギス ○ ○ ○

　スケトウダラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　マダラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　アカガレイ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　ズワイガニ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　スルメイカ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）漁獲時期
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８ 次年度の事業計画

種類 仕入れ量 価格（ｋｇ・杯） 合計金額 加工時期 備考

寒ブリ 300ｋｇ 0000円 000,000円 2月～4月 50匹程度

ヅワイガニ 50杯 0000円～0000円 000,000円 2月～4月

南蛮エビ 50ｋｇ 0000円～0000円 00,000円 2月～4月

ヒラメ 50ｋｇ 0000円～0000円 00,000円 2月～4月

タラ 50ｋｇ 0000円 00,000円 2月～4月

アジ青箱 20ｋｇ 0000円 00,000円 2月～4月

その他 マダラ タイ ヒラメ ハチメ タコ アシ ヒラマサ ヤリイカ

種類 仕入れ量 価格（１ｋｇ） 合計金額 加工時期 備考

本マグロ 400kg 0000円～0000円 000,000円 5月～7月 10本程度

メジマグロ 150ｋｇ 000円～0000円 000,000円 5月～7月 10本程度

キハダマグロ 200ｋｇ 000円～000円 000,000円 5月～7月 10本程度

フグ 100匹 000円～000円 00,000円 6月～7月
白子保有率50％
販売価格10倍

その他 トビウオ ゴマフグ タコ イカ

（３）加工予定
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７ 次年度の事業計画
1月 2月 3月 4月 5月 6月 上半期合計

¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥12,000,000

仕入 原材料・仕入 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥3,000,000

その他 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥120,000

経費 施設利用費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥600,000

　 水光熱費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥600,000

通信費 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥60,000

人件費 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥4,800,000

広告宣伝費 ¥0 ¥0 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥80,000

パッケージ ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥120,000

その他 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥60,000

借入金返済額 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥771,600

¥0

¥1,688,600 ¥1,688,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥10,211,600

¥311,400 ¥311,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥1,788,400

7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度合計

¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥2,000,000 ¥24,000,000

仕入 原材料・仕入 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥500,000 ¥6,000,000

その他 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥240,000

経費 施設利用費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥1,200,000

　 水光熱費 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥1,200,000

通信費 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥120,000

人件費 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥800,000 ¥9,600,000

広告宣伝費 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥200,000

パッケージ ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000 ¥240,000

その他 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥120,000

借入金返済額 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥128,600 ¥1,543,200

¥0

¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥1,708,600 ¥20,463,200

¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥291,400 ¥3,536,800

売上高

合計(仕入＋経費）

利益（売上高-仕入-経費）

２０１5年度　収支計画

売上高

合計(仕入＋経費）

利益（売上高-仕入-経費）

２０１5年度　収支計画

（５）収支計画
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８ 今後１０年間の事業計画
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 5年間の合計

¥5,000,000 ¥24,000,000 ¥26,400,000 ¥29,040,000 ¥31,944,000 ¥35,138,400 ¥151,522,400

仕入 原材料・仕入 ¥1,650,000 ¥6,000,000 ¥6,300,000 ¥6,615,000 ¥6,945,750 ¥7,293,038 ¥34,803,788

その他 ¥80,000 ¥240,000 ¥252,000 ¥264,600 ¥277,830 ¥291,722 ¥1,406,152

経費 施設利用費 ¥400,000 ¥1,200,000 ¥1,260,000 ¥1,323,000 ¥1,389,150 ¥1,458,608 ¥7,030,758

　 水光熱費 ¥400,000 ¥1,200,000 ¥1,260,000 ¥1,323,000 ¥1,389,150 ¥1,458,608 ¥7,030,758

通信費 ¥40,000 ¥120,000 ¥126,000 ¥132,300 ¥138,915 ¥145,861 ¥703,076

人件費 ¥4,000,000 ¥9,600,000 ¥10,080,000 ¥10,584,000 ¥11,113,200 ¥11,668,860 ¥57,046,060

広告宣伝費 ¥40,000 ¥200,000 ¥210,000 ¥220,500 ¥231,525 ¥243,101 ¥1,145,126

パッケージ ¥80,000 ¥240,000 ¥252,000 ¥264,600 ¥277,830 ¥291,722 ¥1,406,152

その他 ¥40,000 ¥120,000 ¥126,000 ¥132,300 ¥138,915 ¥145,861 ¥703,076

借入金返済額 ¥514,400 ¥1,543,200 ¥1,543,200 ¥1,543,200 ¥1,543,200 ¥1,543,200 ¥8,230,400

¥0

¥7,244,400 ¥20,463,200 ¥21,409,200 ¥22,402,500 ¥23,445,465 ¥24,540,578 ¥119,505,343

(¥2,244,400) ¥3,536,800 ¥4,990,800 ¥6,637,500 ¥8,498,535 ¥10,597,822 ¥32,017,057

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 10年間の合計

¥38,652,240 ¥42,517,464 ¥46,769,210 ¥51,446,131 ¥56,590,745 ¥62,249,819 ¥449,748,009

仕入 原材料・仕入 ¥7,657,689 ¥8,040,574 ¥8,442,603 ¥8,864,733 ¥9,307,969 ¥9,773,368 ¥86,890,723

その他 ¥306,308 ¥321,623 ¥337,704 ¥354,589 ¥372,319 ¥390,935 ¥3,489,629

経費 施設利用費 ¥1,531,538 ¥1,608,115 ¥1,688,521 ¥1,772,947 ¥1,861,594 ¥1,954,674 ¥17,448,145

　 水光熱費 ¥1,531,538 ¥1,608,115 ¥1,688,521 ¥1,772,947 ¥1,861,594 ¥1,954,674 ¥17,448,145

通信費 ¥153,154 ¥160,811 ¥168,852 ¥177,295 ¥186,159 ¥195,467 ¥1,744,814

人件費 ¥12,252,303 ¥12,864,918 ¥13,508,164 ¥14,183,572 ¥14,892,751 ¥15,637,388 ¥140,385,157

広告宣伝費 ¥255,256 ¥268,019 ¥281,420 ¥295,491 ¥310,266 ¥325,779 ¥2,881,357

パッケージ ¥306,308 ¥321,623 ¥337,704 ¥354,589 ¥372,319 ¥390,935 ¥3,489,629

その他 ¥153,154 ¥160,811 ¥168,852 ¥177,295 ¥186,159 ¥195,467 ¥1,744,814

借入金返済額 ¥1,028,800 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥9,259,200

¥0

¥25,176,047 ¥25,354,610 ¥26,622,340 ¥27,953,457 ¥29,351,130 ¥30,818,686 ¥284,781,613

¥13,476,193 ¥17,162,854 ¥20,146,870 ¥23,492,674 ¥27,239,615 ¥31,431,133 ¥164,966,396

売上高

合計(仕入＋経費）

利益（売上高-仕入-経費）

５年間の収支計画

売上高

合計(仕入＋経費）

利益（売上高-仕入-経費）

１０年間の収支計画

2016年度以降 仕入・経費5％アップ 売上10％アップ
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おわりに

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

ご検討のほど、何卒よろしくお願いいたします。

株式会社 ○○○○○ 食品開発事業部


