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くく入力データ一覧表〉〉
r/"- 項目=.こく基 �ｩ�"｣ﾙ¥H棈棈棈�(/�H����� ��亘㍗ 

法人/個人の種別 計算式 !審査基準日 剿@人 平成20年4月法改正 平成20年03月31日 

ト新設会社の処理 凾ﾈし 

l完成工事高.元請高の激変緩和 �3年平均 

…自己資本額の激変緩和 l �2年平均 

-_≡≡≡.=頬白辛(東女=*申如~≡: ����Y|ﾙ��ｵ�ﾒ�

自己資本額(当期) 鼎#津csy�x冷�

自己資本額(前期) 鼎#RﾃS�)�x冷�

利益額(当期) �#�ﾃs39�x冷�

(営業利益当期) 釘ﾃ鼎��x冷�

(減価償却費当期) ��Rﾃsオ�x冷�

利益額(前期) ��RﾃSc��x冷�

(営業利益前期) 途ﾃC39�x冷�

(減価償却費前期) 唐ﾃ�3i�x冷�

株式会社　須田建設

≡≡辛目_I(W筆叫即:≡ �?ﾉ|ﾘ�ｲ隶ﾂ�

雇用保険加入の有無 冲ﾂ�

健康保険及び厚生年金保険加入の有無 冲ﾂ�

建設業退職金共済制度加入の有無 �r�

退職一時金もしくは企業制度導入の有無 冲ﾂ�

法定外労働災害補償制度加入の有無 冲ﾂ�

営業年数 �#yD��

防災協定の締結の有無 冲ﾂ�

審査期間内に営業停止処分の有無 佗ｨ���

審査期間内に指示処分の有無 �?��

監査の受審状況 ������

公認会計士等の数 ���ﾂ�

二級登録経理試験合格者の数 �)�ﾂ�

研究開発金額(当期) ���x冷�

研究開発金額(前期) ���x冷�

≡.-≡≡;溝*: 倆H馼ｿ��� 冰�ﾂ�乂i���������佛ﾈﾙx蹂ｴﾙT��刳ｽ喜■; 

藻m=冬期≡-=.=:.=! ����6ﾉ�9xｨﾅﾄ｢ﾒ�‥章尊称一書 坪��9�餽棈ﾊﾈ���;;≡‥赫々.軒_≒一二 唸益��ﾂ罎聒�｢�=.-当町三一巨年間平均= �:_鳩 踏�ﾉ�ﾘ���:*軽 胴靫e�ﾂ�巨他.≡ 

巨lo ll �7冦�ｨ�� 涛3Bﾃ3S"�1,477,942 ����srﾃ�3��1196708 涛3C3S"�1435322 ���CsS���1172421 ����0 ���5 �"�
プレストレスト 亂�ﾙfﾒ�0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

5 5J-1 �,h-��7儘り5(98�"ﾘ6r�都"ﾃ3#"�132,758 �#�ﾃS���75,220 都#3#"�71782 �#�S���54895 �"�0 ���3 ���

東面処理 �0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

90 豫r�鉄b�0 鉄sb�211 鉄b�0 鉄sb�211 ���0 ���2 �"�

l ���� �� �� �� �� �� ��

I ���� �� �� �� �� �� ��

■■ 剪� �� �� �� �� �� ��

その他 剴��0 ���0 ��

.合計 剴�ﾃ��bﾃs3��1,610,700 ��ﾃ�唐ﾃ塔r�1,272,139 



入力結果Y

項目-くす嚢中和幸 坪����������6ﾈ4乘ｨ����������

【貸借対照表】 ��ッﾃ鉄Y�x冷�

l固定資産 

.負債合計 鼎3BﾃSC��x冷�
■利益剰余金 鼎���ｳcsy�x冷�

き自己資本 鼎#津csy�x冷�

…総資本(当期) �#cBﾃ#���x冷�

i総資本(前期) 1 涛�2ﾃC3Y�x冷��ﾃ�唐ﾃ塔y�x冷�

【損益計算書】 

売上高 

売上総利益 ����ﾃ3�9�x冷�

受取利息配当金 迭ﾃc�y�x冷�

支払利息 釘ﾃs#9�x冷�

経常利益(事業主利益) ��bﾃc���x冷�SBﾃc#y�x冷�

【その他】 

営業キャッシュ.フロー(当期) 

