特集企画／コロナ禍で求められる「適応力」

全国企業倒産状況より記事抜粋
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●無料オンライン（Zoom）勉強会のお知らせ
ウチもキャッシュフロー経営を導入してみたい！ と言う方はキャッシュフロー経営が体感できるオンライン勉強会への参加を歓迎します。読者様にオンラ
イン会議室の「Zoom」でキャッシュフロー経営が無料で体験できる勉強会の特典をご用意しました。参加方法は、以下の通りです。
①「脱★ドンブリ経営実践 Zoom 無料勉強会 丸山」で検索ください。詳細ページから勉強会の日時が確認できます。
② E メールで「脱★ドンブリ経営実践 Zoom 無料勉強会希望」とお書きの上、下記アドレスまで送信ください。オンライン会議室の入室 URL を送りますので、
時間になったらクリックするだけでパソコン画面を通じて体験勉強会に参加できます。 ※無料勉強会への申込連絡先 Email info@mirai-keieiken.com

11

キャッシュフロー経営者の頭の中
図2

本業の
キャッシュフロー

その他
30

この式を覚えるだけで OK ！

人件費
40
粗利
80

本業のキャッシュフロー =

労働分配率
50％
売上高
100

20
変動費

