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日本はバブルの崩壊とともに「売れない時代」へと突入しました。右肩上がり時代の勝ち組の経営戦

略は「収益最大」であり、「結果重視」であったといえます。売上予算を120％達成した人は100％達成

した人よりも「20％多くがんばった」という発想です。しかし先行き不透明な経済状態の今、勝ち組の

経営戦略は「損失最少」を考えた「予測重視」型といえます。予算とは仕事を行う前の結果の予測であ

り、120％達成した人には「なぜ120％と事前に読めなかったか」を考えさせなくてはなりません。売上

が20％も予測より多かったら、欠品を起こすかもしれませんし、自社のみならず取引先などでその売上

を出すことに協力してもらった人たちに、予想もしない仕事が増えて迷惑をかけるかもしれません。そ

ればかりではなく、そのままにしておくと、また来期も20％の読み違いをしてしまいます。

この売上予測をするには「予測のやり方」を知るとともに、そもそも「売上とは何か」、「どうやっ

て出しているのか」を知らずして行うことは不可能ですし、できたとしてもほとんど意味のない数字に

なってしまいます。プロ野球でいえば打率の出し方を知らずに首位打者を目指すのは困難です。しかし

残念ながら多くのビジネスパーソンはこの売上などの計数を出す仕組である「経理」に対してアレル

ギーを持っています。そして経理は企業経営の中でブラックボックス化しています。

私は17年前に中小企業診断士という資格をとり、その受験勉強の過程で経理について一通り学習しま

した。そして10年前に会社を作りました。ところが最初の決算、特に税務申告ではわからないことだら

けでした。中小企業診断士として税理士にこの仕事を依頼するのはくやしいので、何とか自分でやり遂

げようと思い、さまざまな本で学習しました。そして何冊もの本を読んでいるうちに気がついたことが
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あります。すべての本が「経理のプロ」という「数字を作るプロ」が書いたものであり、数字を使うビ

ジネスパーソンが書いたものがないことです。そのためそれらの本は非常にテクニカルであり、方法論

に終始しています。簿記の教科書は仕方がないにしても、経営者向けの財務分析の本でさえどういう式

で計算するかは書いてありますが、なぜそういう式なのか、この数字をどのように経営に役立てたら良

いのかが書いてありません。

私は自分の会社の経理担当として10回の決算を行い、かつ社長兼マネジャー兼プレイヤーとして、さ

らにはコンサルタントとして仕事をしてきました。そして本当の数字の使い方がわかったと思っていま

す。

本書は経理に関しては素人の私が自らの実務経験、学習経験をまとめたものです。本書の読者対象は

すべてのビジネスパーソンであり、彼らに計数の理論・使い方（これがセオリー）を学んでもらうため

の教科書です。本書を読んでいただき、計数の使い方に新しいアイデアが生まれ、そのアイデアが企業

を活性化してくれることを（残念ながら計数の使い方のアイデアはほとんどがアメリカで生まれていま

す）期待しています。

2004年3月 ㈱MCシステム研究所 内山 力
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計数分析はマクロからミクロへの犯人探し
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計数とは

計数とは辞書によれば「数字をかぞえること。計算した数字。経理・経済に関すること」と書いてあり

ます。本書では計数を「企業経営の中で発生したことを数字で表したデータ」、計数分析を「計数を使っ

て企業が経営･管理などの活動を有効にするもの」と定義したいと思います。本書のタイトルである「計

数分析のセオリー」とは「計数分析に関する考え方・理論を実践に促して体系づけたもの」という意味で

す。

計数分析の最大の問題点は、「数字を作る側」（経理部門など）と「数字を使う側」（いわゆる現場サ

イド）がかい離していることだと思います。「数字を作る側」は「数字を使う側」を意識せず、また何の

ために作っているかも知らず、ただ決められたルール通りに作っています。一方「数字を使う側」はその

計数を作った目的もルールも知らずに、それが自分の使おうとしている仕事に役立つかもわからず、ただ

やみくもに表にしたりグラフにしたりしています。本書は「数字を使う側」に企業内で発生している計数

の目的・ルールを理解してもらい、かつその計数の一般的な使い方を知り、自らのアイデアで計数を使う

ヒントにしてもらうことがそのねらいです。

表にしても使えない

計数のもっとも一般的な使い方はいわゆる表とよばれるものです。表頭（横軸）と表側（たて軸）をク

ロスさせていくもので、エクセルなどの表計算ソフトで簡単に作ることができます。そのため「数字を作

る側」でなく「数字を使う側」で必要な表を自由に作ることができる環境となっています。しかし困った

ことに多くの企業では、「数字を使う側」の中で「表を作る人」と「表を使う人」もかい離しています。
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「表を使う人」はラインであり「表を作る人」はそれを支援するスタッフというケースがほとんどです。

「表を作る人」は「表を使う人」から「計数を使う目的」ではなく「表の作り方」を聞き、その指示通り

作ります。この際「作る人」は「使う人」の脇にいて、これからやっていく分析に合わせて表を作ってい

くわけにはいかないので、「使う人」のニーズをすべて満たしたものを作ろうとします。そして××別、

××別･･･というはてしない表を作っていきます。本来「表」というのはたくさんある数字を減らしてい

くためのテクニックなのに、逆に××別、××別という形でどんどん増やしていこうとします。計数分析

セオリーの基本の基本は「マクロからミクロへ」と進んでいくことです。ミクロ化とは数字を増やすので

はなく、たくさんある数字を減らしていくことです。

犯人を探す

数字をどんどん減らしていくと最後は１つになります。これが「犯人」とよばれる計数です。これを見

つけるために計数分析をやっているのです。店舗などでよく使われる「売れ筋表」というのは「売れてい

るもの」を見つけるのではなく、「売れすぎて欠品してしまうかもしれない犯人」や「他では売れている

のに自分の所で売れてない犯人」を見つけるものです。

犯人はたくさんいても一度に手を打つことはできないので、１つずつそれをつぶしていくしかありませ

ん。「マクロからミクロへ犯人を探す」という計数分析スタイルを取ろうとすると、「分析する人」の脇

に「数字を加工する人」がついて、分析の進みに合わせて次々と数字を減らしていかなくてはなりません。

それが不可能ならその分析を行う人が自らの頭で考えて、自らの手でやっていくしかありません。この

「分析する人」と「加工する人」の合体のためのセオリーが本書です。
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グラフにしても使えない

表で数字が増えてしまうと「加工する人」はこれをグラフにしようとします。不思議なことに「どうい

う表にするか」は「分析する人」に聞くのに「どういうグラフにするか」は聞きません。そして折れ線グ

ラフ、棒グラフ、レーダーチャート･･･などさまざまなグラフテクニックを覚え、「きれいで、見やすく

て、わかりやすい」グラフを作ります。しかし「何のためにグラフを作っているか」ということには無頓

着です。

マクロからミクロへ犯人を探すとしたら、次に行うべきことはその犯人が「犯人ではなくなる」方法を

考えることです。これが「仮説」とよばれるものです。人が作ったきれいなグラフを見てこの仮説が浮か

ぶことなどほとんどありません。本書の50のセオリーはこの仮説を立案・実行・検証するための「理論」

と「ノウハウ」を書いたものです。

ではグラフはどういう意味を持つのでしょうか。企業というのは多くの人が働く場であり、自分の立て

た仮説を上司や関係者に説明する必要があります。この仮説を説明するときのプレゼンテーションツール

にぴったりなのが「グラフ」というテクニックです。したがって分析する人はどんなグラフの使い方があ

るのかをまず調べるのでなく、「仮説を立て、その自分の仮説を表現するのに便利なグラフはどれか」と

考えるべきです。

経理のデータが使えない

一般ビジネスパーソンが計数を使えない、つまり犯人を見つけ仮説を立てられない最大の理由は「経

理」というブラックボックスです。経理という世界では、その計数の作り方（つまり計算の仕方）が極端
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にテクニカルで、一般ビジネスパーソンには「わからせまい」という気持が如実に表れています。

経理の目的はある特定の人に対して特定のルールで報告書を作ることであり、一般ビジネスパーソンは

その報告対象にはなっていません。しかも学校でもごく特殊な場合を除いて教えませんし、教えたとして

もその手順だけです。

経理という企業経営の中核をなす計数（先ほど述べたように辞書によっては「経理に関する数字のこと

を計数という」とも書いてあります）がわからないので、その分析ができません。分析ができないので計

画が立てられません。利益を計算しているルール・意味・目的を知らずして利益計画を立てることは不可

能といえます。

本書は一般ビジネスパーソン、つまり「作る人」でなく「使う人」の立場で経理のルール・意味・目的

を理論的に体系的にまず解説しています。そのうえでこれをベースとして計画の立て方を述べています。

経理のルールというのは調べてみるとミステリアスではなく意外にシステマチックで完成されたアルゴリ

ズムだと思います。ただそのアルゴリズムを体系的に表現したものがないだけだと思います。
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セオリーの構成

本書は計数分析に必要な50のセオリーが8つの章にわたって書かれており、以下のような構成となって
います。
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セオリーの使い方

各セオリーは「セオリー」、「計数分析イメージ」「ワンポイントアドバイス」「本文」から成り立っ

ています。本文は各ユニットの基本的な考え方を解説し、計数分析イメージは本文で表せなかった理論、

手続き、データフローなどを図示するという形をとっています。ワンポイントアドバイスは計数分析を行

う上での留意点、わかりづらい点などをズムーアップして書いています。

計数分析はテクニックよりもまず考え方を学ぶべきです。本書をセオリー１から50へと順に読んでいた

だき、皆様の頭の中で体系的に理論づけしていただきたいと思います。その上で実際に計数分析、計画立

案などを行う時は局面局面でセオリーを目次や検索キーとして使って下さい。

企業の中で「仕事ができる」といわれる人の共通点は「数字を使って自分の考えを他人に説明できる」

ということです。ビジネスパーソンの原点ともいうべき計数の考え方、使い方を学び「できるビジネス

パーソン」へと変身し、迷い多き現代の企業をリードしてくれることを期待しています。



第１章 企業データ

会計とはカネの計算の仕組。

経理はその仕事。

金融とは資金の調達。

財務とは資金の調達と運用のための仕事。

［トータルセオリー］
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会計にはMUSTとWANTがあるセオリー1

企業会計の種類は報告する相手で決まる

ワンポイントアドバイス計数分析イメージ
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⇒税務署へ報告する税務会計

⇒株主、証券市場へ報告する財務会計

⇒企業内部で使う管理会計
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本章ではまず企業の計数を構成しているデータについて考えます。この計数、特にカネに関わる世界は

不思議とファジーであり、それぞれの用語があまり定義されずに使われています。同じ言葉でも人によっ

てちがう使い方をし、その人たちが多くの場合その道のプロですので、聞いている素人は当然のことなが

ら混乱します。このカネに関する用語は組織の名称としても使われているのですがかなり混乱しています。

経理部に会計課と経理課があったり、財務部に経理課、資金課があったりしますが、その職務は企業に

よってまちまちです。また金融業界とはいいますが経理業界とはいいません。

これらの用語について筆者も数十冊の本を読みましたが、今一つ定義がはっきりしていません。何とか

がんばって本書で定義してみたいと思います。

①会計、経理、財務、金融

そもそもの混乱はaccounting、financeを日本人特有のあいまいさで訳したことにあると思います。ここ

から整理していきましょう。

・accounting

accountingは会計または経理と訳されることが多いといえます。まず会計という言葉から考えます。日

本語の「会計」という言葉にはそもそも２つの異なる意味があります。１つは「金銭の出入を管理」であ

り、2つ目は「代金の支払い」のことです。英語のaccountingとは前者の意味であり、その中でも企業に

関するものをいいます。つまり企業会計と訳すとわかりやすいと思います。もっと正確にいえば企業会計

（accounting）とは米国会計学会の定義によれば「経済的情報を識別し、測定し、伝承する手段」となっ

ています。要するに企業における「カネの計算の仕組」と考えれば良いと思います。



セオリー1

17

さらにややこしいことに英語のaccountは計数の世界では企業

会計とは別の意味で使っており、日本語では勘定と訳されます。

これは先ほどの会計の意味のうちの後者であり「代金の支払」

のことです。飲食店を出る時に「お勘定して」という世界です

（これについてはセオリー6で述べます）。

経理とは「会計に関する業務」と辞書には書いてあります。

会計が「仕組」ならば、経理はその仕組を使って行う「仕事」

と考えれば良いと思います。

・finance

もっと怪しいのがこのfinanceです。一般には金融または財務と訳されます。まず金融から定義しましょ

う。日本語の金融とは「お金の融通」つまり資金の需要と供給の関係を調整することであり、英語で使う

financeの本来の意味に近いといえます。お金を需要する企業では「資金の調達」と定義されます。一方、

お金を供給する側の銀行からすれば「資金の貸付」となります。金融業界とはこの供給を業としているも

のの集まりをいいます。

問題は財務です。財務とはもっともファジーな言葉で、さまざまな意味で使われています。会計や経理

と同意で「カネの計算」を指したり、金融と同意で「資金の調達」を指したり、資金の使い道のことを含

めたり、さらにはこれらをすべて統合したものとしても使われています。財務とは辞書によれば「財政上

の業務」と書いてあります。本書では財務を「資金の調達と運用のための仕事」と定義します。



セオリー1

18

整理するとfinance＝金融と訳し、一般企業においては「資金の調達に関するものすべて」（仕組、仕事、

機関、フロー･･･）を指すものとします。一方財務は企業においては「資金の調達と運用に関する仕事」

を指すものとします。

さらに近年ではfinanceを訳さず「ファイナンス理論」などと

使うこともあります。どうも発祥の地はＭＢＡ（経営学修士）

のようです。ここでのファイナンスは「企業の持っている経営

資源を有効利用するために必要な価値評価手法・意思決定手

法・換金手法」という意味で使っています。要するに企業の財

産をカネで表現し、かつその価値が高まるように考えていくも

のといえます。本書ではこれにはファイナンスという表現は使

わず、必要に応じて企業価値という表現を使うこととします。

②制度会計、財務会計、管理会計

企業会計は大きく２つに分かれます。１つは企業として「やらなければいけないカネの計算」であり、

制度会計とよんでおきます。もう１つは企業の意思で「やってもやらなくてもいいカネの計算」で管理

会計とよばれます。
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制度会計はやらなくてはならないのですから、法律でそのやり方が定義されています。代表的な法律が

税法（セオリー２参照）であり、税務署への報告するための「カネの計算の仕組」です。先ほど定義した

ようにカネの計算の仕組が会計であり、これは税務会計（tax accounting）とよばれます。

財務会計（financial accountingの訳）という言葉もよく用いられます。これは「資金の調達と運用に関

する（これが財務＝finance）会計（カネの計算の仕組）」という意味です。資金の調達先である株主（セ

オリー３参照）や証券市場（セオリー４参照）から集めてきたカネの「現在の運用状況」（どういう形で

持っているか）を報告するものでそれぞれ商法、証券取引法によってそのやり方が決められています。

これら３つの法律は税務署、株主、証券市場という企業外部に報告するということで外部会計ともよば

れます。（さらにファジーなことに、この３つの外部会計をあわせて財務会計とよぶことも多いといえま

す。気をつけましょう）

一方管理会計（management accountingの訳）は企業の経営管理に使うという意味で内部会計ともよば

れています。企業の内部のカネの計算の仕組ですので、企業が自由に決めてかまいません。管理会計には

利益計画（セオリー19～21参照）、キャッシュフロー（第4章参照）、財務分析（第5章参照）などさまざ

まな分野があります。
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③申告書、財務諸表、決算書

制度会計は外部に報告するものですから、最終的には「報告書」がアウトプットされます。税務会計で

はこの報告書を申告書といい、財務会計では財務諸表といいます。財務諸表は決算（一旦締めてカネの計

算をやる）時に作られるので決算書ともいいます。これら報告書は３つの法律があるのでそれぞれ異なっ

たルールで作られ、それぞれ異なった報告書になります。しかしこれら報告書に共通している名前の帳票

が２つあります。１つが企業が持っている財産、借金の目録であり、貸借対照表（Balance Sheet：B／S

と略す）とよばれます。もう１つが企業の「もうけ」を計算するもので、損益計算書（Profit&Loss

statement：Ｐ／Ｌと略す）とよばれます。このP／Lの「もうけ」は収入（入ってきた金）－支出（出て

いく金）＝もうけとして計算されます。ただ、これらは名前が同じだけで別のルール（税法、商法、証券

取引法）で作られた別の帳票です。つまり企業には税法によるB／S、 P／L 、商法によるB／S、 P／L 、

証券取引法によるB／S、 P／Lという似て非なるものが存在することになります。



税金を計算するときはP/LとB/Sが必要セオリー2

税法上のP/L、B/Sの意味

ワンポイントアドバイス計数分析イメージ
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・Ｐ／Ｌ→もうけを計算して税金を出す主力報告書

・Ｂ／Ｓ→もうけ計算のコントロールをする補完報告書

→ 過失・不正から守る
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本セオリーでは税務会計について考えていきます。

①企業、個人、法人、会社

制度会計は法律ですので、言葉がしっかりと定義されています。まず上記の言葉を整理してみましょう。

企業とは「同じ仕事を続けていく組織（１人でもいい）」のことをいいます。個人とはまさに１人１人と

いう意味です。個人で仕事を継続していけば個人企業です。法人とは「個人（法律的には法人に対して自

然人という）以外のもので、法律上の権利・義務の主体となるもの」と定義されます。つまり法律が便宜

上「人」と認めたもので、自らの「名前」を持ち、その「名前」で法律で決められた行為（税法なら後で

述べる申告など）ができるものです。会社とはそれぞれの法律にもとづいて作られる法人のことをいいま

す。「商法」にもとづいて作られる株式会社がその代表です。

佐藤さんがサラリーマンを退職して鮮魚店をはじめたとします。佐藤さんは個人の名のもとに「鮮魚店

という仕事を継続していくので」、個人企業です。では従業員を雇ったらどうでしょうか。この時も、佐

藤さんは法律的にはすべて個人の責任でしか（申告も、借金も…）行うことができないので、まだ個人企

業です。佐藤さんは屋号をつけ「佐藤鮮魚店」としました。このときもこの佐藤鮮魚店は法律上何の責任

も負えない（全責任は佐藤さんが負う）ので、やはり個人企業です。佐藤さんは商法にもとづいてその鮮

魚店を「株式会社佐藤鮮魚」としました。この時、佐藤鮮魚は商法という法律にもとづいて会社として責

任を負う（申告もする、借金もする･･･）ので、法人となります（これを「法人成り」といいます）。

②税の仕組み

税金は世界中似たような形をとっており、その課税対象（何に税金を課すのか）で大きく３つに分ける

ことができます。１つは「もうけ」を課税対象とするものです。これには個人所得税などの「個人のもう
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け」にかかるものと、法人税など「法人のもうけ」にかかるものがあります。この2つは税率（もうけと

税の比率、つまりもうけの何％を税金とするか）が異なります。２つ目が個人、法人が持っている「財

産」を課税対象とするものです。これには財産保有自体にかかる固定資産税や、財産移動にかかる相続

税・贈与税などがあります。３つ目が物品やサービスの購入、つまり「消費」を課税対象とするもので、

いわゆる消費税です。消費税は物品やサービスを買った個人・法人が払い、それを売った個人・法人が預

かっておいて税務署に納めるので、間接税（払った人と納める人がちがう）ともいいます。

③申告
佐藤さんは個人企業として佐藤鮮魚店をはじめた時、まず税務署へ届出をしなくてはなりません。「も

うけにかかる税」は世界中どこでも「もうけを発生させた人」が、自分でもうけを計算して（カネを計算
するので、会計、つまりこれが税務会計）、税金を計算し、それを払わなくてはならないというルールに
なっています。佐藤さんはもうけが商売で発生する、つまり今後税金を払う予定のあることをあらかじめ
税務署へ伝えておく必要があります。
先ほど述べたように佐藤鮮魚店という個人企業は、佐藤さんが法律上の主体となってすべてのことを行

います。この佐藤さんのことを税法上では個人事業主といいます。
この「もうけ」は「収入－支出＝もうけ」という式で計算されます。つまりセオリー１で述べたP／Lを

作成する必要があります。これが１つ目のP／L、税法上のP／Lです。しかし、支出といっても佐藤さん
が使ったお金すべてを入れることはできません。鮮魚店という商売をするためにかかった支出（魚、従業
員の給与、水道代、家賃…）のみとし、個人的な支出（佐藤さんの生活費など）は入れることはできませ
ん。この「商売にかかった支出」のことを税法では損金といい、これに対して収入を益金、もうけを所得
といいます。益金から損益を引いて所得を計算し、この所得に一定の税率をかけて税金を自分で計算しま
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す。この税金を計算して税務署に報告することを申告といい、一般的には「白い申告用紙」に記入するこ

とから白色申告と呼ばれます。

④青色申告

申告にはもう１つ青色申告（青い用紙に書くのでそう呼ばれる）というものがあります。青色申告は税

法上有利（簡単にいえば税金が安くなる）ので多くの個人企業・法人はこれによって申告しています。青

色申告は第４章で述べる複式簿記という会計（ルール）で行うものです。複式簿記を行えばP／Lの他、財

産目録であるB／Sが報告書としてアウトプットされます。しかしなぜB／Sを付けると税金が安くなるの

でしょうか。

人間は弱い動物です。税金は少しでも安くしたと思うのが人情です。佐藤さんは今年の収入（つまり益

金）を計算してみました。5000万円でした。これから損金を計算してもうけを計算して…とやっていかな

くてはなりません。もし収入を4000万円と変えると当然のことですが、税金は安くります。収入の計算は

佐藤さん自身がやっているものであり、収入金額を変えても誰にもわからないかもしれません。

しかし財産目録であるB／Sを一緒に税務署へ出すとどうでしょうか。どうしてもB／S上では現金とい

う財産が1000万円多くなりすぎてしまいます。したがって現金も1000万円隠さなくてはなりません。つ

まり収入を減らせば、つじつまが合わなくなり、現金も操作しなくてはならなくなります。これをコント

ロールといいます。B／Sによってコントロールする意味は決して脱税防止（そんなことをしても現金を隠

して脱税する人はいます）ではなく、過失や不正を発見できる仕組（これが会計）があること、これがコ

ントロールです。
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P／LとB／Sをあわせて出すのはきちんとコントロールされた会計方法で、「もうけ」そして「税金」

を計算している「あかし」といえます。

企業におけるP／L、B／Sの第一の意味は「もうけ」をきちんとコントロールされたルールで計算して

税額を計算する行為と考えることができます。



P/Lは配当限度額、B/Sは元手の使い道セオリー3

商法上のP/L、B/Sの見方

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

・「株主のために」作成した報告書

⇒企業の経営活動を合理的にするものではない

・経営者の成績表

⇒利益を出して配当を出す

⇒剰余金をためて企業価値を上げる
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本セオリーでは商法による会計（株式会社の財務会計）を考えてみます。

①株式会社の仕組

出資者が資金を出すと株式会社が設立されます。この資金のことを資本金といいます。これはこの会社

の元手となり、会社が存続している限り出資者に返す必要がありません。ただしこれで出資者が何の見返

りも期待しないと出資とはいわず贈与、寄付となります。出資者は出資した見返りに会社に対してさまざ

まな権利を得ることができます。

株式会社は多くの人から出資を受けることを前提にしているので「１口」という概念が必要となります。

２口の権利を持っている人は１口持っている人の２倍の「見返り」を受ける権利があります。この１口の

ことを株、出資者のことを「株を持っている」という意味で株主といいます。

株主の権利の代表的なものは次の３つです（というよりも、商法ではそもそも株主は株式会社に関する

すべての権利を持っており、以下の３つの権利以外のものを経営者に委任していると考えています）。

・配当をもらう：会社が「もうけを出したら」、そのうちの一部を配当として受けとることができます。

・経営者を選ぶ：会社の経営者（取締役とよばれる）を選ぶことができます。更にいえばクビにすること

もできます。

・最後に財産を：会社を売却したり、会社を解散して、残りの財産を処分（これを清算という）したりす

ることができます。

商法による会計はこの株主へ経営者がP／L、B／Sなどを使って報告するための仕組をいいます。

②Ｐ／Ｌの意味

株主は「もうかったら配当をもらう」ことができます。言い方をかえればもうけの範囲内で配当を受け

とることができるということであり、もうけは配当の上限額といえます。したがって経営者は株主から
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出資してもらった元手をベースに企業活動をした結果を、「もうけ」という形で計算して株主へ報告する

