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!!

◉医療経営人材の伝わる
“カイゼン”

図 お金のブロックパズル

療材料費などがこれにあたります。
ることを改めて知るべきです。
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その他の固定費に組み込まれていた
「減価償却費」はお金の支出は伴わ
ないので、資金繰りを観る時は繰り
戻す。

利益のうち３割程度を税金として
納める。

「 固 定 費 」は「 人 件 費 」と「その他の
固定費」からなる。
「粗利」から「固定費」を引いたもの
が「利益」
。
利益を確保するには、固定費を「粗
利 ─利益」以内に抑える。

STEP4

入 院 収 入。外 来 収 入。保 険 外 収 入。
その他。
まずは売り上げ高が確保できると
ころから考えます。

『超★ドンブリ経営のすすめ』
（和仁達也著、
ダイヤモンド社）の図を改編

「税引後利益」に「減価償却費」を加
えたもの（本業のキャッシュフロー）
。
設備投資や借入金の返済、次期「繰
り越しの資金」にあてる。

借入金の返済や設備投資はできな
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残りますから一見良いように思うか

ビジョンとお金は両輪

のです。

は経費ではありません）
。さらに設

金の返済を行います（借入金の返済

これは業種によって異なりますの
あり ます。

実際この数字ならエクセレントで

備投資も必要です。すると次年度

この場 合、利 益は

費、運輸業ならガソリンなどがこれ
す。ここで職員から「利益が 出て

で、レストランなら食材などの材料
にあたります。
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に分けられます。つまり、人件費は

固定費

STEP5

STEP6

STEP7

もしれませんね。

粗利

税金 3
返済 4
税引後粗利益 7 税引後粗利益 7 設備投資 4
利益 10
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繰越の資金 1

粗利から出ているので粗利を稼ぐこ

売り上げ

80

その他 30
70
粗利率 80％
売り上げ／粗利×100

STEP3

STEP2

STEP1

労働分配率 50％
粗利／人件費×100

減価償却の
繰り戻し 2
逆算
思考
人件費 40
100

・薬剤費
・医療材料費
・委託費
・医療消耗器具備品費 など
変動費 20