営業キャッシュ.7ロ-(前期) 蔦3bﾃ##��x冷�

新設会社の処理 �,�+R�

くく入力データ一覧表Y〉〉

営業キヤツシ1･フローの入力明細　自動計算･する
株式会社　須田建設

.喜~.二二.._前期.:十≡ �� 噸ｩ��ｨﾇh螽ｨﾘ悒ｲ� ≡≡前年坤.=: 勍一割恥≡ ��ｨ��ﾊﾃﾘ螽ﾘ�υ�撞ｹ9hｯｨﾇh蟀(X惠耳爾�

経常利益(事業主利益) ��15,336 ��bﾃc���経常利益(事業主利益) ��Rﾃ33b�16,611 

減価償却実施額 ��8,136 ��Rﾃsィ�減価償却費 唐ﾃ�3b�15,784 

法人税住民税及び事業税 ��4,671 免ﾂﾃc3��法人税住民税及び事業税 蔦Bﾃcs��-ll,631 

引当金合計 迭ﾃS3"�4,940 釘ﾃ�#2�引当金増額 蔦S�"�-917 

受取手形 ���0 ���売掛債権減額 �#�RﾃS���-14,656 

完成工事未収入金 �3�Rﾃs#"�90,142 ���Bﾃs唐�

支払手形 ���ﾃ����1,620 �"ﾃc���仕入債務増額 蔦��2ﾃイr�33,608 

工事未払金 ��SbﾃsCr�62,098 涛Bﾃs�b�

未成工事支出金 �#�2ﾃS�b�147,179 ���Rﾃs���棚卸資産減額 ��3bﾃ3#r�31,461 

材料貯蔵品 ���0 ���

未成工事受入金 鼎c2ﾃ鉄��161,460 ��CRﾃ�#r�受入金増額 蔦3�"ﾃC唐�-15,633 

(金額の単位:千円) 劔背嚢唇か凍上 ��ｳ3bﾃ##瀞�:-54∴627= 



くくY (経営状況分析)の試算表〉〉　　　　　　　　　　株式会社須田建設

･≡-r-~重義珠il■由実輸血-■…‥ ��;.-牡鹿≡≡ 陶Uﾘ幵ﾘ���≡≡≡目標評触-■封する事考鹿=: 
ー 

負 倭 抵 玩 力 】 鎚t��8迚ZYy��yNIzb�4,723-5,607 ×100 1,198,987 蔦��2�R���-0.074 ��Y¥�x*"� 

②負債回転期間 鼎3BﾃSC���ﾃ�唐ﾃ塔x���"�0.9 18.0 釘�3C��やや良い ��

評点 蔦�紊cX�鑼�ﾓ���S���鑼�� 蔦���ツS��"�大変良い ��

収 追 性 ∃翠 i性 l 妄葦 �)�ﾘ��gｹHH�9�ﾙy�izb�100,303 ×100 (903,435+864,218)÷2 田2綯�b絣�ll.349 ��Y¥�ｸ*"� 

④売上高経常利益率 ��bﾃc����������ﾃ�唐ﾃ塔r�5.1 -8.5 ���3コ�やや良い ��

評点 ����#cH�鑼"ｳ���#sx�鑼2� ���33s都���やや悪い ��｢�

(9自己資本対固定資産比率 鼎#津csr��������ッﾃ鉄R�350 -76.5 �##偵�#��やや良い 亦�

⑥自己資本比率 鼎#津csr�������ツBﾃ#���68.5 -68.6 鼎偵s���大変良い ��

評点 ��������鑼Bｳ������鑼R� ��緜鉄3���大変良い ��

l j窒 �h�8ｼh4ﾈ886(5h8X7H8ﾘ�ｲ�(-36,229+54,627)÷2 100,000 ��R���ﾓ�����0.092 儿�,｢� 

⑧利益剰余金 鼎��ﾃcsr����ﾃ����100.0 -3.0 釘���r�大変悪い ��

評点 ��������鑼bｳ����s(�鑼r� ����s�33��やや悪い ��

Y(経営状況分析点)の点数 �(負債抵抗力の評点+収益性.効率性の評点+財務健全性の評点 +絶対的力量の評点+0.1906)×167.3+583 ��770 宙��ﾖﾃｨﾆ�8�8ｻY5��B��蔦���"��

(金額の単位:千円)



くく経審総合評点pの試算表〉〉　　　　　　　　　　　株式会社須田建設

建設=工事. の捷魚::_ � �� 撞ｲ罠u(����� ��≡よ=1;三~- �+��������ﾘ�ﾘ"���� 劔凵ﾟ 
占息. �� �� ��������ﾓｸ7I�2ﾘ���劔 

≡一書当一期∴二 �?�爾颯隴I[ﾘｼ��点牡 宝�稍ﾒ� ��~2故~. ��hﾈﾆﾆﾂ�本数 章取年取書.-,:書≡ �� ��~■隼年間平均■=喜 ��･≡一書一軒々称≡-≡ ������ﾈｯｨ�����劔_講琴 緬^hｫ"��
10 �7冦��938 涛3Bﾃ3S"�1 鼎srﾃ鼎"�1,177,830 ����澱ﾃs���1026 涛3Bﾃ3S"�1,435,322 ����CrﾃS���1,172,421 ������10 ���0 迭�2 涛唐�1018 

ll 茶x+�8ﾈ5ｒ�637 ���D �0 ���390 ���0 ���0 �#���0 ���0 ���0 鉄���450 

:50 �,h-��769 都"ﾃ3#"�132,758 �20,581 都Rﾃ##��670 都"ﾃ3#"�71,782 �#�ﾃS���54,895 田Sr�2 韮�0 �2�0 都���698 