義務があります。商法による会計では収入を収益、支出を費用そしてもうけを利益といいます。P／Lは

１年間（毎年会計する）の利益を「収益－費用」で計算し、過去の利益とあわせてその配当限度額（元

手を増やしたという意味で剰余金という）を計算するという意味を持っています。

税法上の「もうけ」（所得）はどうしても企業が「小さめ」にしたいと思うのが人情ですので、その会

計は小さくならない（つまり大きめに）ようなルールになっています。一方、商法上の「もうけ」（利

益）は経営者にとって自らの成績ともいえますので、どうしても「大きめ」にしたいと思うのが人情です

ので、その会計は大きくならない（つまり小さめ）ようなルールになっています。

例えば商法上のP／Lで費用として計上する交際費は、税法上では資本金5000万円を超える企業は損金

として一切計上することができません。この時、商法上の利益の方が税法上の所得より小さくなります。

③Ｂ／Ｓの意味

経営者は株主が出した元手（資本金）で、どんな財産を買ったかを株主へ報告する義務があります。こ

れが商法上のB／Sの第１の意味です。こうして見た時のB／Sの資産は、買った財産の明細ですので

「買った値段」（取得原価という）で書いておくのが妥当といえます。

また、株主は会社を売却したり、解散・清算することができます。そこでその会社を今解散したらどれ

くらいの価値があるかを計算しておく必要があります。この価値はＢ／Ｓを使って「全財産を換金し、借

金を返して、手元にいくら残るのか」という形で計算することができます。そのため、財産（資産とい

う）、借金（負債という）、手元に残るもの（資本という）を一覧表としてまとめておく必要があります。

これがB／Sの2つ目の意味です。こうして見た時のB／Sの資産は「売ったら」どうなるかということです

ので「売った場合の値段」（時価という）で書いておくのが妥当といえます。



証券取引法の決算書は公開・公平セオリー4

３つのP/L、B/S

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

税法上のＰ／Ｌ 、Ｂ／Ｓ

⇒公平に「もうけ」を計算する

商法上のＰ／Ｌ 、Ｂ／Ｓ

⇒株主に「もうけ⇒配当」と「カネの使い道」を

報告する

証券取引法上のＰ／Ｌ 、Ｂ／Ｓ

⇒株価を判断するために必要な情報を公開する
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次は証券取引法による会計について考えてみます。

株などの有価証券（財産権を表わす証券のこと）をせり方式によって売買する市場を証券市場といいま

す。ここではその株が「買った値段より売った値段が高ければ勝ち」というマネーゲームを行います。

この時買い手はいわゆる一般投資家とよばれる人たちであり、売り手はその株の発行会社と株主です。

買い手の一般投資家は発行会社については基本的には何も知らず、一方売り手の発行会社、株主はさまざ

まな情報を持っています。これでは売り手が強すぎてゲームが成り立たないといえます。そこでもしこの

証券市場で株を売りたいのなら（これを証券市場に上がるという意味で上場という）、当該会社は株の値

段を判断するためのすべての情報を公開し（ディスクローズ、株式公開という）、売り手と買い手が同一

の情報の下でゲームを行う必要があります。ディスクローズとは、オープンよりも公開度が高く「すべて

を公開する」（クローズは何もない。一部オープンではダメ）という意味です。さらにいえば証券市場で

売買する人はこの公開情報以外を用いてゲームをやってはならず、それ以外の情報を持っている人はゲー

ムに参加できません。この人たちをインサイダーとよび、その違法取引をインサイダー取引といいます。

発行会社から見ると上場するということは、株を発行することで証券市場で投資家から「資金を得る」

という意味を持っています。この資金調達（つまり金融＝ファイナンス）はエクイティ・ファイナンス

（エクイティは株という意味）とよばれます。エクイティ・ファイナンスによって得た資金は「もうかっ

たら配当する」必要がありますが、原則として「返さなくていい資金」の獲得となり、金利がかかり返済

も必要とする借入金と比べ魅力的なものといえます。そのため多くの大企業は上場しています。しかし、

このディスクローズによって一般投資家つまり社会に情報公開することでライバル企業にもその情報が流

れることや、証券市場の見も知らぬ株主による企業支配をきらってあえて上場しない大企業も数多くあり

ます。
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ディスクローズはさまざまな形でなされます。多くの公開会社では一般投資家のために積極的にディス

クローズ活動を行っており、IR（Investor Relations投資家向け広報活動）とよばれています。このディ

スクローズ情報の中核を成すものが有価証券報告書とよばれるもので、決算後2ヶ月以内に公開します。

有価証券報告書には「企業の概況」（経営指標、沿革、事業内容、従業員の状況…）、「事業の状況」、

「設備の状況」、「株の状況」、「経理の状況」などが記載されます。

有価証券報告書において中核を成すのが「経理の状況」（カネを計算した仕事の結果）、つまり決算書

であり、P/L、B/Sといえます。有価証券報告書にある決算書は売り手側がどうしても良くみせようという

思いが働くので（これを化粧するという意味で粉飾といい、法に違反して決算書をよく見せることを粉飾

決算といいます）、証券取引法で厳密にルール化しています。さらにそのルールを守っていることを買い

手側に証明するために公認会計士（有価証券報告書をチェックするという仕事を行う国家資格を持ったプ

ロの監査人）がチェックしてから公開します。

証券取引法の会計は公開とともに「公平」がキーワードです。証券市場ではさまざまな会社の株が売買

されますので、その公平性を期して、皆が同じルールで実行するように（つまり活動内容が同じなら、そ

の結果である決算書が同じになるように）しています。

P/Lについていえば、作成しているのが売り手である発行会社ですので、どうしても「利益を大きくし

たい」という気持ちが強く働くため、商法にも増して「大きくならないように」ルールを定めています。

B/Sについては特にその財産を適正に判断できるように商法上では取得原価法（セオリー3の商法上のB／

Sの第1の意味）を原則としているのに対して、証券取引法では商法上の見方の第2の意味を重視して時価

法（特に買った値段よりも価値が落ちたものについては価値を落として利益を下げる）を適用していくよ

う考えています。



株価の下落は企業経営を圧迫するセオリー5

株価の意味

ワンポイントアドバイス計数分析イメージ

32

・企業の借入金の担保価値

・企業の保有する財産の価値

・資産調達のためのコスト
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証券市場でやり取りされる株の値段を株価といいます。日本では10数年前、上昇を続けてきた株価がバ

ブル崩壊とともに一気に下落し、企業経営を圧迫したといわれています。株価が下がると企業はなぜ困る

のでしょうか。

①不良債権

手元に100万円の現金があり、これである企業の株を買ったら、株価が200万円になりました。これを売

らずにこの株価200万円の株を担保（借金のカタ。セオリー9参照）に銀行から200万円の借金をし、200

万円の株を買いました。この200万円の株が400万円になったので、この400万円の株を担保に借金し、さ

らに株を買い・・・、気がついたら10億円の株という財産と、約10億円の借金（正確にいうと9億9900万

円）を抱えていました。ここで株価が一気に5億円の値段に下がったらどうなるでしょうか。ゲームオー

バーするには株をすべて売って（5億円以下になるでしょう）借金を返すしかないのですが、10億円は返

せず破産です。そして破産されて困るのは金を貸した銀行です。銀行が「返せ」といえないのもわかると

思います。そして上がるまで待ち続けてしまったのがいわゆる「不良債権」です。このゲームを株だけで

なく、絶対に価格が下がらないといわれて下がってしまった土地でもやっていたのです。

株価の下落は株や土地を担保に金を貸した銀行、そして借りたゼネコン、大手小売業を直撃しました。

②含み損

日本では多くの企業が他社の株を持っています。これは財テクだけではなく取引安定化（取引先の株を

持つことで取引をしやすくする）、経営安定化（互いの株を持つことで買収を防ぐ）など「売る」つもり

のない株を持っています。

株は資産であり、原則は買った値段で書いておき、上がってもそのままにしておきます。10億円で手に
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入れた株が証券市場で5億円の価値に下落したとしても売るつもりもないので関係ないといえば関係あり

ません。これが含み損（売ったとしたらいくら損しているか。逆にもうかるときは含み益）です。

商法では買った値段で書く他に「価格が上がった場合はそのまま買った値段とし、下がった場合は値段

を下げることで損失を出す」という低価法の採用を選択できるようになっています。ただし有価証券につ

いては大きく下がった時は低価法を求めてきました。特に上場企業は公平の原則からこの値を下げて損失

を出すことを強制的に求められたため、売らずして株価下落のダメージを受けることとなりました。そし

て逆に値の上がっている株を売ることで穴うめすることも行われ、この「売り」によってますます株価は

下がっていきました。このように資産をいくらで書くかによって企業の成績は変わってきます。そしてこ

れらは資産ごとに、法律ごとにさまざまなルールがあり、何度も法改正されてきました。税法については

原則「買った値段」を貫いていますが、商法・証券取引法については「株を売買する株主中心」（企業の

価値を知りたい）のトレンドの中で時価（売った場合の値段）が主流になりつつあります。

③時価発行増資

会社設立時1株（１口）50円で発行し、5億円の出資を株主から受け1000万株を発行しました。その後会

社は株式を公開し、現在証券市場では1株5000円まで上昇しました。会社は増資つまり株を発行して、資

金を調達ことができます。この時1株5000円で発行すれば先ほどの5億円の資金を調整するには10万株で良

いことになります（これを時価発行増資という）。また配当も額面をベースとすれば、低コストで大量の

資金が調達でき、かつ既存株主にも迷惑をかけず（発行株数が少ないため）、まさに最良の資金調達とい

えます。
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ここで株価が下がると、逆に資金調達コストのアップ、さらに株価低迷による株主からの配当要求、株

主の権利の実質的縮小（同一の資金を得るために多くの株の発行が必要）といった多くの問題を抱えるこ

とになります。さらにバブル崩壊直後は株価下落防止のため新規株の発行、つまり時価発行増資や新規公

開の制限がされました。証券市場からの資金調達を目的として上場・公開した企業は株価下落のダメージ

を直接受けることになりました。



B/S、P/Lは集計表セオリー6

B/S、P/Lの見方

ワンポイントアドバイス

36

計数分析イメージ

・勘定を集計区分として見る

・集計区分単位に犯人を探す

・集計区分を検索キーとして元データに戻る

・仮説を立てる
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ここではB／S、P／Lという決算書の構造について考えてみます。
①集計と検索

数多くのデータを加工して自らの使いやすい状態に変えることをデータ処理といい（詳しくは第8章で
述べます）、現在ではコンピュータが活用されています。データ処理は大きく集計処理と検索処理の2つ
に分けることができます。

集計処理を行う時は、あらかじめデータを集計キーと対象データの2つの部分に分けておきます。その
うえで数多くのデータの中で集計キーが同じデータを集めて、対象データ部分を足して合計を出します。
集計キーは一般に大区分－中区分－小区分－細区分･･･と階層的になっています。たとえば会社で部単位、
課単位、係単位で売上の集計表を作りたいとします。当然のことですが、各データ（毎日の1つ1つの売上
データ）に集計キーとして部（大区分）、課（中区分）、係（小区分）を発生のたびにふっておいて、あ
る時期（月末、期末など）にこれらのデータを集めて、集計キーつまり区分ごとに合計を出します。

検索処理でもやはりデータは検索キーと対象データに分けておきます。この時、検索キーは人間がすぐ
にわかるデータであり、対象データは知りたいデータです。検索処理の典型は辞書のようなものです。辞
書では用語（検索キー）をコンピュータに入れて、用語の意味（対象データ）を見つけるわけです。

コンピュータを使う、使わないに限らずデータ処理は集計・検索の2つに分類して考えるとわかりやす
いといえます。
②決算書

B／S、P／Lといった決算書は上でいう集計処理によって得られる「集計表」です。これがわかればB

／S、P／Lを読み、理解、そして活用することができます。

ただし決算書においては集計キーのことを勘定（セオリー１で書いたようにaccountの訳、勘定科目、

科目ともいう）といいます。友人と飲みに行ってここは「私の勘定で」というときの勘定のようです。
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集計キーである勘定は上で述べたように大区分、中区分、小区分という階層構造をとります。したがっ

て財務会計においてはこの勘定の階層表を作ることからスタートします。

勘定の設定は大まかな所は標準化され、細かいところは各企業のビジネスの実態に合わせて決めていき

ます。大区分は資産、負債、資本、収益、費用の5つからなります。先ほどの売上集計の例で言えば部が5

つあるのと同じです。

言い方を変えれば財務会計で発生するデータ（このデータのことを取引データといいます）はこの5つの

いづれかの区分（勘定）に入ることになります。その上でこの5つの区分、つまり資産、負債、資本、収

益、費用ごとに集計処理を行っていくものを決算書といいます（ただし5区分全体の合計はない）。

決算書は5区分を一覧表示するのではなく、2つの集計表に分けて表示します。資産、負債、資本の3区

分を一覧表示する集計表がB／Sです。B／Sは資産＝負債＋資本（この意味はセオリー11で述べます）と

なるので計数分析イメージのようなスタイルで表わされます。一方、収益、費用の2区分について一覧表

示にしたものがP／Lです。P／Lは前述のとおり「収益－費用」という計算で｢利益｣を算出するのが目的

であり、その構造は計数分析イメージのようなスタイルとなります。

B／S、P／Lを計数分析していく基本は、これらが集計表であることを理解し、集計表の各区分ごとに

見て、分析ポイント（序章で述べた犯人）となる区分を見つけ、なぜそうなのかという仮説を立て、それ

を検証していくことです。仮説立案・検証ではこれら集計表には元のデータがあることを考えて検索処理

（分析ポイントにあたる集計キー、つまり勘定を検索キーとする）によって必要な元データを手に入れて

考えるという形をとります。

それには各区分（勘定）の持つ意味を理解しておく必要があります。各勘定の見方、使い方を第２章で

B／S、第３章でP／Lについて考えていきます。



第２章 財産データ

資産は「カネにする財産」と「使う財産」の内訳を見る。

負債と資本はその資金の内訳。

［トータルセオリー］

39



資産はカネで買った財産セオリー7

資産の見方

ワンポイントアドバイス

40

計数分析イメージ

・「カネにする財産」と「使う財産」に分けて見る

・「カネにする財産」は本当にカネになるか、なった

らいくらになるかを考える

・「使う財産」は有効に使っているかを見る



セオリー7

41

資産とは「カネで買った財産」と定義されます。B／Sの資産には企業がカネで買っていない財産（従業

員、ブランド、のれん、情報、ノウハウ･･･）が入っていないことに注意する必要があります。資産はさ

らにその取得目的（何のために財産を買ったか）によって次の２つの中区分に分けるのが一般的です。

①流動資産

流動資産とはカネにすることが目的で買った財産（そもそもの「カネ」や、「すぐにカネになる財産」

も入っている）をいいます。流動資産はさらに次のような小区分に分けることが多いといえます。これら

の資産はカネになるスピード（これを流動という）が早い順に並べていくのが一般的であり、これを流動

性配列といいます。

・現金・預金（もっともカネになりやすい）

・受取手形（持っている借用書、セオリー８参照）

・売掛金：本業（セオリー９参照）が終わっても、企業に入っていない金のことをいいます。本業以外で

入っていない金は未収入金として分けておきます。

受取手形、売掛金、未収入金のように「カネをもらう権利」のことを債権といいます。逆に払わなくて

はいけない義務は債務です。

・短期有価証券（「カネにすることを目的」として買った株など）
・棚卸資産：その企業の商品など「売って」カネにすることを目的として持っている財産を棚卸資産とい
います。棚卸資産はその商品などが売れないとカネになりません。これに対して上記の現金・預金～短
期有価証券は売れなくてもカネになる（短期有価証券は必ず売れると考える）という意味で当座資産と
いいます。「当座」という言葉もカネになるスピードですが、流動よりもさらに早い場合に使うようで
す。棚卸資産には商品（購入して売る物）、製品（作って売る物）、仕掛品（作りかけの物）半製品（
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作りかけの物だが、それ自体をそのままでも売る物）、原材料などがあります。

・未収入金（前述）

・前払費用：先に払ってしまったカネのことで、後で返してもらう（カネになる）という意味で流動資産

に入れます。洋服などを買った時に払う手付金のようなもので商品を受け取る時に返してもらうと考え

ます。

②固定資産

固定資産とは使うことが目的で買った財産をいいます。ただし使うことが目的ではなくても「なかなか

カネにならない」（カネになるスピードが遅い）財産もここに入れておきます。流動資産と固定資産のカ

ネになるスピードの境目は1年（後で述べる流動負債、固定負債に合わせて）です。固定資産は次のよう

な小区分を持つのが一般的です。

・有形固定資産：目に見える財産という意味です。建物、機械、車両、器具・備品、土地（目に見えない

使用権のような気もしますが、一般的にはここに入っています）、建設仮勘定（作りかけの建物な

ど）･･･が細区分として用いられます。

・無形固定資産：特許権など目に見えない権利のようなものを指します。コンピュータのソフトウェアも

これを使用する権利と考えてここに計上します。

・投資その他の資産：上記以外のもので、投資有価証券（子会社、関連会社以外で経営上長期に保有する

株）、子会社株式、関連会社株式、長期貸付金（貸しているカネで返ってくる時期が1年以上先）などが

あります。
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子会社、関連会社、関係会社とは、調べれば調べるほど定義がたくさんあり、わかりづらいのですが、

次のように定義しておきます。

・Ａ社がB社を実質的に支配している場合（簡単にいえば50％以上の株を持っている）はＡ社を親会社、

B社を子会社という。

・上の親子関係ではないが、Ａ社がＢ社の経営に大きな影響力を持つ時は、Ｂ社をＡ社の関連会社、Ａ社

をＢ社の関係会社という（ただし、親側から見て子会社と関連会社を合わせて関係会社ということも多い

ので注意しましょう）。



モノが流れてからカネが流れるセオリー8

手形が減少している理由

ワンポイントアドバイス

44

計数分析イメージ

・系列取引が減っている

⇒手形、掛でなく現金で支払い

⇒手形が流通しない（保証しない）

・在庫が減っている

⇒買ってから売るまでの時間が短くなっている
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ここでは手形について考えます。手形はワンポイントアドバイスにあるように減少しており、一般ビジ

ネスパーソンはあまり見たことがないかもしれません。ビジネスパーソンにとっては、手形はその「仕

組」よりも後で述べるキャッシュフロー（カネの流れ）としての「意味」が大切です。

①手形の仕組

手形とは法律上の一定要件を満たした借用書です。例えばＡ社がB社から100万円の商品を仕入れて、

支払いを90日後にしたいとします。この時にＡ社（振出人という）はＢ社（名あて人という）に手形とい

う借用書を発行します。手形にはいつ、どこで（Ａ社の当座預金口座。当座預金とは企業が売買のための

カネを預金・払出するための口座）、いくら払うかが書いてあります。手形を発行してから払うまでの期

間（この場合90日）をサイト（リードタイム。風速などともいいます）といいます。

手形は満期（支払期日が来ること）日前でも手形の保有者が（持っている手形を受取手形、発行した手

形は支払手形）、この手形を銀行などの金融機関に持っていって現金化することも可能で、これを手形の

割引といいます。割引では手形満期までの利息を払う必要があり、割引料といいます（正確にいうと手形

を担保に銀行から金を借りる）。小切手はサイトのないもの（すぐに銀行で支払う）であり、手形の一種

です。

手形のもう1つの特徴は流通です。上の例でＢ社がＣ社に100万円の支払いをしなくてはならない時、Ｂ

社はこのＡ社発行の手形で支払うことも可能です（もちろんＣ社が了解すれば）。つまり手形を現金にす

る権利（前述した債権）をＣ社に譲れば良いわけです。この時、Ｂ社は手形の裏面にＣ社に債権を譲渡す

ることを署名するので裏書といいます。さらにＣ社からＤ社に譲渡され･･･、そして最後の所有者（Ｄ

社）が銀行へ行ってＡ社の当座預金から引き出します（実際にはＤ社は自分の取引銀行に現金化を依頼し
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ます。銀行は手形交換所で持っている手形の交換や支払い、受取りを行います）。

Ｄ社が手形を持ち込んだ時、Ａ社の当座預金の残高が100万円を切っていた場合、この手形は現金にな

らず不渡りと呼ばれます。この不渡りを半年以内に2回出すと銀行取引停止処分（すべての銀行との取引

ができなくなる。銀行と取引できなければ実質的には経営を続行できなくなるため、この状態をよく倒産

とよんでいる）となります。不渡りになったときはすべての裏書人はこの債務を保証（セオリー９参照）

しなくてはなりません。つまりＢ社、Ｃ社はＤ社に対して支払う義務があるということです。

Ｄ社から見ると、仮に振出人であるＡ社が見も知らぬ企業であっても、逆に流通したことでＢ社とＣ社

の保証がついたことになり、かえって支払ってもらえる可能性は高くなります。またＤ社は手形を受け取

る時、直接の取引先のＣ社の与信（カネを貸した相手が払ってくれるかをチェックすること）を行えばよ

いことになります。そのため手形は広く使われています。しかし逆に考えると、Ａ社が倒産するとＢ社・

Ｃ社は突然の債務（Ａ社手形の期日にそのカネを払わなくてはいけない）を背負ってしまうので、倒産す

る可能性が高くなります。これが連鎖倒産とよばれるものです。

②手形の意味

日本は常に商品の売買を行っていく企業同士（メーカー、卸売業、小売業などで流通業とよばれる）が

グループを組んでビジネスを進めており、流通系列などと呼ばれています。ここにはどういう意味がある

かを考えてみましょう。

流通業では商品を仕入れて販売しています。商売をやったことがないとわからないと思いますが、商品

の仕入代金を自らの企業のポケットマネーで払おうと思っている人は少ないといえます。商売における原

則は｢買ったら払う｣ではなく、「買った代金は売ったカネで払う」ということです。100万円の商品を



セオリー8

47

仕入れて120万円で売るなら、この販売代金120万円で仕入代金100万円を払うということです。これが理

解できないと、後で述べるキャッシュフローがわかりません。あなたが食品メーカーのセールスパーソン

で自社製品を卸売業、小売業を通して消費者に販売しているとします。あなたが卸売業に自社製品を100

万円売ろうとしたら、「これを売ってから払うので90日の手形にして欲しい」といわれました。つまり卸

売業は90日間でこの100万円分のあなたの会社の製品を売ると約束しているのです。あなたは「もしこの

製品が売れなかったらカネが入ってこず、払ってもらえないじゃないか」といいたいところですが、卸売

業から「お宅の製品は90日かかっても売れないのか」と反論されてしまうので、何も言えません。これが

手形です。つまりサイト90日というのは、仕入れた商品を90日以内に、仕入れた金額よりも高い金額で売

ることを仕入先に約束することなのです。

このメーカー、卸売業、小売業、消費者と流れていくルートは計数分析イメージの左下図のように、

メーカーと卸売業が商品・カネを交換して、さらに卸売業と小売業、小売業と消費者とやっていくのでは

ありません。モノはメーカー→卸→小売→消費者とまず流れ、モノが消費者に届きます。その後で消費者

が小売業にカネを払い、このカネが卸売業、製品メーカー、さらには下請けメーカーへと流れていくので

す。これが流通キャッシュフローです。

消費者と小売業の間は現金取引であり、小売業と卸売業の取引もコンビニエンスストアの台頭で現金取

引（コンビニは仕入れてから1日で売る。つまり１日で現金化されるので手形などいらない）となってき

ています。しかし卸と製品メーカー、製品メーカーと下請メーカーと上流に進んでいくにつれ手形となり、

そのサイトは長くなっていきます。手形で取引していくことを考えると互いに保証していくのですから、

信用のおけるメンバーで行うようになります。これが流通系列とよばれるものです。さらにこの系列取引
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が強くなってくると、仲間うちでの借用書（手形）発行をやめ、売掛金（ツケ）となって行きます。これ

ら手形、売掛金、流通系列などは日本的流通構造といわれます。

B／Sの受取手形（手形を持っている、つまり貸している）、売掛金、あるいは支払手形（借りている）、

買掛金の量を見れば取引形態が把握できます。



来期返す借金と返さない借金に分けるセオリー9

企業における借入金

ワンポイントアドバイス

49

計数分析イメージ

・抵当を入れておけば企業が存続する限り借り続ける

⇒事業継続中は返すつもりがない

・長短は先行きの金利で決まる

⇒銀行との力関係
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負債とは借金であり、訪れる返済期日によって２つに分けます。1年以内であれば流動負債、1年を超え

れば固定負債です。これをワンイヤールールといいます。ではなぜ1年なのでしょうか。商法によるB／S

は誰のために作っているかといえば株主です。この株主にとって、もっとも恐ろしいのは倒産です。倒産

状態になった企業の「株」という権利は意味をなさなくなってしまいます。倒産（法的定義はありません。

破産とは破産法という法律にもとづいて会社を解散、清算することをいいます）は支払うべき現金がなく

なった状態をいいます。決算は1年に1回行い、1年ごとに経営者の見直しを行います。来年度に倒産する

というのは来年度に返す約束の流動負債が払えなくなった時です。B／Sの流動負債をこの経営者で、来年

度本当に返すことができるかを株主が見るために２つに分けているのです。

流動負債には次のようなものがあります。

・支払手形（自らが発行した手形。裏書きなどにより保証した手形はB／Sには書いていません）

・買掛金（棚卸資産を買ったが支払っていないツケ）

・短期借入金（金融機関などからの借金で借入期間が1年以内のもの）

・未払金（棚卸資産以外のものを買ったが払っていない金）

・前受金（前払費用の反対で先に受け取っている金、後で返すと考える）

固定負債には次のようなものがあります。

・社債（セオリー10参照。一般に1年を超えているものが多い。1年以内に返す社債はもちろん流動負債）

・長期借入金（借入期間が1年を超えるもの。いつかは流動負債になる）

次に金融機関などからの借入金について考えてみましょう。借金というのは仮に返せなくても犯罪には

なりません。そのために先ほど述べた破産といった法的行為も認められています。つまり全財産を売り
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払っても返せない借金は許してもらうということです。したがって貸す側から考えると「相手が返せなく

なった時」のことを、貸す時に考えておく必要があります。これが担保とよばれるものです。担保とは返

せなくなった時にどうするかを債務者が債権者へ約束することを指します。担保は物を提供する物的担保

と、人が保証する人的担保の２つに分かれます。さらに物的担保は次の２つに分けることができます。

・質

「質屋」の質です。担保として提供したものを借金している間は使用できなくなり、借金を返済すれば

使用できるようになるものです。

・抵当

担保として提供した物を、借金している間も債務者がそのまま手元において使用でき、返済ができなく

なると所有権などが移転する（債権者が没収する）ものをいいます。また根抵当とは企業などが特定の金

融機関から借入れをする場合、担保とした抵当物件に対し、限度額（最大の借金額）を決めておいて、必

要に応じてその範囲内で借入するものをいい、よく利用されています。

一方、人的担保は次の２つに分けることができます。

・保証人

本来の債務者が返済できない時に保証人に返済の義務があるというものをいいます。この保証人が負う

義務を保証債務といいます。保証債務には次のような特徴があります。１つは「主たる債務がなくなれば

消滅する」というものです。債務者の債務がなくなれば（カネを返せば）同時に保証債務もなくなるとい

うことを意味します。当然といえば当然です。2つ目は「主たる債務が移転する時はそれに伴って移転す

る」というもので、債権が別の人に移っても続行するということで、金を貸している人がその権利を誰か
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に譲る時にいちいち保証人に断る必要はないということです。3つ目は「補完性」です。これは保証人は

債権者に対して催告の抗弁権（いきなり保証人に請求しにきたら、カネを借りた人に請求するよう言え

る）と検索の抗弁権（カネを借りた人の財産を差し押さえて換金することを求めることができる）を持っ

ています。セオリー８で述べた手形の裏書はこの保証人にあたります。

・連帯保証人

連帯保証とは保証人が債務者と連帯して（つまり平等に）保証債務を負担することをいいます。連帯保

証人にはその補完性はなく（催告の抗弁権、検索の抗弁権）、債権者は債務者に請求することなく、連帯

保証人に請求することができ、連帯保証人はこれを拒否できません。つまり連帯保証人は「カネを借りた

人」と一緒に借りたのと同じで「カネを借りた人」と全く同じ義務を負っているわけです。

これら保証に関する情報は一般にB／Sには記載されていません。証券取引法による有価証券報告書にお

いては、これではディスクローズといえないので「注記」に偶発債務という項目で記載するように求めて

います。

金融機関から見ると、特に貸したカネに相当した物的担保の提供を受けた場合は（セオリー５で述べた

担保価値が極端に下がらない限り）、仮に返してもらえなくても抵当物件を手に入れて換金できるので、

貸し続けていたい（金融機関は貸すのが商売です）といえます。企業から見ると一度抵当を入れて借入を

すれば、極端に言えば返済など考える必要がないといえます（これがよく言われる借金も財産のうち、つ

まり財産がなくては借金できないということです）。こういう状態で借入をして、「急に返せ」といわれ

ても、返せないのは当然といえます。この「急に返済を迫ること」をマスコミでは貸しはがしとよんでい

ます。
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それではなぜ長期借入と短期借入があるのでしょうか。色々な意味がありますが、金利をどの位の期間

同じにするかということが大きなファクターといえます。現在のように超低金利であれば長期借入した方

が企業にとっては得、金融機関にとっては損ということです。短期借入はその逆です。金利の状況と短期

借入、長期借入のバランスをB／Sで見ると企業と金融機関の力関係がわかります。



社債は直接の借金セオリー10

転換社債、ワラント債の特徴

ワンポイントアドバイス

54

計数分析イメージ

・株価が下がれば返すカネ

・株価が上がれば資金が増える

・株価が上がれば株が増え、配当が増える
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企業とは「もうけ」を出す力を持っているもの、その反意語は大衆と考えることもできます。例えば鮮

魚店は100円のサンマを仕入れて120円にする力を持っていますが、一般大衆は100円の現金を増やす手だ

てを持っていません。したがって大衆に余っているカネは、金の足りない企業へ流れ、企業がそれを増や

すのがノーマルといえます。

多くの大衆は余っているカネを銀行など金融機関に預金し、利子（例えば１％）をもらいます。銀行は

これを企業に貸付けし、利子を取ります（例えば３％）。銀行はこの３％と１％の差額で「もうけ」を出

す所といえます。つまり銀行は大衆から「カネ」という商品を仕入れて、企業へ販売していると考えられ

ます。銀行の顧客は当然のことですが、仕入先である顧客ではなく、貸付けしている企業です（最近銀行

もやっとこれに気づいたようですが…）。

社債とは企業が銀行などの金融機関を通さずに、直接大衆などから資金を調達することをいいます。銀

行を介在しないので企業にとっては利子を低く抑えられ、大衆にとっては利子を高く取ることができます。

また社債は他人にその権利（債権）を譲り渡すこともでき、株同様に証券市場でも売買できます。

ではなぜ大衆は銀行に預金し、企業は銀行から借入れるのでしょうか。まず預金者から見ると自分の預

けた金がどの企業に貸し出されているか、その金が何に使われているかに興味を持たなくてすみます。銀

行がどんな企業に金を貸し出そうとも、どのような状態になろうとも大衆は預金を引き出すことができる

からです。つまり、銀行はセオリー９で述べた「保証人」となっているのと同じです（このあたりが政府

が銀行をつぶさない理由といえます）。

銀行から見れば預金利息よりももうけ度の大きい（利益率の高い）所にカネを貸付ければよいことにな

ります。したがって銀行は大衆の持っていない「目」で企業のもうけ度（セオリー27で述べる収益性）を

チェックし、さらに仮にその収益性が思うように出なくても資金の返済できる所（セオリー30で述べる安
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全性）に貸付けるようにすれば良いことになります。今日本の銀行が反省しているのは収益性よりも安全

性にばかり着目し、安易に土地などを担保に貸してきたことです。そして後で述べるキャッシュフローに

着目しはじめています。そのため銀行とつきあう企業側もキャッシュフローを意識しはじめています。

企業から見たときの銀行を通す意味を、Ａ社が借入期間10年間で10億円を銀行から借りた場合と、同じ

く社債で借りた場合で考えてみましょう。Ａ社は10億円の資金を元手に事業を展開し10年後には返せると

思っていました。しかし、事業がうまくいかず10年後10億円を返せない状態になっていたとします。銀行

から借りていた場合、銀行はここで無理をすれば（すぐに返せといえば）Ａ社は倒産してしまい、元も子

もなくなってしまうので、返済を待ってくれるのが普通です。しかし社債の相手は一般大衆であり、そん

な状態であれば早い者勝ちで窓口に並んでしまい、結果的には倒産となってしまいます。企業から見れば

社債は低コストであるがリスクが高いものといえます。

社債には以下のようなタイプもあります（これに対して今まで説明してきたものを普通社債といいま

す）。

・転換社債

お金を貸している人が企業に対して請求すれば、あらかじめ定められた価格（行使価格）で株に転換で

きるものをいいます。例えば100万円を5年後（償還日という）に返すという社債に、これを1株1000円で

1000株に変える権利が付いているものをいいます。社債を持っている人は例えば株価が1500円になれば

社債を発行企業に持っていって1000株と交換し、これを1株1500円で売れば150万円になります。企業か

ら見ればこのような特典がついているので利子を低く抑えることができますし、また株に転換してくれる

ことで（資本金となり返さなくていいカネになる）返済をしなくて良いことになります。

・ワラント債（新株予約権付社債）



セオリー10

57

社債に一定の株価で株を買う権利（ワラント）がついているものをいいます。例えば100万円を5年後に
返すという社債に、1株1000円で1000株買う権利が付いているものです。株価が1000円を超えれば社債保
有者はもうけを期待できます。これによって転換社債同様に金利を低く抑えるというものです。

2002年より転換社債は正確に言うと転換社債型新株予約権付社債と呼ばれるようになりました。これは
ストックオプション（役員や従業員を対象としてあらかじめ決めた価格で自社株を買うことのできる権
利）や転換社債・ワラント債など個別に認められていた「あらかじめ決められた価格で株式を取得できる
権利」を新株予約権（コールオプション）として定義し、その適用を原則自由にしました。これによって
転換社債は新株予約権を行使する際に社債によって支払うものと位置づけられました。

この３つの社債を資金の調達という目で企業側から見て比較してみましょう。それぞれ100万円を期間5

年で借りるものとして、行使価格は1株1000円（現在800円）とします。
この5年間で株価が1000円を超えなければ株に転換する人も、ワラントを行使する人もいないので、３

つの社債とも金利を払い続け5年後に100万円返済することになります。したがって利子だけがその優劣と
いえます。

3年後に株価が急上昇し、1000円を上回り1200円で安定したとします。普通社債は株価の変動は関係あ
りません。転換社債ではこれ以上株価が上がらないとわかると、多くの人は株へ転換し、売却します。企
業側では社債という借入金が株という資本金に変わるので、「返すカネ」から「返さないカネ」へと変わ
ります。そして以後この100万円を資金として活用（配当金は払うが）できます。ワラント債では3年後多
くの人は100万円の現金を用意して株を購入することになります。そのため企業には新たに100万円という
現金が資本金として獲得され、この100万円は継続して活用できます。また社債部分の100万円はそのまま
残り、5年後に返済します。転換社債とワラント債のちがいは、3年目から５年目の間、ワラント債が使え
る資金が200万円（うち100万円は金利を払う借金）で、転換社債が100万円ということになります。



資本は計算値セオリー11

資本の見方

ワンポイントアドバイス

58

計数分析イメージ

・財産と借金の差額・・・資本の部

・実質的に持っている財産の額・・・純資産

・株主の取り分・・・株主資本

・返さなくていい資金・・・自己資本
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資本というのは非常にわかりづらい概念です。資本がわかればB／Sが読めるといっても良いくらいです。

この「資本」という勘定はB／Sでは資本の部と表示されています。

資本には定義（そう決めたこと）というものがあります。資本＝資産－負債です。資本とは計算値であ

り実体のないものです。この「実体のない」ということを理解することが第一歩です。

あなたが家を5000万円で買い、住宅ローンを4000万円組んだ（つまり4000万円借金した）場合でB／S

を考えてみましょう。この時資産は「家5000万円」、負債は「住宅ローン4000万円」です。したがって資

本はその定義から「5000万円－4000万円＝1000万円」と計算されます。この時点で家（資産）5000万円

は目の前にあり、住宅ローン（負債）4000万円はありますが、資本1000万円はどこにも存在していません。

これが資本は「計算値」という意味です。この時「私は5000万円の財産を持ち、4000万円の借金を抱えて

いるので、言ってみれば本当の財産は1000万円だ」と考えることもできます。そういう意味でこの資本を

純資産とも言います。これは「家を売って借金を返せば1000万円残る」ということも意味しています。株

式会社において「会社を解散し、全資産を売って借金を返す」ことができるのは株主であり、その残り分

（ここでの1000万円）は株主のものとなります。そういう意味でこの資本を株主資本（株主が解散すれば

受け取ることのできるカネという意味）とも言います。

資産は商法においてはセオリー３で述べたように、原則として「買った値段」で書いてあります。5000

万円の家を買うには5000万円の資金があったはずです。5000万円の家を4000万円の借金で買ったという

ことは、1000万円の自己資金がその他にあったはずです。つまり「返さなくてもいいカネ」を1000万円

持っていたことになります。

資本の「資産－負債」というのは、買った値段から借金を引くことで、「財産を買ったときに持ってい

た返さなくていいカネ」（今はもちろん買った財産になっています）を計算していることになります。
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「資本＝資産－負債」であれば当然のことですが「資産＝負債＋資本」となります。これがB／S（バラ

ンスシート）の「バランス」という意味です。これは5000万円の資産は4000万円の負債（返すカネ）と

1000万円の資本（返さなくていいカネ）で買ったということを意味しています。つまりB／Sは財産（資

産）の内訳（左側）と、その取得のための資金の内訳（右側）を表わしているものといえます。資本は

「返さなくていいカネ」という意味で自己資本（家でいう自己資金）ともいいます。一方、返す金である

負債は他人資本といい、この2つを合わせて総資本といいます。

企業として「返さなくていいカネ」つまり資本には２つのものがあります。1つは「もともと返さないつ

もりで外から集めたカネ」です。これはセオリー３で述べたように、企業では資本金とよばれます。家の

自己資金でいえば親に出してもらった資金のようなものです。2つ目は「企業が自ら生み出したカネ」であ

り、これが利益です。家の自己資金でいえばためた預金のようなものです。つまり資本勘定（B／Sでは

「資本の部」とよんでいる）は資本金と利益という2つの勘定から成り立つことになります。企業は株主か

ら調達したカネと自ら生み出したカネで財産を取得し、これによって利益を生み出し、その利益の中の一

部を税金として払い、株主へ配当として還元し、残りをさらに企業活動に必要な財産取得に回すと考える

ことができます。

本書では資本を以下のように整理します。

資本＝資本の部（B／Sという集計表に表示されているという一部という意味で）＝資本勘定（「集計

キー」の１つという意味で）＝自己資本（自己資金という意味で）＝株主資本（株主の最終的な「とり

分」という意味で）

また総資本＝負債（他人資本）＋資本（自己資本）となります。一方B／S左側の資産の合計額を総資産

といい、B／Sでは総資産＝総資本となります。



B/Sは財産内訳と資金内訳セオリー12

B/Sからわかる企業の体力

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

・財産の内訳とその資金の出所

・借金返済能力

・金融機関からの信頼度
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B／Sの見方を見る立場に分けてまとめてみましょう。

①税法上のＢ／Ｓ

税法上、B／Sを作る意味は過失・不正を防止し、所得の妥当性、そして所得に関する税の公平性を保つ

ことにあります。このB／Sは利益（所得）がどのような形で財産として保有されているかを見ています。

そういう意味では資産はどうしても取得原価で書いておいて欲しい所です。

②商法上のＢ／Ｓ

商法上のB／Sは株主が出資した元手（資本金）が、適正なそして効果的な財産購入に使われているかを

見るのが第一義です。したがって「何を買ったかという明細書」としての位置づけがもっとも強く、今ま

で述べたように資産は取得原価で書いておくのがベターといえます。第２が倒産の防止です。企業が抱え

ている借金、特に来期返す流動負債が本当に来期返せるのかをチェックするためのものといえます。この

時B／Sは資産の換金度を見るための資産の内訳表であり、資産は取得原価よりも時価で書いて欲しい所で

す。第３が解散です。この企業をやめた時どれ位の財産が残るかというものであり、この場合も資産は時

価で書いて欲しい所です。

③証券取引法上のＢ／Ｓ

投資家から見たB／Sはその企業が持っている財産の魅力度であり、財産明細表です。投資家としては株

価が長期的な企業の体力を表したものと考えると、固定資産の内訳が大きな意味を持っています。そして

固定資産をどのような資金で手に入れたか、負債の返済は可能かという見方です。この場合も資産は時価

で書いて欲しいし、「カネで買った財産」だけでなく、ブランド、ノウハウ、システム、得意客など目に

見えない財産も時価で書いて欲しい所です。
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④金融機関から見たＢ／Ｓ

負債のうちの借入金を提供している金融機関としてはセオリー９で述べたように２つの見方があります。

１つはこの借入金が「返ってくるか」です。そのため短期的には流動資産の換金性、長期的には固定資産

のパフォーマンスがポイントとなります。そのため特に流動資産については時価法、もしくは低価法を採

用したいところです。2つ目は「返せなくなった時どうするか」です。この時B／Sは担保明細であり、自

社の担保になっている固定資産の時価を厳密にとらえるとともに他社の担保になっている状況も知りたい

所です。

⑤取引先から見たＢ／Ｓ

負債のうち買掛金、支払手形などの債権を持っている取引先としては自らの流動負債を流動資産、でき

れば販売不振でもカネになる当座資産で返済可能かを見たい所です。したがって流動資産は時価で書いて

欲しい所です。しかし、実際にはもっと大切なことがあります。企業が仮に自らの力でその流動負債を返

済できなくても金融機関がカネを貸してくれれば返すことはできます。本当の見方は金融機関などから借

りている負債の量と質がそのポイントといえます。金融機関が正当に貸している（金利を払い続ける限り

借りていて欲しいもの）借金が多いというのは金融機関からの信頼があるという見方もできますし、逆に

それがないということは「借りることもできない」という見方もできます。もちろん借りすぎてしまって

返せなくなるということもあります。社債などではこれを判断するために格付け（Ａ，Ｂ，Ｃ･･･）を

行っています。
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⑥企業から見たＢ／Ｓ

自らの成績表としてのB／Sが一般のビジネスパーソンにとってはもっとも大切な見方です。この場合資

金の調達と運用というのが基本的な見方です。負債（返す）、資本（返さない）として調達した資金をど

のような資産に運用しているという見方です。持っている固定資産は適正か、効率的に使われているか、

流動資産は本当にカネになるか、もっと早くカネにならないか。そしてその財産を調達するための資金の

バランスは良いか（借金に頼りすぎてないか、もっとカネを集めることができるのではないか･･･）そし

て負債は返済できるのかということです。



連結決算は公開・公平のために行うセオリー13

連結の意味

ワンポイントアドバイスリーダーイメージ
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計数分析イメージ

・利益圧縮効果がある

・子会社を含めた財産取得状況がはっきりする

⇒子会社を持つ意味が変わってくる
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株式会社には定款という憲法のようなものがあります。定款は最初にこの会社に出資した株主によって

作られます。定款には商号（会社の名前）、事業目的（何を「本業」とするのか）など基本的事項が書か

れています。そして商法ではこの定款を変更するときには、株主総会の特別決議（普通決議が過半数の多

数決で決めるのに対して、これは2／3以上の多数決）という厳しい手続を必要としています。定款は株主

全体の合意であり、株主から委任を受けた経営者はこれを遵守する義務を負います。

つまり株式会社の経営者は2/3の株主の合意なしには、本業以外の事業は原則出来ないということを意

味しています。そのため財務会計には本業と本業以外をきちんとわけて管理するという原理、原則があり

ます。それがセオリー７で述べた売掛金と未収入金の区別といった形で表われています。

なぜこんなに本業を変更することを厳しくしているのでしょうか。それは株主が本業に出資したからな

のです。株式会社佐藤鮮魚は「魚屋」をやるといったので株主である出資者は、プロの魚屋として経営す

る力のある佐藤さんに出資したのです。いくら肉屋がもうかるからといって、肉屋を勝手にやられては困

ります。それなら株主は肉屋に出資し、肉屋のプロに経営を委託したからです。この考え方は商法よりも

証券取引法ではさらに強く求められます。証券市場の投資家は魚屋がもうかるか、肉屋がもうかるかを考

えて、もうかる方の株を買う（つまり出資する）からです。

定款を変えずに（つまり2／3の株主の承諾を得ずに）新しい事業を正式に実施するには、子会社を作る

（株を取得する）しかありません。子会社は親会社の経営者の意向（つまり取締役会）で作ることができ

ます。株式会社が上場すると、定款の変更（2／3以上の賛成を集める）は事実上なかなか困難となります。

しかし、企業競争に勝ち抜いて利益を出していくには新規事業への進出（魚屋だけではもうからないの

で）や、それに伴うシナジー（肉屋をやることで魚と肉が一緒に売れて魚屋ももうかる）を追求する必要
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があります。そのため上場企業の多くは数多くの子会社を抱えています。

しかしこうして子会社が増えていくと、証券市場が目指す公開・公平の原則が以下のようにそこなわれ

てしまいます。そのため近年証券取引法では、親会社とその子会社を1つの企業グループと見て決算を行

う連結決算を求めており、単独決算（上場会社1社の決算）よりもこの連結決算を重視する傾向を高めて

います。

・連結しないと不透明

計数分析イメージの上図のように株主が1億円親会社へ出資し、その親会社がそのうち5000万円を子会

社へ出資し、子会社がその5000万円で土地を購入したとします。ディスクローズされる親会社のＢ／Ｓに

は「子会社株式5000万円」となって、これが何に使われているかわかりません。これを親・子1つの企業

としてみることで、その連結財務諸表のＢ／Ｓには土地5000万円が現れて、資金の使途明細がわかること

になります。

・連結しないと不公平

上場している親会社が1億円の商品を仕入れて、子会社へ1億5000万円で販売したとします。ここで決算

期を迎えると親会社での決算では「利益5000万円」（子会社は利益に影響ない）、「在庫1億円」となり

ます（セオリー15参照）。これでディスクローズされるのが親企業だけだとしたら「利益5000万円」だけ

が見えてしまいます。しかし同じような事業をやりながらこの子会社の部分を営業部としている会社では、

利益がゼロとなって不公平です。これを親子1つの企業とすれば、両社とも利益ゼロで在庫1億円となりま

す。
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このように連結することで、利益は圧縮される傾向をとります。税法上で考えると所得が圧縮され節税

できることとなります。日本では税収圧迫（なかなか意味深い言葉ですが）のため、連結納税（親子１つ

の会社として税金を納める）は認められてこなかったのですが、2002年から認めることとなりました。い

よいよ本格的な連結時代へと突入しています。



持株会社はコーポレートブランドセオリー14

持株会社の意味

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

・株主に代わって投資先を選定する

・株主に代わってプロの経営者を選定する

・統合、売却を容易にする
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戦前の日本では財閥と呼ばれる持株会社（株を持つだけの会社、つまり子会社を支配することだけが目