51 忠d�l｢��637 ���0 �0 ���390 ���0 ���0 �#���0 ���0 ���0 鉄���450 

90 豫r�665 鉄b�0 �576 �#���392 鉄b�0 鉄sb�211 �#�b�1 ���0 �"�2 田Cr�560 

l �� �� � �� �� �� �� �� �� �� 

r �� �� � �� �� �� �� �� �� �� 

I �� �� � �� �� �� �� �� �� �� 

F �� �� � �� �� ��� ���� �� 

その他 剴��0 �0 ���(金額の単位:千円,人数の単位:人) 

合計 剴����e�3��l_610_700 �1_198_987 ���#s"��3��

三≡審査由日工 憧ﾘ��ﾙUﾙ5�� ��

W1(労働 倩8,ﾈ�8ｻR��45点 

W2(建設業の営業年数) �44点 

W3(防災活動-の貢献の状況) �15点 

W4(法令順守状況) 冩点 

W5(建設業の経理の状況) �4点 

W6(研究開発の状況) 冩点 

Wの点数 �1080点 



貴社のY (経営状況分析)のレーダーチャート

【8指標】

①純支払利息比率

:｣
⑤自己資本対固定資産比率

①負債抵抗力

【4指標】

④絶対的力量

③財務健全

②収益性･効率性

総合診断
株式会社　須田建設

(ア)自己資本額について
充分とはいえません｡自己資本の充実(決算期内での増資･利益の確保)を当tbJ
の課題にすべきでしょう｡この点は､他社も同様に力を入れてくるところですの
で､常に上を目指していく心構えが必要です｡ 〝自己資本はⅩ2とYの2箇所に反
映される重要な項目です｡

(イ)利益額について
低いものと判断されます｡営業利益の向上に多大なる努力をしてください｡

(ウ)経営状況分析点数(Y)について
平均的であると判断します｡これは､貴社の財務内容が､平均的であるというこ
とです｡下記の診断結果をもとに更なる向上を目指して下さい｡

･負債抵抗力

大変良いですo　引き続き､売上高の向上･負債の減少に努めて下さいo

･収益性･効率性

やや悪いです｡工事原価･販売費及び一般管理費の見直しをして､当面は売上総
利益の向上に努めて下さい｡

･財務健全

大変良いです｡引き続き自己資本の充実に努めて下さい｡固定資産を多く抱えて
いる場合は､固定資産を売却･処分し､固定資産を減少させることが今後の検討
課題となる可能性もあります｡

･絶対的力量

やや悪いです｡利益剰余金や経常利益の向上に努めてください｡売掛債権の回収
や棚卸資産の減少も検討して下さい｡

(ェ)技術職員について
国家資格者(特に一級技術者)の充実に力を入れることは､常に必要です｡社内
職員の資格取得に力を入れるとともに､優秀な国家資格者の雇用も日頃から考えて
おく必要がありますo



くく激変緩和措置比較表(実数値) 〉〉
pの点数: 

++嚢毅エー � �� �� 都Sﾒ竄�)D�(hｼ�����)7俘(耳�ｸﾋ9/xﾘ(*ﾓ9?�D�(hﾅ2�一二声エ訂.九績 

A 價冷�資東-く基準年度ト ���ﾟ俾侘���gｲや靹8�(i�bﾒ�≡③自=弓斉木≡(垂準年車) �8齪ﾌ磯�gｲ�)D饉ﾘｼ��

10 �7冦���943※ 剴鼎8�b�938 涛3��

ll 茶x*ﾘ8ﾈ5ｒ��637※ 剴c3x�b�637※ 田3x�b�

50 �,h-���769※ 剴sc��769※ 都c��b�

51 忠d�l｢���637※ 剴c3x�b�637※ 田3x�b�

90 豫r��665※ 剴ccX�b�665※ 田cX�b�

I 剪�� �� 

岳 ��� 剪� ��

｢ ��� 剪� ��

株式会社　須田建設

:自モ責木魚(X2用) 童ﾖ�2�

当期 鼎#津csy�x冷�

前期 鼎#RsS�v�?�ﾒ�



Y (経営状況分析)のレーダーチャート(実数値)

【8指標】

①純支払利息比率

⑤自己資本対固定資産比率

①負債抵抗力

【4指標】

④絶対的力量

@財務健全

②収益性･効率性

Y (経営状況分析)のレーダーチャート(想定値)

【8指標】

(丑純支払利息比率

株式会社　須田建設
シミュレーシ]ン番号:1

⑤自己資本対固定資産比率

【4指標】

④絶対的力量

①負債抵抗力

了
③財務健全

②収益性･効率性