的の会社）が巨大な企業グループを作っていました。持株会社は配下の金融機関の株を半数持ち、その金

融機関がその他の事業を行う会社の株を半数持ち、さらに子会社を作り･･･という形で持株会社は少額の

資金で膨大な数の企業を支配していました。戦後「財閥解体」と称し、独占禁止法により持株会社は全面

的に禁止され、あわせて銀行は５％、保険会社は10％までしか他社の株を保有できなくなりました。しか

し、これを機にこの企業グループのメンバーは互いに互いの会社の株を少しずつ持つようになり（これを

株の持ち合いという）、系列と呼ばれるグループを作っていきました。

一方、各会社はさまざまな事業分野へ進出し、事業多様化とともに事業部制を引き、子会社群を形成し

ていき、外部（特に証券市場）から見ると何をやっているのか、誰がどのように企業を支配しているのか

がとらえづらいという指摘が外国人投資家からなされるようになってきました。

また、1997年の独占禁止法改正で持株会社は原則自由となり再び注目を集めています。これを次の３つ

の側面から見てみましょう。

①株主への透明性

計数分析イメージの例で考えてみましょう。ABC電気（上場）はもともとは家電事業からスタートし、

今やコンピュータ事業部、インターネット事業部と複数の事業部を持っています。投資家から見ればイン

ターネット事業がこれから伸びると思っても、投資した金が家電事業に回るかもしれません。

ABC電気はABCソフト、ABC家電販売という非上場の子会社の他、ABCミュージックという音楽会社

を子会社として持ち、これも上場しています。さらにこのABCミュージックはABC出版、ABC映画とい

う子会社を持っています。ABCミュージックの株主（ABC電気以外）から見ればABC電気との関係がわ
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りづらいですし、ABC電気の業績がABCミュージックにどのような影響を与えるかがとらえづらいといえ

ます。また連結決算といってもABC電気、ABCミュージック、その子会社群は錯綜しています。

しかもABC電気は旧財閥のABCグループに属し、グループの各企業でABC電気の株を過半数持ってい

ます。これではABC電気、ABCミュージックとも公開・公平が原則の証券市場から見ると「わかりづらい

魅力のない株」といわれても仕方のない所です。

これを統合、整理してABCホールディングカンパニーという持株会社を作り、その他の事業部、子会社、

孫会社はすべてこの持株会社の子会社とすると、すっきりしてわかりやすくなります。

②事業の進出、撤退をスピーディーに

持株会社にすることで新規事業への進出さらには撤退も容易となります。ABCホールディングカンパ

ニーの経営者が「物流事業をグループとして行う必要はなく、他の物流会社にまかせた方が良い」と考え

れば、ABC物流の株を売却することも可能です。また携帯電話を使った新しいモバイルサービス事業へ進

出したいと考えれば、すぐにABCモバイルサービスを子会社として設立すれば良いわけです。

ABCホールディングカンパニーへの投資は株主、特に証券市場にとって、特定の事業への投資ではなく、

ABCという「何でもやる会社」へ投資するという意味を持つようになります。見方を変えればABCという

企業のブランド（これをコーポレートブランドという）への投資と考えることができます。例えばソニー

が銀行を新たに始め「ソニー銀行」の資金を調達するのと、筆者の会社であるＭＣシステム研究所がＭＣ

銀行を始めるのではその信用力、成功度にちがいがあるのはわかると思います。これがコーポレートブラ

ンドです。
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また、近年では会社が自らの子会社の業績に連動した株式を証券市場へ発行できるようになっています

（日本版トラッキングストックという。アメリカでは子会社だけでなく特定の事業部門に連動した株も発

行できる）。

③企業の統合

系列という株の持ち合いは株価低迷、銀行・保険会社のパワー低下などさまざまな要因で崩れていこう

としています。この系列崩壊の中で銀行をはじめとする企業の合併は大きなテーマとなっています。しか

し合併には法的に複雑な手続きがあり、また合併後の分割がもっと難しいことからなかなか合併に踏み込

めない企業も多いといえます（結婚も大変ですが離婚はもっと大変です）。

この企業の統合（１つになること）を合併という方法でなく、持株会社と株式交換（1999年の商法改正

で認められている方法）で行うことができます。



セオリー14

73

そのうえでAB社の株とA社、B社の株を交換します。

これでA社株、B社株を持つＡＢ社はＡ銀行、Ｂ銀行の親会社となり、経営は実質的に統合されます。
しかも合併と異なり、AB社がＣ銀行にＢ銀行の株を売ることで統合をやめること、すなわちＢ銀行を売
却することもできます。

A銀行とB銀行が経営を統合しようとした場合、まず持株会社AB社を作って株を発行します。



第３章 利益データ

利益計算は計画を立てるために行う。

利益計算は予算システムによって現場の目標と一致する。

その一致させる手段をＣＶＰとよぶ。

［トータルセオリー］

74



収益と費用は同時に発生させるセオリー15

増収増益

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

⇒増収増益とは収益（売上）増加＆利益（収益－費

用）増加

・増収増益 ⇒好調

・増収減益 ⇒無理して売上を出している？

・減収増益 ⇒苦しい中でもコストダウンが功を奏

して

・減収減益 ⇒不調
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収益と費用に関するデータはP／Lで集計され、利益計算されます。収益と費用に関しては次のような基

本的考え方が背景にあります。

①本業と本業以外に分ける

セオリー14で述べたように、財務会計では株主に約束した本業とそれ以外をはっきり分けて計算します。

本業の収益は売上高（物を販売している企業などで使われる）、営業収益（サービス業などで使われる）

などとよばれています。本業以外の収益、費用はそれぞれ営業外収益、営業外費用とよばれます。

②収益と費用を対応させる

収益と費用を同時に発生させるということで、これが一般ビジネスパーソンにとってもっともわかりづ

らい点です。例えば鮮魚店で魚を100円で仕入れたとします。この時費用はまだ０です。この100円を現金

で払おうが、２ヶ月後に払おうがずっと０です。ではいつ費用を出すかというと、この魚が売れた時です。

魚が120円で売れると120円という売上高、つまり収益が発生します。同時に100円の費用を発生させ、収

益120円－費用100円＝利益20円という計算をします。つまり鮮魚店は魚を買っても買っても、機械メー

カーは機械を作っても作っても費用はゼロで、売れた時にしか費用を出せません。

これは利益を「公平に」計算するために、税法上の利益（所得）計算で強く求められます。ある販売会

社が決算日を迎え、利益（所得）を計算してみると、5000万円ありました。現在の所得にかかる税率は実

質40％ぐらいですので、2000万円の税金を払わなくてはなりません。この時「こんなにもうかっているな

ら、商品を5000万円買っておこう。」と購入して、もしこの5000万円が費用（税法上は損金）として計

上できるなら利益（所得）は０となってしまい、税金を払わなくて良くなってしまいます。これでは確か

に不公平です。
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商品代金のように「買う」と「売る」が１対１で対応している費用はよいのですが、結びつかないもの

は売上と同時に発生させるというわけにはいきません。鮮魚店でいえば店の家賃、電気代、従業員の給

与･･･といったことです。そこで本業にかかった費用を２つに分けます。１つが商品を買った費用、製品

を作った費用のように個々の収益に対応して同時に出すものであり、これを売上原価といいます。売上原

価は本業を実施するため、売上を出すための費用（原価）と考えることができます。もう１つが個々の収

益に対応しないもので、販売費・一般管理費（売るための費用、管理するための費用）とよばれ、その費

用の発生時に計上します。

③いつ売上を立てるか

売上高（営業収益）と売上原価を同時に発生させるのであれば、次に決めなくてはならないのは「いつ

売上高を発生させるか」です。これもはっきりと決めておかないと利益（収益と費用）を出すタイミング

が企業によって異なり不公平です。収益はその行為が終了した時点をもって計上します（これを発生主義

の原則という）。商品・製品を売っている企業であればその「商品・製品の所有権が移った時」で、サー

ビス業であればその「サービスを完了した時」（ホテルでいえばチェックアウト）と考えればＯＫです。

さらにいえばいつ所有権が移ったかも微妙です。これには引渡基準（顧客への引渡時。伝票でいえば顧

客からの受領書）、出荷基準（倉庫を出て行った時など）、検収基準（顧客が商品を受け取り、確かに頼

んだ商品であるというチェックが終わった時）などが考えられ、企業によって異なる基準を採用していま

す。これでは不公平なようですが、財務会計には継続主義の原則（一度選択したルールでずっと続ける）

があり、その時の都合によってやり方を変えなければ（長い目で見れば）公平といえます。

「売上を出すタイミング」にはよく売上を立てるという表現を使います。
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④今期と今期以外にわける

財務会計では今期の成績という考え方が流れています。経営上、今期に行ったことではないのにたまた

ま今期にその結果が出てしまうことがあります。これは特別利益、特別損失として、通常の成績とは分け

ておきます。



売上原価は棚卸で計算するセオリー16

在庫の見方

ワンポイントアドバイス

79

計数分析イメージ

・買っても売れないと費用にならない

・在庫が増えても現金は減るが、利益は減らない

・在庫を減らすと現金収支と財務会計が近づく
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セオリー15で述べた売上原価は商品・製品などが売れた分だけを計上する必要があり、棚卸という行為

を通して計算されます。これを販売会社とメーカーを例にとって考えてみましょう。

①販売会社（商品を仕入れて販売している）

商品を仕入れて販売している時は売上原価を以下のように計算します。

売上原価＝期首商品棚卸高＋当期商品仕入高－期末商品棚卸高

B／Sが一定時点（期末）の財産状態を表しているのに対して、P／Lは一定期間（財務会計では１年、

これが１期）の間の利益として計算しています。したがってP／Lには期首と期末があります。棚卸とは在

庫（倉庫にある商品という意味。ここでは買ったが売れていない商品のこと）している商品がどれ位残っ

ているかを調べることをいいます。棚卸には帳簿棚卸（売買の履歴からどれ位残っているのかを計算す

る）と、実地棚卸（倉庫などへ行って実際に棚からおろして商品がいくつ残り、いくら位の価値があるか

を評価する）があります。期首商品棚卸高とは利益を計算する期の初めに、いくら商品を在庫していたか

を実施棚卸によって計算した合計値（単位は円）です。

当期商品仕入高とは、その期間内に仕入れをした商品の総額です。もし１つも売れてないなら「期首商

品棚卸高と当期商品仕入高の和」だけ残っているはずです。そのうえで期末商品棚卸高を実地棚卸をして

計算し（実際にはこれだけしか残っていないので）、その差額が売れた分であり、すなわち売上原価が計

算されます。

売上原価は財務会計ではこうして計算「しなくてはなりません」。したがって商品在庫を持っている企

業は、実施棚卸を年に１回（先期末と今期首は一緒）を行う義務があります。

企業の利益はこの売上原価の「計算」によって確定されます。つまり、実施棚卸によって利益が計算さ

れることになります。例えば期末の在庫のうち明らかに陳腐化してとても売れない商品があったとします。
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棚卸商品の評価（いくらの価値があるか）は原則「取得原価法」（買った値段）で行います。しかし、も

し税法上この陳腐化した商品を「価値がゼロ」と認めててくれれば期末商品棚卸高はこの分減ります（こ

れを棚卸評価損という）。したがって売上原価がその分増え、結果として利益（所得）がその分減り、税

金が少なくてすみます。逆に財務会計でこの陳腐化してとても売れない商品でも「売れる」と考えてその

ままにしておけば利益は多く出ることになります。そういう意味で棚卸はまさに利益計算の一貫と言えま

す。棚卸は在庫を多く抱えている企業では大変な手間となります。また在庫している商品は買っても買っ

ても費用が出ないので、在庫を抱えると利益と現金収支（入ってくるカネと出ていくカネの差）が離れて

いきます。そのため「棚卸一掃」とか「期末決算大バーゲン」と称して、期末に在庫をすべて売り切って

しまう企業もあります。

②メーカー（物を作って売る）

メーカーでは①の「当期商品仕入高」の部分が「当期製品製造原価」となり次のような式で計算します。

売上原価＝期首製品棚卸高＋当期製品製造原価－期末製品棚卸高

したがって製造業ではこの「製造原価」を計算しなくてはなりません。セオリー39で詳しく述べますが、

製造原価は材料費、労務費（人件費）、経費（その他）から成り立ちます。材料費はやはり仕入金額では

なく、使った分だけ費用として計上しなくてはなりません。したがって材料も①の売上原価の式同様に

「材料費＝期首材料棚卸高＋当期材料仕入高－期末材料棚卸高」で計算します。さらに、仕掛品や半製品

がある時は「当期製品製造原価＝期首仕掛品・半製品棚卸高＋当期製造費用－期末仕掛品・半製品棚卸

高」で計算します。つまり原材料、仕掛品、半製品の在庫についても棚卸が必要となります。

財務会計では在庫のことを棚卸が必要な資産という意味で棚卸資産といい、商品、製品、原材料、仕掛

品・半製品などがこれにあたります。



利益はマージン、本業、今期に分けるセオリー17

利益責任者（プロフィッター）

ワンポイントアドバイス

82

計数分析イメージ

・粗利⇒プライサー（価格決定者）

・営業利益⇒販売責任者

・経常利益、純利益⇒経営者
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P／Lはセオリー15で述べた収益、費用を交互に集計しながら、いくつかの利益を計算していきます。

①売上総利益の計算

売上高（営業収益）から売上原価を引いたものを売上総利益といいます。鮮魚店で80円で仕入れた魚を

100円で売れば100－80＝20円が売上総利益であり、いわゆるマージンを意味します。売上総利益は粗利

益（大ざっぱな利益という意味。流通業などでよく使われる）、略して粗利あるいはGP（Gross Profit）、

GM（Gross Margin）ともいわれます。

売上総利益を売上で割った値を売上総利益率、粗利率（これをGMということも多い）といい、特に流

通業などでは基本的な経営指標となります。売上総利益だけでなく、利益は多くの場合この売上高に対す

る比率で表します。

売上原価は売れた分だけ発生しますので、売上総利益率は売上高のブレ（大小）には依存しない形でほ

ぼ一定となるので、この率が会社の体質を表していると考えられます。先ほどの例では20％（20÷100）

であり、100円売れば20円もうかる構造の店、20％のマージンを取れる店、80円の現金を100円の現金に

出来る店という意味を持っています。

②営業利益の計算

売上総利益から販売費・一般管理費を引くと（売上から売上原価、販売費・一般管理費を引くと）営業

利益が計算されます。営業利益は今期の本業の利益であり、株主が経営者に期待しているものといえます。

売上で割ったものを売上高営業利益率といい、売上の異なる他社、自社の前期などと比較します。

③経常利益の計算

営業利益に営業外収益を足し、営業外費用を引くと経常利益が計算できます。経常とは「普通」つまり
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「特別」を含まないという意味であり、「計上」と区別するために「ケイツネ」などといっています。日

本では従来からこの経常利益を当期の経営者の成績と考えることが多かったといえます。やはり他社、前

期と比較するため売上で割った売上高経常利益率が用いられます。

④税引前当期純利益

経常利益に特別利益を足し、特別損失を引くと税引前当期純利益（税金を払う前の最終利益、マイナス

なら純損失）が計算されます。特別利益はセオリー15で述べたように「今期の経営者の成績には入れない

収益」のことです。例えばある企業が20年前に2000万円の土地を購入し、使用してきましたが（買った値

段のままで書いておく）、今期これを売却したら10億円になったとします。この時9億8000万円の利益

（固定資産売却益という）が今期出てしまいます。この９億8000万円は誰の成績と考えるべきでしょうか、

「売った人がうまい」というよりも、20年前の経営者（たとえ今と同じ経営者でも財務会計上は毎期ちが

う人と考える）が賢かったと考える方がノーマルともいえます。だからこの固定資産売却益は今期の経営

者の成績からはずすというものです。もちろん損を出せば特別損失（先ほどの例では固定資産売却損。こ

ちらの方が多い）です。近年良く見かける特別損失に特別退職金（いわゆるリストラによる退職金の上乗

せ分）があります。これは通常の退職金は「働いたこと」に対する対価であり、今期の本業のための費用、

つまり販売費・一般管理費と考えられます。しかし特別退職金は「やめてもらう」ことへの対価であり、

これはやめさせた経営者の責任でなく、この人を入社させた経営者（あるいは働いてきた期間のすべての

経営者）の責任と考えるものです。

この経常利益、特別利益、特別損失という区分はファジーであり、特に証券市場では本業としての営業

利益、そして最終成績としての純利益を重視する傾向が強くなっています。
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⑤最終計算

税引前当期純利益から法人税など所得にかかる税金を引くと税引後当期純利益となります。さらにこれ

に過去の利益（前期繰越利益という）を足すと、当期未処分利益が計算されます。



B/S上の利益は資産価値のアップセオリー18

利益の見方

ワンポイントアドバイス

86

計数分析イメージ

・フロー的見方

⇒入ってくるカネから、出ていくカネを払って、残っ

た使えるカネ

・ストック的見方

⇒集めてきたカネ以上に財産を増やした分
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利益はP／L、B／Sの両決算書に出てくる唯一の勘定です。

①Ｐ／Ｌとしての利益

P／Lでは収益－費用＝利益として計算します。これは〔入ってくるカネ〕－〔出ていくカネ〕＝〔手元

に残るカネ〕という意味を持っています。税法ではこの手元に残るカネを「所得」とよび、これに一定の

税率をかけて税金を算出します。

商法上、証券取引法上の意味は配当限度額の決定にあります。当期未処分利益（未処分とはまだ使い方

を決めていないということ）から法定準備金（法律で強制的に配当の対象としない部分）を引いて、これ

を限度額として配当を行います。さらにここから取締役、監査役などいわゆる経営者の賞与（経営者の

ボーナスは税法上は支出つまり損金として認められないので税金を払ってから引く）を引いた残りが会社

の手元に本当に残る金（これを内部留保という）となって、会社が自由に使うことができます。これら利

益をどのように使うか（これを処分という）を書いた書類を利益処分計算書といい、決算書（財務諸表）

の１つとなります。

P／Lは収益から費用を引くという形で利益を計算し、これを３つの要素に分けていくためのものといえ

ます。１つは社会に税金という形で貢献し、2つ目は配当という形で株主（およびその委任者である経営

者へ賞与として）へ還元し、3つ目は会社へ内部留保して明日への投資を行うということです。特に税引

後当期純利益（税引前を使うこともある）に対する当期配当の割合を配当性向といいます。
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②Ｂ／Ｓにおける利益

B／Sにおいては「資本＝資産－負債」、「資本＝資本金＋利益」という２つの式から利益＝資産－負債

－資本金となります。つまり利益は企業の持っている財産から借金と元手を引いたものとして表現できま

す。

ある企業の期首のB／Sが計数分析イメージの左下図のようであったとします。これは金融機関からの借

金、株主からの元手そして自分の内部留保した資金でB／Sの資産を取得していることを意味しています。

この資産をベースとして1年間経営を行い、その結果が計数分析イメージの右下図のようになったとしま

す。当然のことですが、資産の価値は期首と期末で異なります。仮に図のように増えたとすると、増えた

分はどうなるのでしょうか。負債・資本金が変わらないのであれば利益が増えたはずです。B／Sの利益と

は期首と期末で資産価値をいかに増やしたかというものとなります。

P／Lの利益はその処分先の明細しかありませんが、B／Sの利益は資産の明細という形でその内訳が出

ます。つまりどんな財産をどれだけ増やしたか、という利益の内訳が出ることになります。

資本金や負債の変動はどう考えれば良いのでしょうか。資本の増加（増資）は何か財産を買ったはずで

す。負債の増加も同様であり、負債の減少は現金・預金の減少（借金を返す）という形で表れます。言い

方を変えれば今期外部から集めてきた金（借金、資本金）以上に財産価値を増やせば、それが利益という

ことです。100円の現金（資産）を100円の魚に変え（仕入れ）、それを120円の現金（資産）に変え（販

売）れば、100円の資産が120円の資産に変わり、この差額20円が現金（B／Sの左側）、利益（B／Sの右

側）となります。
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税法上で考えれば利益のアップ分（つまり今期の所得）に合わせて、資産が増えているか、つまり所得

と財産のつじつまが合っているかを見るのがB／Sといえます。

商法上では株主の出した元手をベースとして取得した資産を、経営者がどの位アップしてくれたかを見

るものであり、株主は資産価値アップ分の一定比率（これが配当性向）をもらう権利を持つというもので

す。

証券取引法上では証券市場の買い手（投資家）その企業が将来（つまり株を買った後）どれ位資産を増

やす可能性があるかを見て、将来の株価を考え、もし今よりも資産価値が上がると考えたなら「買う」と

いうものです。



限界利益で目標売上を作るセオリー19

目標売上

ワンポイントアドバイス

90

計数分析イメージ

変動費＝売上原価、固定費＝販売費・一般管理費

と考えれば、

目標売上＝（目標利益＋販売費・一般管理費）÷粗利率
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企業自身で考えると「売れない時代」の現代では利益は会計（結果）よりも計画（目標）の方が大切で

す。利益計画は管理会計であり、企業が自由にそのやり方を決めて良い世界です。多くの企業において利

益計画には限界利益という考え方を用いています。限界利益の限界（marginal）は経済学でよく使う言葉

で「1単位増えると」という意味を持っています。

佐藤鮮魚店では商品を1個80円（魚なら1匹ですが、一般的に1個を使わせて下さい）で仕入れ、100円

で売っています。また家賃は20万円でその他の経費が20万円かかっています。佐藤さんは商品を売って

1ヶ月あたり40万円の費用を稼がなくてはなりません。この40万円という費用は商品が何個売れようと関

係ないので固定費といいます。では何個売れば良いのでしょうか。商品は1個売ると100円の売上がありま

すが、1個あたり80円の売上原価という費用を出さなくてはなりません。売上原価は2個売ると160円の費

用･･･と売上とその個数に比例していくのでこれを変動費といいます。

つまり1個（この1個が先ほどの「限界」の1単位）売ると20円のもうけとなり、これが限界利益とよば

れます。40万円稼ぐには40万円÷20円＝2万個売ればよいことになります。この時、「固定費40万円＝も

うけ40万円」となって利益はゼロとなります。この2万個を損益分岐点といいます。つまり、2万個からさ

らに1個売れれば20円の利益、1個足らないと20円の損失となるということです。これでは佐藤さんの所得

はゼロで生活できません。佐藤さんはせめて1ヶ月20万円の利益（所得）が欲しいと考えました。あと何

個売れば良いでしょうか。2万個から先は1個につき20円もうかるので、20万円÷20円＝1万個をさらに売

れば良いことになります。2万個（収支トントン）＋1万個（20万円のもうけ）＝3万個を1ヶ月で売れば

20万円の所得を得ることができます。佐藤さんは3万個を目標として店の商売を行えば良いのです。
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しかし佐藤鮮魚店を含め多くの企業は単一商品を売っているわけでなく、1個あたりの限界利益という

概念は適用が難しいといえます。そこで多くの企業では限界の1単位を1個ではなく「1円」としています。

つまり1円売るとどれだけの費用（変動費）が発生し、どれだけの利益（限界利益）を生むかということ

です。佐藤鮮魚店でいえば1円売れば0.8円の売上原価が発生し、0.2円の限界利益が上がります。これを

限界利益率といいます。変動費が売上原価だけで、販売費・一般管理費が固定費と考えるなら、限界利益

率＝売上総利益率（粗利率）となります。1円につき0.2円のもうけで40万円の固定費を払うには先ほどと

同様に40万円÷0.2＝200万円の売上（これを損益分岐点売上という）が必要になります。さらに20万円

の利益が必要なら20万円÷0.2＝100万円の上乗せが必要となり、目標売上高は300万円となります。整理

すると損益分岐点売上高、目標売上高は次のような式で計算されます。

・損益分岐点売上高＝固定費÷限界利益率

 

変動費  

売上高  
限界利益率＝１－  （変動費率）  

・目標売上高＝（目標利益＋固定費）÷限界利益率

これを現場で使うことを考えてみましょう。まず費用を固定費（売れた数に関係ない）と変動費（売上

の影響を受ける）に分けます。本来であれば「限界収益（1単位増えると増える収益）－限界費用（その

限界収益が1単位増えると増える費用）＝限界利益」で計算すべきです。1単位を1円と考える時、限界収

益は1円となります。限界費用は売上100万円から1円増えるのと、売上1000万円から1円増えるのとでは
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異なるはずです（難しくいえばこの関係は曲線になるはずです）。また固定費も少しは変わってくるはず

です。しかし利益計算においては細かいことよりも「アバウト」に考えることが大切です。P／Lの費用

を大きく固定費（多くの企業では販売費・一般管理費でもＯＫ）と変動費（多くの企業は売上原価でもＯ

Ｋ）にざっと分け、限界費用は一定と考えれば問題ないはずです。またそう考えれば上の２つの式は「ア

バウト」に経営計画にそのまま適用できるといえます。



利益計画はCVP分析でセオリー20

CVP分析のポイント

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

販売個数を予測している

⇒利益を予測しているのではない

⇒販売個数からＰ／Ｌを作っている

⇒Ｐ／Ｌで利益を計算している
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セオリー19の限界利益を使った利益計画の考え方（1個80円の商品を1個100円で売る店）をグラフで考

えると計数分析イメージの上図のようになります。横軸は商品の販売個数であり、縦軸は金額です。直線

は2本引けます。売上と費用です。売上は原点からの直線であり、費用は販売個数０でも固定費（40万

円）がかかるので、この（０，40万円）の点からの直線になります。この費用直線の傾きはセオリー19の

変動費率（数学の得意な人はタンジェントだとわかると思います。数字の苦手な人は１円売れると増える

費用と考えましょう）です。

目標販売個数は3万個ですので、ここからたての線を引くと、計数分析イメージのように売上線と費用

線の間が利益となります。

これは変動費＝売上原価、固定費＝販売費・一般管理費と考えると、P/Ｌ（目標３万個を達成した時

の）を表していることがわかると思います。

しかし利益計画はこれで終わりではありません。当然のことですが、3万個達成できるかを考えなくて

はなりません。佐藤さんは過去の売上、商圏内の消費者の動向、ライバルの動向などから目標ではなく、

販売個数を予測しなくてはなりません（この予測方法については第６章で述べます）。

予測結果は1万5000個でした。ここでもう1度たての線を１万5000個の所で引いてみると次のようにな

ります。
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これでは損失が出てしまいます。だからといって無理やり目標を３万個としても意味がありません。こ

のグラフは売上、費用という直線によって販売予測を決定するという構造です。販売予測を直接変えられ

ないとすれば売上、費用の直線を変え、それによって予測値も変え、そのうえで納得のいく利益としてい

くしかありません。このような仕事をシミュレーションといい、これはセオリー48で述べます。

まず価格を120円に上げて販売予測をしてみます。売上線の傾きが上に行きます。
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この時販売予測は7000個で、損失は拡大してしまいます。

そこで価格を逆に95円に下げてみます。

販売予測は3万個となりこれなら何とか利益が出ます。さらに利益を出すために取引先と交渉し、仕入
単価を4円下げてもらうことにしました。



セオリー20

98

当然のことですが、利益は拡大します。しかし、まだ目標利益に達していないので、何とか家賃を３万

円下げてもらいました。
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何とか目標利益の20万円に到達しました。
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ここで変動費のコストダウン（図表-4）と、固定費のコストダウン（図表-5）のちがいをグラフで考え
てみましょう。変動費はコストダウンしても１つも売れないと効果は０であり、販売数量２個の時は1個
のときの2倍の効果が出ます。一方固定費のコストダウンはどんな販売数量でも一定の効果が出ます。日
本では従来変動費のコストダウンを図り（工場では改善という）、価格を落としてでも固定費を増やして
でも（販売促進をするためなら）販売数量を増やし、その販売数量を増やすことでさらに売上原価という
変動費を落とし、それにともなって販売価格を落とし、販売数量を増やし･･･ということを続けてきまし
た。これが世に言う右肩上がり経済のパラダイムです。一方アメリカ型経営では株主に確定した効果を約
束するため固定費のカット（リストラなど）を行ってきたわけです。
このようなシミュレーションを行っていくことをＣＶＰ（Cost-Volume-Profit）分析といい、セオリー

21で述べる予算策定の基本的考え方となっています。



予算は目標と予測の調整セオリー21

予算におけるルール

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

・売上ベース予算：販売部門では価格は与えられる

・限界利益ベース予算：プロフィッターは経費は与え

られる

・営業利益ベース予算：部門長は経費も自分で考える
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予算（budget）とは予め計算するという意味です。予算はノルマや単純な希望的目標とは異なり、目

標・計画・コントロールをすべて包含したシステムです。予算の本質的持つ意味は経営目標と現場の業績

予測を一致させることです。「経営者、管理者および各現場の従業員がそれぞれの目標を皆が合議のうえ

で一致させ、各人が自らの立てた目標を達成すれば企業全体も目標を達成する」という仕組を作り上げる

ものです。ここでは予算を立案していくステップを次の３つのパターンについて考えていきましょう。

（１）売上ベースの予算（計数分析イメージ参照）

まず売上を現場の販売目標とする場合で考えてみます。

①目標利益

株主から経営を委託された経営者が目標利益を設定します。本来ならこのまま部門別、個人別に利益を

振ってしまいたい所です。しかし通常の企業では個人別、部門別の利益をリアルタイムにはとらえること

ができません。また利益というものは仕事をやっていく上で直感性がなく、現場の直接的な目標とはなり

づらいといえます。この目標利益をそれぞれの部門目標に変えていく仕組が予算といわれるシステムです。

②経費見積り

現場の各部門が固定費（一般には経費と呼んでいる）がどの位発生するのかを、昨年度までの実績（こ

れを実算という）をベースとして見積ります。

③限界利益率

商品別、部門別などの原価（一般的にはこれを変動費と考える。販売手数料のようにこの他に明らかに

売上に比例する費用がある場合は、これも変動費に見込む）を見積り、販売価格を設定して、限界利益率

（変動費が売上原価なら売上総利益率、粗利率と考えてよい）を設定します。
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④目標売上

「（目標利益＋経費）÷限界利益率」で目標売上を算定します。しかしこの目標売上をそのまま販売部

門にわりふっては、現場から見ると「天から降ってきた」ような目標となってしまいます。

⑤販売予測

一方で、販売部門がセールス個人別、部門別または商品別、顧客別といった形で個々に販売予測を月単

位程度で行います。この時③のステップにおける販売価格は与えられた条件（変えてはいけない）として

予測します。そのうえでこれらを積み上げ全社販売予測を算出します。

⑥予算調整

④で計算したトップダウンの目標売上とボトムアップで出した販売予測を「同じ値」に持っていくよう

にします。一般に目標売上＞全社販売予測となります（逆なら全社販売予測にもとづいて目標売上を変更

すれば良い）。ここで販売部門を含めた各部門および経営者が集まって、セオリー20で述べたＣＶＰ分析

をベースとしてシミュレーションを行います（この仕事を予算調整といいます）。価格を変えたら、原価

を変えたら、担当顧客を変えたら…。そのうえで何とか目標売上＝全社販売予測となるように調整します

（場合によっては目標利益が下がることもあります）。そして①～⑥のステップを確定させます。

予算確定すると①からは経営計画書、②からは経費予算、③からは原価予算（流通業では仕入予算、製

造業では製造予算）、④および②からは資金予算、⑤からは個人別、部門別、商品別、顧客別･･･などの

月別売上予算が確定します。こうすることで各部門が自らが作成した目標が会社全体の目標利益と一致し

ていくことになります。そのうえで月単位に予算と実算を比較し差異があればその原因（仮説）をとらえ

対応を考えます（このような会議を予実会議といいます）。そしてこの予算を各部門が達成することで
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目標利益は達成されます。

（２）限界利益を予算ベースとする

（１）の売上ベース予算の場合、限界利益率は固定ですので、販売部門は価格を変更することはできま

せん。つまり販売部門が売上予算を達成するために安売りをしてしまうと、売上目標を達成しても目標利

益が達成できずこのシステムが崩れてしまうからです。

従来の日本企業では取引をする際、価格は固定（つまり価格競争はしない）とする商慣習（いわゆる建

値）があったため、売上ベースの予算でつじつまがあっていました。しかし近年では価格破壊、激しい価

格競争が生まれ、期初で価格を固定にすることは現実的でない企業も増えています。これらの企業は限界

利益ベースの予算へとシフトしています。

これは「目標利益＋経費＝目標限界利益」ですので、（１）の②のステップで止め、③、④を省きます。

⑤では販売予測ではなく個人別、部門別、商品別などの限界利益（売上総利益、粗利をとることも多い）

を月別に積み上げを行います。しかし売上と比べ、現場の担当別の限界利益の予測は非常に難しいといえ

ます。そのため多くの企業は個人別ではなく部門別の限界利益予算として部門のマネジャーがこれを担当

しています。マネジャーは個人別の売上予測をベースとして、（１）の③、④のステップで部門別の限界

利益予測を立てることになります。

後は、ＣＶＰ分析で同様に予算調整します。限界利益ベースの場合は限界利益を予測した人（上の場合

マネジャー）が価格決定権を持ち、限界利益予算達成の責任を負います。このタイプのマネジャーのこと

をよくプロフィッター（利益責任者）と呼びます。
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（３）営業利益を予算ベースとする

さらに営業利益を予算ベースとすることもあります。これは部門別にＰ／Ｌを作ることを意味します。

こうなるとこの部門は１つの企業体であり（よく独立採算制といいます）、ＳＢＵ（Strategic Business

Unit）、事業部、ミニカンパニーなどとよばれます。つまり（１）の①の目標利益をわりふり、②の経営

のうち全社共通のものはこの部門にわりふって（これを配賦という）、この部門内で（１）③～⑥が進め

られます。



第４章 キャッシュフローデータ

減価償却を通して現金は増える。

キャッシュフローは現金の増減。

キャッシュフロー計算書は現金増減の内訳書。

［トータルセオリー］
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２つのデータを同時に起こしてチェックするセオリー22

簿記の言葉の意味

ワンポイントアドバイス
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計数分析イメージ

簿記をコンピュータでやれば

簿記⇒データ入力

仕訳⇒データチェック（２つのデータを確認）

決算⇒集計

勘定⇒集計キー
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経理にはもう１つ簿記（book-keeping）という世界があります。簿記とは帳簿記入の略（英語のブック

キーピングがなまってボキになったという説もある）です。要するに発生したデータを帳簿（コンピュー

タ時代の今どきこんな言い方も変ですが）に記入するルールのことです。多くのビジネスパーソンにとっ

てほとんど無縁の世界といえます。しかしこの簿記の中の仕訳というルールを知らないと残念ながら今企

業がもっとも大切なデータだと思っているキャッシュフローが理解できません。

仕訳とはデータを区分けするという意味です。セオリー６で述べた取引データは実は＋と－という符号

（フラグという）がついているはずです。現金が増えれば＋、減れば－です。コンピュータなき時代にマ

イナスデータという概念はなく（そもそもデータという概念もはっきりしていなかった）、かつそろばん

は引き算が苦手なので引き算の回数をできるだけ減らすようにしたいと考えました。それには＋の箱と－

の箱を用意して、データの頭の符号を見て、＋と－の箱に分けて管理し、最後に（期末に）同じ集計キー

（勘定）を持っているデータを集めてそれぞれ足し算をし、１回だけ引き算すれば集計キーごとの値（こ

れを残高という）が出されることになります。これが仕訳です。

簿記ではさらにここからが手が込んでいます。この＋の箱と－の箱という概念をやめ、左側の箱（どう

いうわけか借方という。別に借りているわけでもない。ただの左側の箱と思えばＯＫ）と右側の箱（貸方

という）の２つを用意して、資産・費用の＋は左－は右、負債・資本・収益の＋は右－は左と入れるよう

にします（収益・費用の－は誤りを訂正する時など）。箱の中にいろいろなデータが入っても集計キーが

ついていればいつでも集計できます。

こういうルールにすると不思議なことに（正確に言うと多くの場合）１つのデータが左側の箱に入ると、

もう１つのデータが同時に右側に入り、そのデータの値は一致します（正確にいうと一致させることが可
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能です）。

例えば佐藤鮮魚店が家賃20万円（販売費・一般管理費であり、費用です）を現金で払ったとします。

というデータは「費用の＋」ですので左側の箱に入れます。
一方、家賃を払えば現金（資産）が20万円減ります。

「資産の－」は右側の箱に入れますので、これで左右の箱に20万円という同じ値のデータが入りました。

こうしておけば家賃を10万円と間違っても現金の残高が10万円多くなってつじつまが合わなくなります。

つまり過失を防ぐことができます。

商品10万円をツケで売ったとします。ツケですので売掛金（資産）が10万円増えます。

＋
資産
（売掛金）

10万円＋
資産
（売掛金）

10万円

資産の＋ですので左側です。一方売上高という収益が発生します。
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収益の＋は右側です。こうしておくとセオリー２で述べたように売上を隠そうとするのであれば、売掛

金も隠さなくてはなりません（売掛金は「貸し」ですので、正規の帳簿以外のどこかに書いておかないと

忘れてしまいます。これが脱税の時に言われる裏帳簿です）。

複式簿記とは２つのデータを同時に記入していこうというもので、セオリー２で述べたようにコント

ロールを保ち、過失、不正を妨げるものとなります。



資産の価値を下げて費用を均等化セオリー23

人材育成イメージ

111

減価償却の意味

ワンポイントアドバイス計数分析イメージ

・固定資産の価値が下がってその分費用が出る

⇒財務会計上：経営の感覚と合う

・費用が毎期均等化して、操作ができない

⇒税法上：公平さを保つ

・固定資産の投資が回収できる

⇒セオリー２４参照
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仕訳というルールにはどうしても矛盾が出てきます。つまりすべての場合に同時に2つのデータが起き

て、左右に同じ数値が入るというわけにはいかないということです。しかし例外を認めると、仮に左右に

ちがう数字が入ってもその例外のためとなって、過失も不正もチェックできません。何とかこのルールを

押し通したい所です。しかしこのルールを押し通したために、一般のビジネスパーソンにとってわからな

くなってしまったのが減価償却費であり、キャッシュフローです。何とかひも解いていきましょう。

佐藤鮮魚店で100万円のコンピュータ（使用されるので固定資産）を現金で買ったとします。コン

ピュータという資産が100万円増えるので左側に100万円のデータが入り、現金という資産が100万円減り、

右側に100万円が入って、左右が合います。ということは費用が出せません。費用を左側に100万円出すと

右側に入れるデータがありません。

5年後このコンピュータを捨てたとします。コンピュータという資産が減り、右側に100万円のデータが

発生します。左側にはどんなデータを起こしたら良いでしょうか。左側に入るのは資産の＋（増えない）、

負債の－（減らない）、資本の－（減らない）、収益の－（減らない）ということはないので、費用100

万円を出すしかありません。そうなるとコンピュータは買った時は費用ゼロ、捨てる時にすべての費用が

出てしまいます。これでは経営の実体と合いません。

そこで、「コンピュータが時間とともに価値が下がる」ことに着目して、少しずつ価値を落としながら

費用を出します。100万円で買ったコンピュータが1年後価値が20万円下がって80万円になったと考えれ

ば、左に費用が20万円、右に資産のマイナスが20万円でつじつまがあいます。これを毎年（減価償却は毎

年の決算時に行う）少しずつやっていけば、費用は均等化されていきます。このように固定資産の価値を

毎年少しずつ落としていくことを減価償却、この費用のことを減価償却費といいます。したがって土地や

株のように時がたっても価値が必ずしも下がらないものは減価償却しません。しかしこのやり方にはやや
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問題があります。収益－費用＝利益ですので、費用を各企業が自らの判断（価値がどれ位下がったか）で

出せるとしたら利益も自由にコントロールできることになってしまいます。これでは人の判断によって利

益が変わってしまい、公平さがもっとも大切な税法上では大きな問題となってしまいます。そこで税法上

で減価償却を行うすべての固定資産（減価償却資産という）について耐用年数（各減価償却資産が何年持

つか。たとえばコンピュータではパソコンは4年、サーバーなどは5年）、最終残存価額（耐用年数が終

わった時の価値。コンピュータは取得額の10％）を決めています。また償却方法については定額法（毎年

同じ費用）、定率法（毎年同じ率だけ価値を減少させる。初めのほうに多く減価償却費が出る）が資産に

よっては選択できるようにしています（一般的には税法上は定額法をすすめています）。

先ほどの100万円のコンピュータ（パソコンではないので耐用年数5年）について定額法で減価償却費を

計算してみましょう。5年後に10％つまり10万円になるので合計で90万円償却します。したがって1年当

たり18万円の減価償却費が5年間発生します。

しかしこれらの処理は経営上さまざまな問題を残します。もっとも大きな問題は固定資産、特に新しい

機械などのライフサイクルが法定の耐用年数よりも短くなってきていることです。サーバーなどのコン

ピュータは果たして5年持つでしょうか。持たないとしてもこれ以上減価償却費を出すこと（耐用年数が

短くなれば減価償却費は増える）は税法上認められません（費用を多く出せば利益が減り、税金は減る）。

しかし商法、証券取引法では利益は安全側（少なめ）に考えるのが基本ですので、もっと減価償却費を出

すべきとも考えられます。そう考えて商法上の決算で減価償却費を出すと有税償却とよばれます（税法上

は損金として認められないので税金は減らない）。また耐用年数がよく読めない固定資産はリース契約

（毎月いくらという形でリース会社に支払う。一定の要件を満たせば全額損金として認められる）がよく

用いられます。



減価償却は入ってくるカネセオリー24

ワンポイントアドバイス

P/Lを現金収支で考える
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計数分析イメージ

・現金が売上として入ってから、費用を払うと考える

・入ってきたが払わない現金が内部金融
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減価償却費にはもう1つの意味があります。それは企業の営業活動、つまり本業を通して入ってくるカ

ネだということです。一般ビジネスパーソンには理解しづらい点です。

減価償却費は販売費・一般管理費の内訳（製造業では工場設備の減価償却費などは売上原価にも入って

いますので注意しましょう。この減価償却費も当然入ってくるカネです。ここでは販売費・一般管理費の

中のものだけで解説します）としてあります。他の販売費・一般管理費と減価償却費のちがいを考えてみ

ましょう。

「給料を18万円払う時」と、セオリー23の「コンピュータを購入して2年目の期末に減価償却費を18万

円計上する時」という同会社の２つの費用について考えてみます。計数分析イメージの上図でわかるとお

り、給料18万円は現金として出て行きますが、減価償却費18万円は払う相手がいません。つまりこの18万

円はこの佐藤鮮魚店からは出ていきません（つまり現金は減りません）。

この2年目に佐藤鮮魚店の売上が2000万円、売上原価は1200万円、販売費・一般管理費は減価償却費が

18万円、それ以外が600万円とします。この時P／Lは次のようになります。
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佐藤鮮魚店で期首・期末在庫はなく（売り切った）、収入と支払いはすべて期末に現金で行うと考えま

す。まず売上トータル2000万円が現金として入金されます。売上原価の1200万円は在庫がないので仕入

代金と同じとなり、これを仕入先へ払います。これで手持ち現金は800万円です。次に給料・家賃といっ

た減価償却費以外の販売費・一般管理費600万円を払います。これで手持ちは200万円となります。減価

償却費は払う相手がいないので計上しても相変わらず200万円残っています。つまり佐藤鮮魚店は1年間が

んばって営業して手元に200万円の現金を残したことになり、この200万円が「差引入ってきたカネ」と

考えることができます。この200万円の内訳は「利益（182万円）＋減価償却費（18万円）」です。（正

確に言えばこの利益に対しては税金がかかりますので、企業に入ってくるカネは「税引後利益＋減価償却

費」となります。もっと正確に言えば、これは営業活動（本業）のみを考えているので、利益は営業利益

と考えるべきですので、税引後営業利益となります。）つまり減価償却費は売上という本業を通して

「入ってくるカネ」です。

減価償却費にはもうひとつ回収するカネという意味もあります。佐藤鮮魚店のコンピュータ購入の例で

いえば、買った時に100万円という現金が出ていき（これが投資）、1年ごとに18万円ずつ売上という形

を通して「入ってくる」わけです。つまりこの100万円を減価償却しきったときに、投資した100万円す

べてが現金で回収されるということです。経営者からみると買った財産が売らなくてもゆっくりと「カネ

にとけていく」（これが今まで何度も言われてきた「流動」というカネに変わっていくイメージ）感じで

す。耐用年数5年のコンピュータは5年かけて現金にとけ、耐用年数20年の店舗は20年かけてゆっくりと

現金になるのです。そして減価償却を行わない土地や有価証券は売らない限り現金に変わらない（正確に

いうとこれを担保にすればすぐ現金になる）のです。流動、固定がカネになるスピードを表わしているこ
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とがわかってもらえたと思います。もっともカネになりやすい「現金」がもっとも流動性が高く、もっ

ともカネになりにくい土地がもっとも固定度が高いということです。しかし銀行との関係を考えると固定

度の高いものほど（つまり価値が下がらない）担保になりやすく、逆にもっとも早く現金になるといえま

す。

減価償却費と同じような性格を持っているものがいくつかあります。例えば貸倒引当金と呼ばれるもの

です。ある企業で期末に売掛金が100万円あったとします。売掛金はツケですので踏み倒されて（これを

「貸倒れ」という）しまうこともあります。もし売掛金が翌期現金にならないとしたら、どの期の経営者

の責任でしょうか？これは今期売掛金で貸した経営者の責任であり、取り立てられなかった来期の経営者

の責任とは考えづらいと思います。財務会計は「今期のものは今期のうちに」です。この企業の業界では

大体１０％は貸倒金が起きると予測されれば、次のようなデータを発生させます。

この貸倒引当金10万円という費用も払う相手がいないで販売費・一般管理費に発生してしまうので、や

はり入ってくるカネといえます。企業が営業活動を通して差引手に入れた現金は「税引後利益＋現金支出

を行わない費用」という形で計算されます。
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セオリー１で述べたように、企業の資金調達のことを金融といいます。金融はこの調達先によって外部

金融と内部金融に分かれます。外部金融はさらに調達先によって3つに分けることができます。

・取引先（企業間信用）

買掛金や手形などによって支払いを繰り延べること。実質的には取引先から借金しているのと同じ。

・金融機関（間接金融）

セオリー10で述べたように銀行などの金融機関を通して借りる。

・一般（直接金融）

社債（借りる）、資本金（出資）のように一般投資家から直接資金を集める。

これに対して内部金融は企業が営業活動を通して資金を調達するもので、先ほど述べたように税引後利

益と現金支出を行わない費用からなります。



キャッシュフロー計算書は現金増減の内訳セオリー25

ワンポイントアドバイス

キャッシュフローと金融
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計数分析イメージ

・営業活動によるキャッシュフロー

⇒本業（内部金融）と運転資本（企業間信用）

・投資活動によるキャッシュフロー

⇒金融の使い道

・財務活動によるキャッシュフロー

⇒直接金融と間接金融
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第３章で述べたとおり利益は計算値です。計算値は計算ルール（法律）が変わればその結果も変わりま

す。毎年法律が変わっているので、同じ経営結果でも利益は異なってきます。また税法、商法、証券取引

法という３つの法律ごとにそれぞれルールがちがうので３つの利益があります。さらにいえば利益は経営

者の意思も入っています（減価償却を定率法にするか定額法にするか、貸倒引当金を入れるか入れないか

…そのため利益は「意見」だと言われています）。

企業を取り巻く人々（株主、取引先、金融機関･･･）にとって「倒産」がもっとも恐いといえます。そ

して黒字倒産（利益が出ているのに倒産する）が多いのも事実です。倒産するのは利益が出ないからでな

く、現金が足りないからです。そこで利益に代わる経営指標として注目されているのが現金に着目した

キャッシュフローです。2000年より上場企業はキャッシュフロー計算書を有価証券報告書にのせることを

義務づけられました。このキャッシュフロー計算書は財務会計ですが、それ以外のキャッシュフローはす

べて管理会計です。キャッシュフローはほとんどが管理会計のため法的定義もあまりなく、歴史も浅いた

め皆が勝手な解釈で勝手な定義を行っており、非常にわかりづらいデータ分野です。ここでは一般的な定

義を使って解説します。

①キャッシュフロー

「キャッシュフロー」とはある期間内の、「キャッシュイン（企業に現金が入ってくる）－キャッシュ

アウト（企業から現金が出ていく）」と定義されます（これをネットキャッシュフローともいう）。１年

で考えれば期首に比べ期末の現金が増えたか減ったかを表すものです。これはB／Sの期末現金残高と期

首現金残高の差額として計算できますが、それでは増減の内訳がわかりません。そこで次のような形でこ

のキャッシュフローを計算していきます。
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②営業活動によるキャッシュフロー

企業の現金を増減させる基本的なものは営業活動（売った、買った）であり、営業活動によるキャッ

シュフローとよばれます。これは先ほどの内部金融（税引後利益＋現金支払を行わない費用。これを

キャッシュフローということも多い）と運転資本の増減から成ります。運転資本の増減とは売掛金、買掛

金、棚卸資産などの増減を意味します。セオリー24の佐藤鮮魚店のP／Lでは売上がすべて現金で入って

くると考えましたが、もしこれが売掛金であれば現金は増加しません（内部金融では増加したものとして

考えています）。したがって現金を減少させなくてはいけません。逆に前期の売掛金が今期に入ってくれ

ば（つまり売掛金が減少すれば）現金は増加します。買掛金はこの逆です。また在庫はゼロと考えていま

したが、もし期末に在庫が20万円あれば、この分は売れてないのに払うことになり、現金を減らさなくて

はなりません。

③投資活動によるキャッシュフロー

セオリー23のコンピュータの例でいえば、購入した期は100万円現金が減っています。仕訳上は「固定

資産の増加（左）」と「現金の減少（右）」で行われており、P／Lの売上や費用には現れて来ないので

この現金を減らさなくてはつじつまが合いません。このように固定資産の購入・売却などによる現金の出

入りについては投資活動によるキャッシュフローとして分けておきます。
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④フリーキャッシュフローと財務キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローを合わせてフリーキャッシュフ

ローといいます。フリーキャッシュフローとは企業自身が生み出した自由に使えるカネという意味を持っ

ています（そういう意味で内部金融のことをフリーキャッシュフローということもあります）。それ以外

のキャッシュフローを財務活動によるキャッシュフローといいます。借金の増減、社債、増資といったこ

とです。原則フリーキャッシュフローで経営していくのですが、これに過不足があるときは財務活動で調

整（借りる、返す…）するという意味です。フリーキャッシュフローと財務活動によるキャッシュフロー

の和が先ほどのキャッシュフロー（ネットキャッシュフロー）となります。有価証券報告書のキャッシュ

フロー計算書は計数分析イメージのような形です。



キャッシュフローを割り引いて投資価値を考えるセオリー26

ワンポイントアドバイス

「不良債権にDCFを使う」とは

123

計数分析イメージ

・「銀行が貸しているカネが返済されるかどうか」
を「フリーキャッシュフローを割引率で割引い
て」考える

・割引率は貸出金利
・このＤＣＦで返済できないと考えれば不良債権
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佐藤鮮魚では事業も順調となって来たので新規出店を考えています。店の物件としてはＡ店（取得価格

2000万円）とＢ店（取得価格3000万円）の２つがあります。またこの店舗取得のための資金は銀行からの

借入金（年利5％）を考えています。どちらにするかをどのように決定していくか（いわゆる投資の意思

決定という仕事です）を考えてみましょう。

①キャッシュフローを予測する

Ａ店またはＢ店を取得するためにかかるカネは、銀行からの借入金ですので返済しなくてはなりません。

返済はこの店舗で稼いだカネで返すしかありません。つまり内部金融です。運転資本の増減を無視した

（何年間という長い目で見ると売掛、買掛、在庫も無視したほうが良い）営業活動によるキャッシュフ

ローです。Ａ店、Ｂ店ともいつまで鮮魚店をやっていくか決めていませんが、きりが良いので5年間鮮魚

店をやり、５年後にこの店舗を再度売却すると考えます（多くの企業は「長期」的に考えるという時、5

年を使います。長期にしては少し短い気もしますが）。つまり5年後に投資活動によるキャッシュフロー

（資産売却）が生まれると考えます。佐藤さんが予測したところ計数分析イメージのようになりました

（予測方法は第６章参照）。

②現在価値、割引率

この各年のキャッシュフローはそのまま足すことはできません。Ａ店でいえば1年後の500万円というカ

ネと2年後の500万円というカネは価値が異なるからです。「今日の100万円」と「1年後の100万円」のど

ちらが良いかを聞けば、1年後の100万円と答える人はいないと思います。つまり1年後の100万円は現在の

100万円よりも価値が低いわけであり、現在の価値にしてどれ位になるかを考える必要があります。これ

が現在価値とよばれる考え方です。将来のカネはいくらか割引いて考える必要があり、このレートを



セオリー26

125

割引率といいます。割引率としては色々なものが考えられますが、多くの場合その資金の調達コストが用

いられます。借入金であれば年利、増資であれば配当比率（配当／資本金）や期待ＲＯＥ（株主が株主資

本に対してどの程度の利益を期待するか、セオリー27参照）などが考えられます。

③ＤＣＦ

キャッシュフローを割引率で割引（ディスカウント）したものを、ディスカウント・キャッシュフロー、

略してＤＣＦといいます。

Ａ店で割引率５％でＤＣＦを計算してみると次のようになります。

この634万円のことをＡ店の正味現在価値（Net Present Value : NPV）といいます。つまりＡ店は5年間

で現金を634万円増やすことができると考えるものです。

最近では企業の価値という言葉が良く使われています。見方を変えると2000万円の借入金によってＡ店

は2634万円の現金を生むとも考えられます。この2634万円、つまりＡ店が将来生むキャッシュフローを
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「A店の企業の価値」と考えることも多くなっています。Ｍ＆Ａ（買収・合併）などではこの2634万円の

企業をいくらで（例えば2000万円）買う価値があるかを考えていきます。

同様にＢ店のＮＰＶは735万円になります。ここから先どちらを選ぶかは人間が決めることです。2000

万円の投資で634万円（2634万円ととらえてもよい）を生む案か、3000万円の投資で735万円（3735万

円）を生む案かを考えるわけです。一般的にはセオリー27で述べるROIが用いられます。ＤＣＦは投資だ

けでなく、近年ではワンポイントアドバイスのように不良債権処理などにも使われています。



第５章 財務分析

収益性はROIで見る。ROIはクロスさせる。

安全性は、短期、長期、バランスで見る。

［トータルセオリー］

127



財務分析は「もうけ度」と「つぶれない度」セオリー27

ワンポイントアドバイス

収益性と安全性

128

計数分析イメージ

・収益性⇒もうかるか、もうかっているか

⇒投資とリターンの比

・安全性⇒つぶれないか＝借金を返せるか

⇒借金を返せる資産運用となっているか
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①資金、資本、資産

この辺で資金（Fund）、資本(Capital)、資産(Asset)という言葉を

しっかり定義しましょう。かなりファジーに使われています。資金とは

企業が経営活動に用いるカネそのものを指します。資金は調達（集め

る）と運用（姿を変える）から成ります。企業にとってこの調達された

資金のことを資本といい、それが運用されている（姿が変わっている）

状態を資産といいます。総資本とは企業が調達した資金の総額、他人資

本とはそのうち返すカネ（いつかは他人のカネになる）、自己資本とは

返さなくていいカネ（企業が使えるカネ）に分かれます。

ではＢ／Ｓの「資本の部」の資本とはどういう意味でしょうか。

セオリー11で述べましたが、株主には最後の権利があります。それはその会社を解散して清算すること

です。つまりその会社の持っている資産を全部売り払い、負債を返して、元のカネの形に戻すということ

です。資産・負債が正確に書かれていれば（実態に合っていれば）「資本の部」の額だけ残るはずです。

見方を変えれば株主の了承のもと、企業が継続する（つまり解散しない）ということは、企業が株主から

この「資本の部」の額の「資金を調達した」と考えられます（解散という意思決定をすれば株主の手元に

残るはずの資金を企業に渡したということ）。そこでこれを株主資本（株主から調達した資金）とよびま

す。財務会計のＢ／Ｓはまさにこの株主に提出するものであり、Ｂ／Ｓではこの株主資本を単に「資本」

と呼んでいます。
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②財務分析
資金の調達と運用についての仕事を「財務」というのはセオリー１で述べたとおりです。財務分析とは

この資金の調達と運用について分析することをいいます。企業における資金の調達と運用は計数分析イ
メージの上図のようなものであり、調達した資金（資本）は企業活動上必要な資産の形で運用されます。
調達した資金である資本が資産に変わった「瞬間」を投資（Investment：資本を投下するという意味）と
いいます。そして資産は運用（何回か姿を変える）されて、一定期間後に結果が表れます。これをリター
ンといいます。

財務分析は大きく2つの分析に分けることができます。１つは収益性であり、いわゆるもうけ度です。
これは投資に対してリターンが妥当であるかを考えていくものが基本です。もう1つが安全性であり、そ
の企業が倒産しないかを見るものです。安全性では資産の運用の適正度を見ます。本セオリーからセオ
リー29で収益性を、セオリー30～32で安全性について述べていきます。財務分析の基本は序章で述べたマ
クロからミクロへの犯人探しです。まず気に入らない所（犯人）をマクロ的に見つけて、それをブレーク
ダウンしていきます。
③収益性分析
収益性分析の基本はＲＯＩ（Return On Investment の略）であり、Investment（投資）の上に

（On： R= I
R

I
）  リターンが乗っている という意味です。

現金100万円を株に投資して（資金を株という資産に変えて）1年後120万円になったとします。これで

20万円もうけ（リターン）たこととなり、年間利回りは20％と考えることができます。この利回りがＲＯ

Ｉです。企業における業績評価にはすべてＲＯＩが適用されます。ＲＯＩでは何を投資、リターンと考え
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るかがポイントです。

日本では従来から企業を1つの経営活動体として見た時のＲＯＩには総資本経常利益率というものが用

いられてきました（そのため人によってはＲＯＩ＝総資本経常利益率といっています）。総資本経常利益

率は投資を総資本、リターンを経常利益と考えて、経常利益を総資本で割っています。

一方アメリカでは少し前から株主資本利益率（ＲＯＩの一種ですが、総資本経常利益率をＲＯＩという

ことが多いのでＲＯＥ：Return On Equityとして区別しています）が用いられてきました。これは投資を

株主資本、リターンを税引後当期利益とするものです。

このちがいは企業の資金調達・運用をどこから見るかによるものです。日本では企業は株主のものとい

う発想はあまりなく、ましてや企業が生きているうちに解散・清算など思いもよらず、企業は企業自身の

ものと考えてきました。企業の経営活動に投資されたものは株主からの元手だけでなく、借金（そもそも

借入金には担保があり、この担保財産も投資したと考えられます）も含めて、投資したと考えています。

したがって、日本での収益性分析は経営者の業績という意味合いが強く、前期など過去との分析（経年分

析という）がその中心といえます。またリターンには財務会計のルールで決められた「今期の成績」であ

る経常利益を使ってきました。

一方アメリカでは（というよりアメリカの証券市場では）、「企業は株主のもの」という考えが定着し

ています。株主から見ると、今この会社をやめると株主資本だけが残ります。一方続行してこの株主資本

を経営活動につぎこむと、いくら増やしてくれるのかという約束利回りをROEで考えているといえます。

税引後利益というのは経営活動によってその分だけ、株主資本を増やしてくれる（配当前ですが配当は株

主の所へ行きます）ことを意味します。つまりROEは株主が企業を続行か、やめるか、株を売るかという
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判断する指標であり、株主から委任されるプロの経営者が約束する数字として使ってきたといえます。し

たがってアメリカの収益性分析は期初の約束した数値と比較してどうか、さらには「株を売る」というこ

とを考えると他社との比較がその中心といえます。

日本でも上場企業はグローバルスタンダード（世界標準、証券市場の投資家に外国人が増えている）と

コーポレートガバナンス（企業の統治という意味、証券市場からすれば企業は株主のもの）のトレンドの

中でＲＯＥ、約束（つまり予算）、他社との比較を重視する傾向が強まっています。



ROIは回転率と利益率に分けるセオリー28

ワンポイントアドバイス

回転率と利益率

133

計数分析イメージ

・回転率悪い⇒資本の運用に問題あり

⇒Ｂ／Ｓの資産をマクロからミクロへ

・利益率悪い⇒収益か費用に問題あり

⇒Ｐ／Ｌをマクロからミクロへ
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総資本経常利益率、ＲＯＥなど利益をリターンする（つまり利益を目標ととらえる）ＲＯＩは、そのま

まではあまり直感的ではありません。それは投資部門（どんな資産に運用するかを考える所）とリターン

部門（与えられた資産で利益を生みだす所）が多くの企業では分かれているからです。投資部門は多くの

場合経営者および経営スタッフなどが主体です。一方リターン部門はライン部門とよばれる現場がその主

体であり、経営サイドはそのサポートといえます。この２つの異なる仕事の業績を評価するためにＲＯＩ

は計数分析イメージのように売上高を仲介として２つの指標の「積」という形に分解します。総資本経常

利益率が低い（納得いかない）と、総資本回転率と売上高経常利益率のどちらか、もしくは両方が低いと

いうことになります。

①総資本回転率

売上高を総資本で割ったもので、単位は「回」です。この回転という意味は計数分析イメージの下図の

ような考え方です。佐藤鮮魚店の例で言えば元手、借金などを合わせてカネ2000万円の資金を調達し（総

資本）、これを店舗・商品などのモノ（資産）に運用し、この資産をベースとして売上というカネを2000

万円生むと、これで1回転です。カネ2000万円をモノ2000万円にしてカネ2000万円に戻して1回です。さ

らにこの売上というカネ2000万円を商品2000万円に変え、これが売上というカネ2000万円になればこれ

でもう1回転です。

総資本回転利益率が低い（前期と比べ、予算と比べ、他社と比べ）というのは投資部門の責任と考えま

す。つまり投資部門の資産への運用方法が悪いということです。そしてここから先は「マクロからミクロ

へ犯人探し」です。つまり資産運用のどこが悪いのかを見ます。まず資産の合計（Ｂ／Ｓでは総資産＝総

資本）という大区分のキー（勘定）を中区分にします。つまり流動資産と固定資産です。そのうえでこの

資産の回転率を出します。
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流動資産回転率＝  
売上高  

流動資産  
固定資産回転率＝  

固定資産  

売上高  

流動資産回転率が低いのであれば、さらに流動資産を当座資産回転率（売上高／当座資産）、棚卸資産

回転率（売上高／棚卸資産）に分け、当座資産回転率が低いなら、さらに内訳（受取手形、売掛金）別に、

売掛金回転率が低いならさらに取引先別に･･･とやっていきます。

同様に固定資産回転率が低いのであれば有形固定資産、無形固定資産、投資その他の投資の回転率、さ

らに有形固定資産が低いならばその内訳別に･･･とやっていきます。こうして見つかった犯人が「建物の

回転率が最大の問題点」となれば移転、売却して賃貸へ･･･と考えていきます。

②売上高経常利益率

セオリー17で述べたように、売上高経常利益率は経常利益を売上高で割ったものです。1円の売上に対

していくら経常利益があるかというもので、単位は％です。見方を変えれば総資本が1回転すると何％位

利益が出るかということを意味します。総資本回転率がB／Sをマクロからミクロへ見ていくとすれば、売

上高経常利益率はP／Lをマクロからミクロへ（というよりもP／Lの利益計算ステップである売上⇒売上

総利益⇒営業利益⇒経常利益を逆に）見ていけばよいことになります。

売上高経常利益率が低いときは売上高営業利益率を見ます。これが高ければ営業利益から経常利益への

ステップに問題があることになります。つまり営業外収益、営業外費用に問題があるといえます。例えば

金利などの金融費用です。
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こうなればライン部門からその責任は離れ、資金調達部門に移ります。

営業利益率が低いときは、営業利益率の計算式である「売上高－売上原価－販売費・一般管理費」の各

要素から考えます。売上が小さいのか、売上原価が大きいのか、販売費・一般管理費が大きいのか、売上

が小さいとすれば顧客別、月別に、売上原価が大きいとすれば商品別に･･･そしてその理由は･･･と考えて

いき、来期どうするのかをセオリー20で述べたＣＶＰ分析を用いて考え、セオリー21で述べた予算として

目標を作っていきます。



収益性、生産性はすべてROIセオリー29

ワンポイントアドバイス

生産性をROIで考える
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計数分析イメージ

⇒生産性は生産量を投入量で割ったもの

⇒投入量を「投資」、生産性を「リターン」と考えれ

ばＲＯＩ
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ＲＯＩはさまざまな所でものさしとして使われています。

①商店で考えると

現代の店舗でもっとも大切な指標は商品回転率（棚卸資産回転率のうちの商品の回転率）といわれてい

ます。商品回転率は商品在庫を投資、売上をリターンと考えるＲＯＩです。したがって売上を在庫で割り

ます。

佐藤鮮魚店で「ひもの」の在庫が10万円で月に20万円の売上があれば商品回転率は20万円÷10万円で

２回です。これは商品を２回買うという意味です。10万円のカネで10万円の「ひもの」を買い、売上高10

万円のカネに変え（これで１回）、さらにこの10万円のカネで「ひもの」を10万円で買って10万円で売る

（これで２回）ということです。月に2回買うということは15日（0.5ヵ月）に1回買う必要があり、これ

を商品回転期間（在庫÷売上で計算する）といいます。しかしよく考えると10万円の商品を10万円で売る

店などありません。利益を出すために12万円で売ったとすると、１回売っただけで1.2回（12万円÷10万

円）と計算され、回転率が直感より大きくなってしまいます。商品回転率だけなら、それほど問題ありま

せんが、商品回転期間が短く出すぎてしまいます。つまり15日に1回も買う必要がないことになります。

そこで多くの流通業では在庫（買った値段がベース）と売上（売った値段がベース）のベースをそろえ

ています。例えば在庫を売価在庫（販売価格で考える）としたり、売上ではなく払出した価格（出ていく

在庫の価格、つまり売上原価とする）としています。

そう考えると店舗にはもう１つ、利益ベースの指標が必要となります。店舗の現場サイドとしては粗利

率（売上総利益率）がよく用いられます。そのうえで、この商品回転率と粗利率をかけたものが店全体の

指標として用いられます。
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交差比率 ＝  商品回転率  × 粗利率  

売上 

在庫 × 
粗利 

売上 

粗利 

在庫 ＝ 

これが交差比率（交叉比率、交差主義比率）とよばれるものです。結果として交差比率は粗利を在庫で

割ることになります。これはＲＯＩで考えると計数分析イメージの中図のようになります。つまり商品回

転率は在庫を投資、売上をリターンと考え、粗利率は売上を投資、粗利をリターンと考えており、これを

かけると（交差するという意味）交差比率は在庫を投資、粗利をリターンと考えていることになります。

交差比率は現代の流通業のテーマである在庫と粗利という２つの指標を使うもので経営にフィットしたも

のといえます。飲食店などのサービス業でいえば商品回転率を上げる（粗利率を落としてでも）というの

は居酒屋のような所であり、粗利率を上げる（商品回転率を落としてでも）というのは高級料亭のような

ところです。前者はサービスよりも客の回転、後者は客の回転よりも高付加価値サービスに徹するという

ものです。

②生産性

製造業、サービス業などでは生産性という言葉をよく使いますが、これもＲＯＩの一種です。工場にお

けるもっとも基本的な指標である労働生産性は、付加価値額（生み出した製品の価格と、工場で仕入れた

材料などの原価との差額）を従業員数で割って求めます。これは投資を従業員、リターンを付加価値額と

考えたＲＯＩです。ＲＯＩではリターンは多くの場合に単位は円ですが、「投資の単位も円だと収益性、
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投資の単位が円でないと（労働生産性は人）生産性と呼ぶ」と理解すると良いと思います。店舗生産性と

しては坪効率（3.3㎡あたり売上高）があります。これは店舗面積（何坪か）を投資して売上をリターンと

考えるものです。これよりも家賃（日本ではいまだに坪単価で表示されています）が高いとどうやっても

家賃が払えないことになります。あるいは工場で「改善」とよばれる仕事を行うと必ず費用対効果という

ものが用いられます。この日本語の「対」というのも割り算を意味しているのですが、費用対効果もＲＯ

Ｉで考えれば費用を投資、効果がリターンですので効果÷費用となります。



安全性は資産になるスピードを見るセオリー30

ワンポイントアドバイス

短期流動性分析のポイント
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計数分析イメージ

・他社と比較しても意味がない

・流動比率の変化を見る

⇒流動資産･流動負債の問題をチェック



セオリー30

142

①安全性分析

安全性とは企業が倒産しないかどうかを見るものであり、株主および投資家、金融機関にとって企業を

評価する大きなものさしといえます。企業が倒産するという現象には2つのパターンがあります。1つは今

日払うべきカネ(多くの場合手形。買掛金なら少しは待ってくれる)がなくなってしまうというものです。

その企業がどんなに財産を持っていても、今日の手形が払えなければ(よく払うことを｢落とす｣といいま

す)終わりです。そう考えると企業が現金化しやすい資産をどれくらい持っているかがポイントになります。

この現金になりやすさは何度も述べたように流動性といわれます。そのため今日のカネが払えるかという

安全性分析を短期流動性分析といいます。

倒産のもう1つのパターンは金融機関から見離された時です。セオリー９で述べたように、金融機関か

らの借金は担保を入れていることもあり、基本的にはずっと借り続けていくものといえます。ずっと借り

ているつもりのカネを突然｢返してくれ｣といわれたら多くの企業は終わりです。しかし多くの企業にはメ

インバンクと呼ばれる金融機関がついています。これはその企業に｢突然返してくれ｣といわない銀行のこ

とで、他の銀行が｢返してくれ｣といったら、原則的にはその返すカネを貸してくれます。そのためメイン

バンクは与信（金を貸して大丈夫か）をしっかり行ない、かつメインバンクが見離した企業は終わるとい

うことになります。メインバンクをはじめとする金融機関は長い目で企業を見ており、2つの視点を持っ

ています。これが長期流動性と資本バランスです。したがって安全性には短期流動性（本セオリーで述べ

る）、長期流動性（セオリー31）、資本バランス（セオリー32）の3つの分野があります。
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②従来からの短期流動性分析

安全性分析は人間の健康診断のようなものです。短期流動性は健康診断でいえばガン検診のようなもの

で、すぐに死（倒産）に至る状態かどうかを見るものです。従来からの短期流動性の基本的指標に流動比

率（流動資産÷流動負債）があります。「すぐに返すカネ」（流動負債）は「カネにする財産」（流動資

産）で返すというものです。しかし多くの倒産企業は売れ行きが悪く在庫が残り、その仕入代金を払えな

くなっています。商品在庫は流動資産ですので、在庫が多くても流動比率は大きい（良い）数値になって

しまいます。

そこで商品などの棚卸資産をのぞいて、当座資産で流動負債を返そうと考えるのが当座比率です。しか

し資産繰りがおかしくなるのは顧客の支払が悪い場合で、売掛金、受取手形（ともに当座資産）などが増

えてくるときです。この状態では当座比率が良い数字となります。そこで当座資産からこれらをとって現

金・預金で流動負債を払おうと考えたのが現・預金比率です。しかしよく考えると借金があるのに現金を

持っているというのも不思議な話です。

③現代の短期流動性分析

よく考えると短期流動性分析は企業自身が自身のために行なうべきといえます。自らの支払の不足（資

金ショートという）を早めに予測して、前もって何とか資金を用意していくというのが基本です。

企業自身が行なう分析はセオリー27で述べたように時間による変化が中心です。流動比率をウォッチン

グしていて、これがブレた時にどうするかを考えます。流動比率が高い方にブレたとします。これは流動

資産が相対的に増加したことを意味します。そこで流動資産の構成要素である棚卸資産、および売上債権

についてその回転率をチェックします。回転率が落ちている時はセオリー28で述べたように、そこから
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内訳ごと（商品別、顧客別など）の回転率の変化をチェックします。流動比率が低くなるときは流動負債

が相対的に増加したということです。このときも流動負債を買入債務（支払手形、買掛金など）と有利子

負債（利子のついているもの、つまり金融機関などからの借金）に分けます。買入債務については売上債

権で払うのが基本ですのでその比率を見て、悪化しているときは取りあえずの資金手当（よくつなぎ資金

といいます）をします。有利子負債が多いときは次に述べる長期流動性分析を行ないます。



固定資産は減価償却費で買うセオリー31

ワンポイントアドバイス

企業の倒産

145

計数分析イメージ

・短期的に見ると、手形の支払が決め手となること

が多い

・長期的に見ると、金融機関の判断が決め手となる

ことが多い
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有利子負債のうち借入金などの間接金融は金融機関がどう考えるか（返せというかいわないか）で企業
の倒産は決まります。借金があっても金融機関が貸し続けてくれれば企業は生き延びます。社債などでは
投資家は期限になったら必ず「返せ」といいますので、企業自身が自らを見なくてはなりません。一方、
貸している投資家に代わって企業を見てくれるのが「格付け会社」です。
債務超過という言葉をよく使います。これは資本（＝資産－負債）がマイナスとなったことをいいます。

つまり資産より負債のほうが大きくなった状態です。この状態で企業を解散しよう（資産を売って借金を
返そう）とすると借金は返せなくなり、カネを貸している人の誰かが取りはぐれます。そうなると貸して
いる人は早い者勝ちで「返せ」といいたくなります。企業にカネを貸した人が一斉に返せといってきたら、
どんな企業でも終わりです。これが「債務超過になると借金取りが来て企業が倒産する」という意味です。
しかしこの場合でも金融機関が「返せ」といわれているカネをどんどん貸してくれれば倒産しません。よ
く考えると倒産して一番損するのはもっともカネを貸しているメインバンクであり、これが企業を守る
（逆に見放されれば終わり）ということになります。先ほどの社債も返す時がきて返すカネがなくても、
銀行がその分のカネを貸してくれれば倒産しません。

マスコミに時々登場する債権放棄という言葉は、企業が債務超過の状態では借金取りが来て終わってし
まうので、メインバンクなどに負債のうちの一部を放棄してもらい、負債を圧縮し、この債務超過を脱却
することです（しかしこれを借りている方が貸している方に頼むというのもすごい話ですが･･･）。

メインバンクをはじめとする金融機関は今日、明日の手形決済よりも長期的に企業を見る必要があり、
これを長期流動性といいます。健康診断でいえば、血圧測定やコレステロール検査のようなもので、悪い
からすぐ死に至るということではありません。生活習慣（企業でいえば経営システム）など悪い所を見つ
けそれを長期的に治すというものです。しかしこれは金融機関が「カネを貸す」時に考えるべきで、貸し
てしまってから返せるかどうかを考えるべきではないと言えます。そういう意味で長期流動性と与信（
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（カネを貸して大丈夫か）は表裏一体といえます。
企業が銀行などに資金を求めるのはその資金を特定の資産に投資したいからです。そしてその多くは固

定資産といえます。固定資産は使う財産ですので「原則返さなくていいカネ」つまり自己資本でまかなう
べきといえます。これが固定比率＝固定資産／自己資本の考え方です。借金で買えば返せないこともある
からです。しかしセオリー24で述べたように固定資産のうち減価償却費を行なう建物･設備などは耐用年
数をかけてゆっくりと現金になっていきます。ということはこのゆっくりと現金になる固定資産から生ま
れるフリーキャッシュフローで返せば良いことになります。これが固定長期適合率＝固定資産／自己資本
＋固定負債の考え方です。減価償却する固定資産は自己資本だけでなくこの耐用年数に合った固定負債で
まかなうというものです。10年物の社債で購入する固定資産は耐用年数10年以内であれば売上を通して
キャッシュフローで返済できる（正確にいえば損失がない限り）というものです。逆に土地や有価証券
（他社株式への出資など）は売らない限り現金にならないので、増資や減価償却費以外の自己金融（つま
り利益）などによってまかなうべきと考えます。バブル時に企業が土地、株を購入する時、銀行が土地、
株を担保（返せなくても没収できる）に金を貸したのはこの論理です。

固定長期適合率というのは計数分析イメージにあるとおり流動比率と裏返しの関係にあるといえます。
総資産＝流動資産＋固定資産＝総資本＝流動負債＋固定負債＋自己資本ですので

              固定資産        総資本－流動資産  

            自己資本＋固定負債     総資本－流動負債  

＝  ＝  固定長期適合率  

となります。カネを貸した後の流動比率の動きを予測するために金融機関は固定長期適合率を見ていると
も考えられます。



B/Sで利益の内訳がわかるセオリー32

ワンポイントアドバイス

不良債権処理

148

計数分析イメージ

DCFで返せないと考えられるものは不良債権とする

⇒不良債権はカネが返ってこないと考える

⇒資産減少、費用増加で仕訳

⇒利益は減るが所得･税金は減らない

⇒「税金は返ってくる」として資産を増やす

⇒本当に返ってくる？
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金融機関が見るもう1つの指標は資本のバランスであり、自己資本比率（自己資本÷総資本）がこの代

表です。人間でいえば身長と体重の比のようなもので、意味があるといえばあるし、ないといえばないと

いえます。

しかしこの自己資本比率を最大の指標としているのが皮肉なことに銀行自身です。銀行にはBIS(Bank

for International Settlement：国際決済銀行)の規制があり、国際的に活躍する銀行は自己資本比率が8％

以上あることを求めています。これとセットで話題になっているのが税効果会計と呼ばれるものです。

計数分析イメージの例で考えて見ましょう。上場しているA社（税引前利益が150億円）が支払能力のな

いB社に100億円の売掛金があるという場合で、いわゆる不良債権です（税率は40％で考えます）。証券

取引法では利益を少なめに、つまり安全側に働くようにルールを決めています。従ってこのB社からは

100億円は返ってこないと考えるべきです。そこで貸倒引当金として費用100億円を計上し、あわせて売

掛金を100億円減らします。これで有価証券報告書のP／Lの税引前利益は50億円となります。一方税法上

では公平さを保つために利益は大きめに働くルールとなっています。したがってB社が本当に倒産するま

で100億円は損金として計上できません。つまり所得150億円の40％つまり60億円が税金となります。も

う一度有価証券報告書のＰ／Ｌに戻ります。税引前利益が50億円で税金が60億円ですので、何と税金で赤

字となり、配当もできません。

そこで税効果会計というものを考え出しました。B社は証券取引法上ではいつか「必ず」倒産すると考

えています。将来倒産するとその期にA社に100億円の貸倒による損金が出て、所得は100億円下がります。

したがってその期に40億円税金が安くなります。この将来の安くなった税金は当期の成績と考えて、この

40億円は当期に税務署に貸して、B社が倒産した時に返ってくると考えます。つまり将来カネになるので
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資産と考えます（何だか苦しいですが･･･）。資産40億円（繰延税金資産という）を左に仕訳し、右には

費用のマイナスデータ（税金を払うという費用を減らすので）として法人税等調整額を計上します。こう

すると有価証券報告書は税金の費用が60億円－40億円＝20億円となって税引後利益は30億円となり、配

当もできます。

これをもっとも利用したのが不良債権を抱える銀行であり、いつの間にかこれが信じられないほどふく

れ上がってしまいました。ただP／L上の利益は明細がないのでこの額がわからないはずでした。しかし

そこが複式簿記のポイントです。税金を減らした時、繰延税金資産というデータを発生させなくてはなり

ません。つまり「資本のうち何％が繰延税金資産か」がB／Sでわかってしまうわけです。そしてこれが

資本をとびこえる勢いを持つ所も現れてきました。

 

 

 

 

 

それ以外の
資産

負債

繰延税金資産 繰延税金資産に当たる資本

資本

繰延税金資産が税務署からカネとして返ってくるには1つ前提があります。先ほどの例でいえば、B社が

倒産した期にA社はその貸倒額（100億円）を上回る利益が出ていないとカネは返ってこないことになり

ます。上場企業の決算は公認会計士がチェックを行ないます。もし公認会計士が「将来そんなに利益が
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出るはずがない」と判断すれば、当然のことですが「利益は少なめに」の原則によって、B／Sの左側の

繰越税金資産を減らし、右側の資本（利益）を減らすこととなります。しかしこれをやるとBIS規則8%を

切る銀行が出てくるだけでなく、場合によっては資産が減りすぎて負債より少なくなり、債務超過になっ

てしまうこともあります。こうなると銀行をつぶすか、再生するかの選択をしないと預金者が銀行に殺到

してしまいます。再生するには資本の部を増やすしかありません。そして利益は増やせないので資本金を

増やすしかありません。これを公的資金でやるのが公的資本注入とよばれるものです。



第６章 予測

予測は「過去のデータ」、「予測のやり方」、「予測値」から成る。

「予測のやり方」には統計手法が用いられる。

統計手法は自分の仮説に合ったものを選ぶ。

［トータルセオリー］
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過去のデータと統計を使って予測値を出すセオリー33

ワンポイントアドバイス

予測があたらなかったら

153

計数分析イメージ

・予測値が悪いのではない

⇒予測値を直接直しても意味がない

⇒過去のデータはさわれない

⇒「予測のやり方」を変えて、どうすればあたった

かを考える
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企業の経営活動をコントロールしていく仕事をマネジメントといいます。マネジメントの仕事は計数分

析イメージのようにＰＬＡＮ（計画）→ＤＯ（実行）→ＳＥＥ（評価）といういわゆるＰＤＳで表現され

ます。このＰＤＳを計数分析の面から見ると、ＰＬＡＮ＝予測、実行＝データ、評価＝分析となります。

仕事を実行することでデータが発生し、そのデータを分析することで仕事の品質を評価し、さらにその分

析を用いて次の仕事を計画するためのデータを予測するというものです。

予測とは計数分析イメージのように過去のデータと予測のやり方で予測値を算出するというものです。

本章ではこの予測のやり方について学んでいきます。「予測のやり方」には２つあります。１つは「予測

のやり方」をきちんと決めてシステマティックにデータを使って予測していくものです。この場合の予測

のやり方には統計という手法が用いられます。本セオリーではこの統計についての基本的考え方を述べま

す。もう１つが過去のデータに応じて予測のやり方を変えて（あるいはやり方をカンというブラックボッ

クスにして）人間が行っていくものです。これは予想とよばれます（競馬の予想のようなものです）。現

代のコンピュータでは統計のやり方はプログラム化（やり方をコンピュータに教えること）できますが、

予想のやり方はプログラム化できません。企業が少人数で、かつ環境が安定していて、たった１人がカン

というヒラメキで予想して、それに皆がついていく時には統計はあまりいりません。環境が不安定であり、

企業が大きくなり、たった１人の予想では皆がついていけない時には統計という手法が必要になります。

佐藤鮮魚店では来店客の年令を知りたいと考えています。この例を使って統計の考え方を説明します。

統計では知りたいデータ全体のことを母集団といいます。ここでは来店客１人１人の年令（山田さんは25

才、中村さんは38才･･･）というデータ全体が母集団です。一般に母集団のすべてのデータは手に入らな

いことが多いといえます。そこで一部の手に入るデータをもとに母集団を推定しようとします（推定とは
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「きっとそうだろう」と考えることで、このうち未来のことについて推定することを予測といいます）。

この「一部の手に入るデータ」を標本といい、母集団から標本を抽出することをサンプリングといいます

（正確にいえば標本の持っているデータの値を標本値といいます）。佐藤鮮魚店ではまさか１人１人に年

令を聞くわけにはいかないので、料理コンテストと称してお客様に魚を使ったユニークな料理方法を応募

してもらい、懸賞金を払うこととしました。そしてその応募用紙に住所、氏名とともに年令も書いてもら

うことにしました。この時標本は応募したお客様の年令となります。

標本は一般に個々のデータとなっており（28才、35才、42才･･･）、このデータのままでは使いづらい

ので何らかの形で加工します。この加工されたデータを統計量といいます。統計量の代表例が平均値です。

佐藤鮮魚店は応募者の年令を平均してみたら35才となりました。この35才が統計量です。35才というの

は応募者の加工データであり、母集団のものではありません。本当に知りたいのは母集団（来店客全体）

であり、その年令の平均です。標本の統計量にあたる母集団のデータを期待値といいます。つまり来店客

全体の平均値が期待値です。期待値（来店客の平均年令）を推定するために統計量（応募者の平均年令）

を使うのです。期待値には統計量をそのまま使っても構いませんし、さらに加工しても構いません。佐藤

鮮魚店では「応募者の平均年令は35才だが、応募しているのは若い人が多いだろうから、来店客の平均は

40才くらいかな」と考えました。この時この40才が期待値となります。

佐藤鮮魚店が来月の売上を予測したいとします。知りたいのは来月の売上ですが、これを母集団にする

と、そこからデータをサンプリングすることはできません。そこで予測では母集団を「過去を含めたも

の」と考えます。佐藤鮮魚店の過去・未来のデータを母集団にして、ここから過去のデータ（例えば最近

６ヶ月の売上）を抽出し、この平均をとって（これが統計量）、この平均を期待値（つまり来月の売上）

に使うというのが普通です。



平均で予測するセオリー34

ワンポイントアドバイス

平均の意味
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計数分析イメージ

・偏差がもっとも小さくなる値

⇒このもっとも小さい偏差の平均が標準偏差

・各データの偏差をなだらかにする

⇒これが指数平滑の「平滑」
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本セオリーでは「佐藤鮮魚店の来月以降の売上を考える」ということを例として統計量について考えて

いきます。佐藤鮮魚店は開店して2年であり、各月の売上は計数分析イメージの上図の表のようになって

います。（1年目の1月から順に１期、2期…とします）。母集団はこの2年間および将来の各月の売上デー

タ、標本は24個の各月のデータであり、この24個のデータを加工して統計量を出し、母集団の中の１つで

ある３年目の１月の売上（25期のデータ）を予測することを考えてみましょう。

①平均値

24個のデータの平均をとると325となります。これで25期を予測します。しかし1年目の売上が低いの

でどうしても小さく出てしまいます。

②移動平均

少しずつ移動して平均していくことを移動平均といいます。3項移動平均（月なら３ヶ月）というと、

１期～３期の平均、2期～4期の平均として少しずつズラしていきます。25期の予測としては22期～24期

のデータの平均という直近データを使います。よく考えると25期のデータを予測する時、24個もデータが

あるのに、たった3個のデータしか使っていません。

③指数平滑法

移動平均を工夫して何とか全部のデータを使いながら、かつ直近のデータを反映させようとするもので

す。これはn期の予測値をFn、実績値をDnとするとき、n＋1期の予測値 を次のように計算します

ｎ＋１F ＝αDn＋（1－α）Fn（αは０から 1 の間の数）  

αを0.3として25期の予測値を考えてみましょう。
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F25=0.3×D24＋0.7×F24  

この計算はエクセルなどの表計算ソフトに次表のように実績値、予測値の2列を用意して、予測値の欄

は1行前の実績値に0.3、予測値に0.7をかけます。

これはどういうことをやっているかというと

 

 

 

25期の予測値 ＝ 24期の予測値24期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

23期の予測値23期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

22期の予測値22期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

25期の予測値 ＝ 24期の予測値24期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

23期の予測値23期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

22期の予測値22期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

25期の予測値 ＝ 24期の予測値24期の実績値 ×0.3＋ ×0.725期の予測値 ＝ 24期の予測値24期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

23期の予測値23期の実績値 ×0.3＋ ×0.723期の予測値23期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

22期の予測値22期の実績値 ×0.3＋ ×0.722期の予測値22期の実績値 ×0.3＋ ×0.7

となって25期の予測値は1期～24期の実績値が少しずつ反映されている

ことになります。しかも直近の期ほどその重みが大きいことがわかる

と思います。

この0.3は平滑化係数とよばれるもので０から1の間で自由に設定しま

す。0.3というのは、25期を予測するのに、24期の実績値に30％、23期

～１期の実績値に70％の重みをかけて平均しているのと同じです。そ

して70％の23期～1期の中も23期に30％、22期～1期に70％となってい

ます。もし直近をもっと反映させたいと考えれば0.3よりも大きく、

もっと過去をなだらかに反映させたいのであれば、0.3よりも小さく設

定すれば良いことになります。
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④伸び率

①～③のいわゆる平均では佐藤鮮魚店のように明らかに伸びてい

る場合は、どうしても統計量が予測値（期待値のうち将来を予測す

るもの）としては小さく出てしまいます。このような時はよく「伸

び率」というものを使います。毎期の対前期伸び率を計算して「平

均伸び率」をとるというものです。

    

対 前 月 伸 び 率

1 期 -
2 期 0 . 9 4
3 期 1 . 1 3
4 期 1 . 0 8
5 期 1 . 0 9
6 期 1 . 0 4
7 期 1 . 0 3
8 期 0 . 8 1
9 期 1 . 3 3
1 0 期 0 . 8 6
1 1 期 1 . 0 2
1 2 期 1 . 1 0
1 3 期 1 . 0 1
1 4 期 0 . 9 1
1 5 期 1 . 1 6
1 6 期 1 . 0 1
1 7 期 1 . 0 1
1 8 期 1 . 0 4
1 9 期 0 . 9 8
2 0 期 0 . 8 9
2 1 期 1 . 1 7
2 2 期 0 . 9 9
2 3 期 1 . 0 3
2 4 期 1 . 0 3 

しかし、この伸び率を単純平均しては少し問題があります。例え

ば1期100、2期200、3期800と伸びている時を考えてみると、100か

ら200で2倍、200から800で4倍ですので単純に平均すると3倍です。

ということは1期から3期の2期経過すると9倍になっているはずです

が、8倍にしかなっていません。この時は幾何平均（相乗平均とも

いう。これに対して「足す」平均は相加平均ともいう）というもの

を使います。

幾何平均＝ n
nxxx 21・ と表され、この場合ですと 842 =・ です。  したがって2期経過すると

倍となります（よくわからない人はとりあえず表計算ソフトで簡単に計算できます）。

2期～24期の伸び率の幾何平均は1.02ですので、25期の予測値は398（24期の実績）×1.02＝406と出ま

す。



セオリー34

160

⑤標準偏差

統計量には平均の他に標準偏差というものがあります。標準偏差はバラツキを表すものであり、２つの

母集団（異なる２つのデータグループ）を比較する時によく使われます。例えば次のような2つのグループ

があったとします。

Aグループのデータ＝９，８，１１，１２

Bグループのデータ＝１５，１８，５，２

A、Bともに平均値は10ですが明らかにBグループの方がバラツイています。ではバラツキの度合いはどれ

くらいBグループの方が大きいでしょうか。このバラツキの度合いを数字で表すもの（つまり統計量）が

標準偏差です。標準偏差は各データがどれ位「平均値」から離れているか（つまり各データから平均値を

引く。これを偏差という）を平均します。例えばAグループの偏差＝（9－10）、（8－10）、（11－10）、

（12－10）＝－1、－2、1、2となります。これをこのまま平均すると当たり前ですが0となります（だか

ら平均です）。そこでちょっと工夫して標準偏差ではこれを2乗して平均をとって（この平均を分散とい

う）から、その平方根（ルート）をとります。

A グループの分散＝ {(－1)2＋ (－2)2＋12＋22}÷4＝2.5 

A グループの標準偏差＝ 5.2 ≒1.6 

B グループの分散＝｛ (－5)2＋ (－8)2＋52＋82}÷4＝44.5 

B グループの標準偏差＝ 5.44 ≒6.7 



セオリー34

161

Aグループのバラツキは1.6、Bグループのバラツキは6.7ですのでBはAの約4倍バラツイているといえ

ます。またバラツキの反対はコンスタントなのでAグループはBグループに比べて約4倍コンスタントとい

えます。

佐藤鮮魚店での1年目と2年目で見てみると、1年目の標準偏差は36、2年目の標準偏差は25で、１年目の

方が「売上がバラツイている」「２年目に入ってからは、コンスタントに売れている」といえます。



時系列分析は波の傾向をとらえるセオリー35

ワンポイントアドバイス

時系列分析のステップ
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計数分析イメージ

・季節変動、不規則変動をとって傾向をつかむ

⇒移動平均・指数平滑

・傾向から予測する

⇒セオリー36

・予測値に季節変動を加味する

⇒「夏は少なめに」

・予測値に不規則変動を加味する

⇒予測値は２００だが、ブレが大きいので「１８

０～２２０位」
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時とともに変わっていくデータ（これを時

系列データという）を分析していくことを時

系列分析といいます。時系列分析では時間を

横軸に、データの値をたて軸にして、点を打

ち、それをつないだ折れ線グラフをよく用い

ます。この点を打っていくことをプロットと

いい、線の動きによく波という表現を使いま

す。そしてこの時系列の波は４つに分解して

考えるのが普通です。つまり時系列データの

波が次のような４つの波が重なって生まれる

と考えます（この４つの波は各々の頭文字を

とってＴＣＳＩとよばれます）。

①傾向変動（Trend）

長期的な傾向を示すもので、「上向き」

「下向き」「横ばい」という表現を用います。

傾向変動の典型が下図のような商品ライフ

サイクル（製品が誕生してから死ぬまでの市

場全体の売上）とよばれるものです。 セオリー34の24個のデータには「上向き」の傾向
が読み取れると思います。
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②循環変動（Circulation）

上向きと下向きを交互にくり返すことも時系列データ

にはあります。典型 的なものが景気サイクル（好景気

と不景気をくり返していくもの）です。というよりも循

環変動は景気変動そのものと考えて良いと思います。24

個のデータは２年という短期であり、これを読みとるこ

とができません。

③季節変動（Season）

１年間の中で同じような特徴を示すものをいいます。セオリー34の24個のデータでは２月と８月に売上

が落ち込んでいるのが読み取れます。

④不規則変動（Irregular）

偶発的な変動です。波というよりも何かの拍子でたまたまそうなったというものです。例えば21期の

データ（382）から22期のデータ（378）に減少したのは、「波」というよりもタマタマと考えるものです。

時系列分析の目的の多くは予測といえます。予測を考える上でもっとも大切なものは傾向変動です。こ

の「傾向」を読みとって「明日を予測する」というものです。循環変動は景気の回復局面と後退局面に分

けて考えれば傾向変動と考えることもできます。また季節変動はこれを無視して予測し、後で季節を考慮

して調整（これに使うものを季節調整指数といいます）します。例えば２月と８月は予測値を意図的に小

さくするというものです。不規則変動は「タマタマ」ですので予測できません。実はセオリー34の
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移動平均というのはこの季節変動と不規則変動をとるものであり、指数平滑法というのは移動平均の１種

（直近を重視して、過去との移動平均をとる）と考えられます。計数分析イメージの中図、下図はそれぞ

れ３項移動平均、指数平滑法の結果をプロットしたものです。季節変動、不規則変動がとれて、なだらか

（これが平滑）な線になっているのがわかると思います。指数平滑法の平滑化係数を小さくすると（つま

りより過去を大きく反映させると）、よりなだらかになります。時系列分析による予測の第一歩はこの傾

向を知ることといえます。



傾向を線で表し予測するセオリー36

ワンポイントアドバイス

予測の基本

166

計数分析イメージ

・予測の「やり方」は人に説明できるようにする。

・その「やり方」を使って計算するのがコンピュータ
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傾向をつかんだら、それをもとに予測を行い

ます。過去の平均をそのまま使っては明日の傾

向が加味されません。予測の基本的な考え方は

プロットした点をつなぐ線を考えて、これを

｢傾向｣とするものです。例えば下図のように１

月から６月で傾向の線を引いて、この線を７月

以降まで伸ばすことで７月以降を予測するもの

です。

この傾向を表わす線は時系列分析において、一般ビジネス

パーソンは直線だけを考えればOKです（もちろん数学の得

意な人は指数曲線、対数曲線、放物線などの曲線を使っても

OKです）。例えば次のような曲線だと考えられるものも、2

つの直線に分ければOKです。

セオリー35の計数分析イメージを見て下さい。中図、下図か

ら明らかにこの24個のデータは上向きであり、直線が引けそ

うです。この直線は目分量でも引けるのですが、それでは引

く人によって線の角度が異なり、予測値も変わってきてしま

います。そうなると毎月この角度について関係者が話し合わ
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なくてはなりません（もう少し傾きが大きいのでは、小さいのでは･･･）。何とか誰が引いても同じ線と

なるようにしたいものです。こうして考えられたのが最小2乗法というものです。

まず各点の間に直線を引いたと考え、計数分析イメージの上図のようにこの直線と各点の距離(垂直方

向)を出します。このような直線の中で点からの距離の和が０に最も近い直線を選べばよいことになりま

す。これは計算が大変なのでコンピュータを使うのが普通です。コンピュータは人間の命令どおりに計算

しますので、距離という「差」はどうしてもプラスとマイナスが出てしまいます。セオリー34で述べた標

準偏差を思い出してください。直線が「平均」であり、距離を「偏差」と考えれば同じです。つまり各点

のプラス、マイナスの距離をすべて2乗して(すべてプラスにして)その距離の和が最も小さいものを探せ

ば良いはずです（2乗して最小値を出すので最小2乗法といいます）。最小値は偏微分して求めるのですが、

これはコンピュータがすべて計算してくれます。この計算手続きは統計ソフトだけでなく、一般に使われ

ているエクセルなどの表計算ソフトにも入っています。

24個のデータについて表計算ソフトを使ってこれをやってみると、計数分析イメージの下図のようにな

ります。一般にこの直線のことを回帰直線といいます。直線のわきに出てくる式は次のような意味を持っ

ています。

 baxy +=    

 予測値  時  

⇒ x期の予測値 aを x倍して b を足したものを予測値とする  ⇒ 期の予測値 を 倍して を足したものを予測値とする

細かい所はカットして =y 6.2 x＋247 くらいで考えましょう。

つまり25期の予測値は6.2×25＋247＝402となります。



関係の強いもので予測するセオリー37

ワンポイントアドバイス

相関分析のコツ
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計数分析イメージ

・相関がありそうなものの相関係数を調べる

⇒「不思議な相関」を見つけるのでなく、

⇒直感で「相関がありそう」なものを数値化する

・相関がありそうなものの相関係数が低く出たら

⇒「相関がない」のではなく、「相関があることを

証明できない」と考える

⇒標本データ数を増やすことができるなら増やして

みる
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佐藤さんの父親は長年酒屋をやってきました。この酒店を佐藤さんが引き継ぐことになり、思い切って

大手コンビニエンスストアのフランチャイズに入ることを検討しています。業態転換後のコンビニエンス

ストアのＣＶＰ分析（セオリー20参照）をやってみようと思うのですが、その売上が予測できません。時

系列分析をやろうにも過去のデータがなく困っています。こういう時は時間ではなく別の要素をベースに

予測するしかありません。

このように、時間以外の要素を使って予測していく時は相関分析（本セオリー）、回帰分析（セオリー

38）という考え方が用いられます。時間以外の要素を使って売上を予測する時は、まずどの要素を使うか

を決めなくてはいけません。これは当然のことですが、手に入るデータのうち売上に関係の強いデータに

したいものです。この「関係の強さ」のことを相関といい、この関係を考えることを相関分析といいます。

例えば売上と店舗面積の関係が強い時に、売上と店舗面積は相関があるといいます。

もう少し統計学的に考えて見ましょう。母集団Ａと母集団Ｂの関係を知りたい時、それぞれの母集団か

らサンプリングされた標本Ａ、Ｂを使ってその関係を調べます。例えば計数分析イメージ左下図のように、

明らかにＡが増えればＢが増えていれば正の相関が強いといいます。一方、明らかにＡが増えればＢが減

る時は負の相関が強いといいます。中下図のようにどちらかといえばＡが増えるとＢも増える傾向がある

時は相関が少しあるといい、右下図のようにどう見てもＡとＢの間に関係がない時は相関がないといいま

す。

これら相関の強さを数字で表わしたものを相関係数といいます。相関係数は－１から1の間をとり、次

のような値に設定されています。
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・Ａが増えればそれに合わせて完全にＢも増える（つまりＡとＢをプロットすると一直線上になる）時を
「１」

・Ａが増えてもＢにはまったく無関係の時を「０」

・Ａが増えればそれに合わせて完全にＢも減る（やはり一直線上）時を「－１」

相関係数１～０の間はプロットすると右肩上がりに、０～―１では右肩下がりになります。この相関係

数のうちもっとも有名なのが「ピアソンの積率相関係数」（本書では以降これを相関係数という）です。

ややこしいですが、相関係数は以下のような数式で計算されます。

( )( )

( ) ( )22
yyxx

yyxx
r

ii

ii

−−

−−
=  

（ ix …母集団 A の標本、 iy …母集団 B の標本、 x …標本 A の平均値、 y …標本

B の平均値、 とは i の１から順に足していくこと）  

一般ビジネスパーソンにとって、こんな公式を覚えて
ももちろん役に立ちません（表計算ソフトで簡単に計算
できます）が、相関係数の意味は知っておく必要があり
ます。

佐藤さんの手元にはコンビニエンスストアから手に入
れた次のような表があります。

    

店 舗 番 号店 舗 面 積 （ 坪 ）商 圏 世 帯 数 （ 世 帯 ）年 間 売 上 高 （ 百 万 円 ）
1 3 5 7 2 0 1 6 8
2 2 2 8 5 0 1 2 2
3 1 8 1 2 2 0 1 0 1
4 4 5 9 8 0 1 8 8
5 2 5 6 2 0 9 5
6 3 2 1 0 4 0 1 7 2
7 4 8 1 6 2 0 2 0 7
8 2 0 4 6 0 9 2
9 3 8 5 9 0 1 3 0

1 0 5 1 8 0 0 2 4 8 
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佐藤さんとしては自分の店の売上を予測するために、店舗面積か商圏世帯数を使おうと思っています。

これは、売上と相関の強い（正でも負でもOK）、つまり相関係数が１か－１に近い方を選べば良いことに

なります。

表計算ソフトで売上との相関係数を計算してみると、店舗面積が0.91、商圏世帯数が0.41となりました。

そこで店舗面積を使って売上を予測し、その結果でCVP分析を行うこととしました。



わかっているデータでわかっていないデータを予測するセオリー38

ワンポイントアドバイス

調査の基本

173

計数分析イメージ

「知りたいデータ」を全部調べるとコストがかかる

⇒「知りたいデータ」のまわりにある「わかってい

るデータ」をさがす

⇒「わかっているデータ」と「知りたいデータ」の

ペアを作る

⇒回帰直線を引いて予測する
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セオリー37でコンビニの売上を店舗面積で予測することにしました。まず店舗面積と売上高が両方わ

かっている10個の組み合わせデータをプロットしてみます。次に時系列分析と同様に最小2乗法で直線を

引きます。

y = 4.0117x + 18.31

0
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300
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年
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売
上

 

=y 4.0117 x＋18.31 というのは（小数点以下はあまり意味がありません）  

  
＝４  ×  店舗面積  ＋18  売上  

という関係を表します。佐藤さんの父親の酒屋は店舗面積34坪です。したがって予測売上高は154百万円

となります。
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このように相関関係の強い母集団A（データがわかっているもの。この場合は店舗面積）と母集団B

（データが一部わかっていて、一部わからないもの。この場合は売上。わかっているデータが10店分、わ

からないデータが佐藤さんの店。）がある時、わかっているデータ（これを説明変数という。店舗面積）

でわからないデータのあるもの（これを被説明変数。売上）で予測することを回帰分析といいます。

こう考えると時系列分析で最小2乗法を使っているセオリー36の傾向直線は回帰分析です。これは説明変

数が「時」（期）、被説明変数が「売上」です。（回帰とは不思議な言葉です。回帰直線はイギリスの

ゴールトンという学者が親の身長とその子供の身長で引いたのがはじめといわれています。ゴールトンは

この直線を見て「人間の身長は時を経るにつれて次第に平均値に収束されていく」と思い、回帰、つまり

戻るという言葉を使いました。この説は正しくなかったのですが、何となく各点が直線に戻っていくよう

に感じるので回帰という言葉が今でも使われています。）

佐藤さんは、店舗面積の他にも売上に強い影響を与えるデータがあると感じていました。例えば店の前

を歩く人の通行量であり、これも他店の分はコンビニ本部にありました。そこで佐藤さんは自店前の通行

量をカウントし、売上を店舗面積と通行量で予測することにしました。つまり説明変数を店舗面積と通行

量の2種類にすることです。この時は計数分析イメージの母集団がA（わかっている店舗面積）、B（わ

かっている通行量）、C（わかっている＆わからない売上）となります。プロットは平面（2次元）でなく

空間（3次元）に点を打っていきます。
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そして3次元の箱のようなものの中で各点にもっとも近い直線（回帰直線）を引く感じです。後は同様に

この直線で売上を予測します。このように説明変数が複数あるものを重回帰分析といいます。

さらに佐藤さんはよく考えたら同じコンビニでも酒を売れるかどうかで売上がちがうと感じ、これも被

説明変数に入れたいと考えました。ここでは酒販免許を持っていることを1、持っていないことを０とし

て同様の重回帰分析をやればよいことになります。このように「酒販免許を持っている」といった質的

データを数値（０，１など）であらわすことを数量化といいます。



第７章 原価・在庫データ

原価計算は予測するためにやる。

原価予測は見積とよばれ、変数、見積モデル、将来原価から成る。

在庫は需要予測とイコール。

需要を正規分布で考えると安全在庫が計算できる

［トータルセオリー］

177



原価計算は目標設定のために行うセオリー39

ワンポイントアドバイス

製品別原価計算

178

計数分析イメージ

製品別原価計算を行えば

⇒製品別に売上原価が出る

⇒製品別の粗利、粗利率が出る

⇒販売費・一般管理費を製品に配賦すれば製品別営業

利益も出る
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原価とは、何かを行うのに「かかった費用」のことをいいます。作るのにかかった費用は製造原価、買

うのにかかった費用は仕入原価、売上を得るためにかかった費用は売上原価…です。

原価計算とは原価を計算する手続きであり、会計上2つの分野に分かれます。法的にその計算が必要な

財務会計と、マネジメントのために行う管理会計です。セオリー16で述べたように財務会計では売上原価

を計算することが必須であり、棚卸高と仕入高（流通業）または製造原価（製造業）によって計算されま

す。仕入高は買った商品の代金の総額であり単純な足し算ですが、製造原価は手続きが大変です。した

がって財務会計で原価計算というとこの製造原価を計算する手続きのことをいいます。

原価計算は管理会計の世界では大きく3つの分野に分かれます。１つが財務会計上の原価計算結果をマ

ネジメントに活用するものです。この時、財務会計での計算を実際原価計算、管理会計で行うものを標準

原価計算といいます（本セオリーで述べる）。あとの２つがABC計算（セオリー40で述べる）、原価見積

（セオリー41で述べる）とよばれるもので、近年注目されています。

（１）実際原価計算

①費用分類

実際原価計算はセオリー６で述べた集計であり、製造原価という勘定で集計されます。製造原価はさら

に次のような2つの観点から細分化されます。

・形態から

その費用の発生状態によって材料費（物品の消費に関する費用。原材料費、買入部品費、燃料費…）、

労務費（いわゆる人件費で給与、賞与など）、経費（材料費・労務費以外の費用、外注加工費、減価償却

費…がある）の3つに分類されます。この費用の合計値が製造原価であり、これから売上原価が計算され
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ます。したがってこの経費には販売費・一般管理費は含まれていません。製造原価の経費と販売費・一般

管理費の境目は、決め事（企業によってそのルールを決める）ですが、組織によって分けるのが普通です。

製造部門、販売部門、経営部門に分かれていれば、製造部門の費用（製造原価の経費）、と販売・経営部

門の費用（販売費・一般管理費）に分けます。

・製品との関係によって

2種類以上の製品のうち、どの製品を作るために使われた費用であるかを明らかに認識できる費用を直

接費といいます。一方認識できないものを間接費といいます。A、Bでいう2種類の製品を作っている工場

で、製品Aを毎日作っている人の給与は直接費、AとBの製品の両方に携わっている人（例えばマネ

ジャー）の給与は間接費となります。

これによって製造原価は6種類に分かれますが、一般には直接費を直接材料費、直接労務費、直接経費

とし、間接費は1本にして4区分としています。

②実際原価計算のステップ

（ⅰ）要素別原価計算（直接費集計）

まず直接費を費目別・製品別に計算します。

・直接材料費

材料ごとに材料消費量×材料単価という形で計算し、内訳を残します

･直接労務費

個人（または職種や資格・等級）ごとに作業時間×賃率で計算し、内訳を残します。賃率は賃金総額÷

総作業時間で求めるもので、いわゆる時給です。
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･直接経費

費目ごとに内訳を残しておきます

（ⅱ）部門別原価計算（間接費集計）

間接費は部門個別費（発生部門が明らかな費用、部門長の人件費など）と部門共通費（発生部門が明ら

かでない費用、工場・建物の減価償却費など）に分けて集計します。次に部門共通費を何らかの基準（作

業時間、前期売上など）で各部門へ配賦します。例えば作業時間で配賦すると次のようになります

総作業時間

その部門の作業時間
費部門配賦費＝部門共通    

            これを配賦率という  

部門個別費に部門配賦費を加えて部門費とします。
（ⅲ）製品別原価計算

（ⅱ）の部門費をその部門で作っている各製品に配賦します。この配賦率にも作業時間や売上構成比が
用いられます。

製品別原価＝直接費＋部門費×製品配賦率
さらにこの製品原価を製造個数で割れば製品1個あたり原価が出ます。注文単位に製品を作っている受

注製造業では製品を注文と読み替えればOKです。
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③標準原価計算
実際原価計算は財務会計上、売上原価を算出するためにやらなくてはなりません。しかし原価計算をそ

のためだけに行っている企業は少なく、コストダウン、目標、予算作成のために使っている所がほとんど
です。この時、実際原価計算と同様のステップで次期の原価計算を前もって予測しておくことが多く、こ
れを標準原価計算（目標原価計算ともいう）といいます。

実際原価計算ではセオリー16で述べたように製造原価のトータルがわかればOKです。しかし標準原価
計算はトータルだけを予測するのでは、現場で活用することが出来ず、部門別、製品別、注文別などの目
標原価（これくらいの原価にしたい）などが必要であり、これが算出されればセオリー20のCVP分析もこ
の単位に可能となります。マネジメントから考えれば先ほどの実際原価計算はこの標準原価計算を行なう
ために必要な事前手続きといえます。前期の実際原価計算終了後に、今期の目標原価を次のように計算し
ます。
・製品別標準直接材料費＝標準消費量×標準単価
・製品別標準直接労務費＝標準作業時間×標準賃率
・経費、製造間接費は部門予算を使う



ABC計算で作業別原価を知るセオリー40

ワンポイントアドバイス

ABC計算のコツ

183

計数分析イメージ

・アバウトにやる

⇒厳密な区分は難しい

・実態と合わせる

⇒コストドライバーレートが実態と合うように調整

していく
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伝統的製造原価計算では製品別・注文別に原価は出ますが、それ以上の応用は難しいといえます。近年

ではこの原価を作業別にとらえようとする企業が増えています。これをABC（Activity Based Costing）計

算といいます。

ABC計算は次の3ステップで進めていきます。佐藤鮮魚がアルバイトを使って「にぎり寿司の宅配サー

ビス店」を開店した場合で考えて見ましょう。

①作業別のコストを算出する

ABC計算ではまず作業を細分化します。佐藤さんは「にぎる」「パック」「配送」の3つに分けました。

この細分化された作業はこの単位にコスト（原価）を集計していくので、コストセンター（財務会計の

「勘定」にあたる。コストプールともいう）といいます。どれにもあてはまらないものは「その他の作

業」としておきます。

コストセンターごとに原価を計算するのですが、人件費は実際原価計算同様に作業時間×賃率で計算し

ます。佐藤さんは各作業ごとに時給（賃率）を変え、アルバイトに各作業ごとの日報（どの仕事を何時間

やったか）を出させることにしました。さらに人件費以外の経費は材料費は「にぎる」に、包装費は

「パック」に、車両費は「配送」に振り、残りを「その他の作業」の費用として計算しました。先月の結

果は計数分析イメージのとおりでした。

②単位あたりコストを出す

各作業の大きさを表わす「ものさし」を各々1つ決めます（これをコストドライバーといいます）。

「にぎる」は「にぎった個数」、「パック」は「パックした数」、「配送」は「走行距離」とします。
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そのうえで、このものさしで①の作業別コストをわって、コストドライバーあたりの単価（これをコスト

ドライバーレートという。限界費用にあたる）を出します。「にぎる」のコストドライバーレートは1個

あたり33円、「パック」は１パックあたり181円、「配送」は1ｋｍあたり86円と計算できます。またど

のコストセンターにも属さない「その他の作業」については総原価（各コストセンターの原価合計）で

わっておきます。これは総原価が1円かかると増える費用と考えます。

③データを活用する

このコストドライバーレートをさまざまな経営活動に用います。

・顧客別や地域別に原価の計算ができる

得意客の山田さん（当店から3kmにある）は「Aセット（にぎり20個、価格1500円）を、月に5回トー

タルで18パック注文している」とします。

山田さんの原価は次のように計算できます。

(360 個×33 円＋18 ﾊﾟｯｸ×181 円＋6km×5 回×86 円）×1.11＝19.667 

18 パック×20 個        往復     １円ごとに 0.11 円かかる  

売上が27,000円ですので、利益7333円を出しているお客様といえます。
一方4ｋｍ先の一般客からＡセット1つだけの注文が入ると

原価＝(20個×33円＋1ﾊﾟｯｸ×181円＋8km×86）×1.11＝1697円
となって、197円の赤字となります。
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また宅配している地域別(平均配送距離)原価などを出すことで地域戦略を立てることができます。

・作業別の原価目標

例えば「にぎり1個あたり30円までコストを下げよう」といった原価目標を作ることができ、これに

よって原価予算を作成することができます。またどうすれば下げられるか(人件費、材料費、･･･)も考える

ことができます。

・損益悪化の原因チェック

例えば赤字の月があればどの作業の原価がその原因かがわかります。

このようにＡＢＣ計算で得たコストを使っていくことをＡＢＭ（Activity Based Management）といい

ます。

ABC／ABMはこのようなサービス業や製造業の作業だけでなく、流通業の各種オペレーション(物流、

倉庫、販売など)、さらには事務作業(計算、書類作成、決裁…)などにも活用されています。



変数を入れて原価を見積るセオリー41

ワンポイントアドバイス

原価計算は過去の平均値

187

計数分析イメージ

・標準原価計算では平均消費量、平均単価

・ ABC計算ではコストドライバーレートが平均

・重回帰モデルも過去の平均値

⇒そのまま平均を取らずに説明変数を考慮して平

均をとる
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原価見積とは将来の原価を予測することをいいます。

原価見積の構造は以下のような3つの要素から成ります。

(変数とは変わっていく数のこと。変わらない数は定数と

いう)

 

 

 

 

見積モデル
変数 将来原価

原価以外
のデータ

見積の
やり方

見積モデル
変数 将来原価

原価以外
のデータ

見積の
やり方

つまり変数（原価以外のデータ）から、見積モデルを

使って、将来の原価データを計算するものをいいます。

見積モデルとしては次の3つのものが代表的です。

①標準原価計算

セオリー39で述べたように実際原価計算の結果を用いて標準原価を出すものです。主に製品別や注文

別、あるいは部門別の原価コントロールに用いられます。材料消費量や作業時間（これが変数）を予測し

て、これらに標準単価、標準賃率（これが見積モデルにあたる）をかけて、各製品や注文別に標準原価を

計算します。製品責任者(プロダクトマネジャーという)や注文責任者（プロジェクトマネジャーという）

はこれを目標として生産を行い、その差異が出たときに、理由を分析し、次の製造に役立てるというもの

です。この差異分析は直接材料費、直接労務費といった費目別に行います。

･直接材料費の差異分析

材料費差異＝標準直接材料費－実際直接材料費

＝(標準価格×標準消費量)－(実際価格×実際消費量)

となり、これをさらに2つに分けて考えます。

価格差異＝(標準価格－実際価格)×実際消費量

数量差異＝(標準消費量－実際消費量)×標準価格
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このように区分することで数量差異をプロダクトマネ

ジャーやプロジェクトマネジャーの責任として、差異が

出た理由を考えさせます。この理由も２つに分けて考え

ます。１つは見積（予測した消費量）が誤っていた場合

です。この時は次回から見積を変えるようにします。も

う１つは実際（使った消費量）が誤っていた場合、つま

り製造工程にミスがあった場合です。この時は次回より

製造工程を見直すこととします。

一方価格差異は購入スタッフの責任としてその原因を考えていきます。

･直接労務費の差異分析

これも同様に以下のように2つに分け、時間差異をマネジャー、賃率差異を人事スタッフの責任として

考えます。

労務費差異＝標準労務費－実務労務費

＝(標準時間×標準賃率)－(実際時間×実際賃率)

賃率差異＝(標準賃率－実際賃率)×実際時間

時間差異＝(標準時間－実際時間)×標準賃率

標準原価計算はこれらコストコントロールの他に、販売価格（製品原価＋製品別販売費・一般管理費＋

製品別目標利益）の決定にも用いられます。
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③重回帰モデル

製品、作業といった切り口で原価を予測できないときは重回帰モデルを使います。例えば受注生産の製

造業では製品別原価といっても1回1回ちがう製品です。注文別原価は計算できることはできますが、将来

の原価予測としてはあまり意味をなしません。この場合変数としては製品スペック(どういう製品を作る

かというもので、一般には複数ある)がよく用いられます。例えばオーダーメイドで店舗のカンバンを

作っているなら、カンバンの大きさ、タイプ、材質、文字数…などを製品スペックとして原価見積を行い

ます。これにはセオリー38で述べた重回帰分析を使います。過去のオーダーメイドで作ったカンバンの製

品スペック（説明変数)とそのときの原価（被説明変数)をコンピュータに入れておいて、重回帰分析をし

て回帰式（これが見積モデル）を求めておきます。この回帰式を用いて、新しく注文の入ったカンバンの

原価を予測するというものです。ただいきなり製品スペックと原価の回帰分析ではトータルの原価しか出

ません。顧客へ提出する見積書などのためにその内訳が欲しい時は、材料費、人件費、経費などに分けて

回帰分析を行います。つまり

 

 

 

 

スペック１

・・・

標準材料消費量
スペック２

スペック３

（回帰式）
材料消費量
＝ａ×スペック１
＋ｂ×スペック２＋ｃ×スペック３
＋ｄ

スペック１スペック１

・・・

標準材料消費量
スペック２スペック２

スペック３スペック３

（回帰式）
材料消費量
＝ａ×スペック１
＋ｂ×スペック２＋ｃ×スペック３
＋ｄ

として標準原価計算を行います。この重回帰モデルはソフト開発、物流業など多くのサービス業でも活用

されています。



需要を正規分析で考えるセオリー42

ワンポイントアドバイス

確率分布の見方
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計数分析イメージ

・細いヒストグラムの集まりと考える

・確率は面積で出す

・面積（積分）はその細い棒を足していくと考える



セオリー42

192

在庫というデータを理解するには、どうしても確率分布という考え方を理解することが必要です。本セ

オリーでは確率分布について考えていきます。

確率というのはわりと直感的です。例えばサイコロをふって「目が１」と出る確率は１/6です。このよ

うに変数（この場合サイコロの目）がとりうる値が限られており（この場合1,2,3,4,5,6）、これらの値の

出る確率（この場合すべて1/6）が決まっている時、この変数を離散確率変数といいます。またこの「１

と1/6」、「２と1/6」･･･という変数と確率の組み合わせのことを離散確率分布といいます。

一方変数が連続数で確率が計算できるものを連続確率

変数、この変数と確率の関係を連続確率分布といいます。

佐藤鮮魚店ではすべての魚を同じグラム単価で売ろう

と考えています。そのため魚の重さを測ってみました。

結果は次のとおりでした。

      

重さ（ ｇ ） 匹 構 成 比（ ％ ）
～1 0 3 2
1 0～2 0 1 3 8
2 0～3 0 1 9 1 1
3 0～4 0 2 8 1 6
4 0～5 0 4 0 2 3
5 0～6 0 3 2 1 9
6 0～7 0 2 1 1 2
7 0～8 0 1 1 6
8 0～ 5 3
合 計 1 7 2 1 0 0 

 

これは一般に次のようなグラフで表されます。このグラフのことをヒストグラムといいます。
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この時佐藤鮮魚店の魚を１匹取り出して、その重さが20～30ｇ

に入っている確率はいくつと考えたらよいのでしょうか。これは

11％つまり先ほどの構成比と同じだと考えるのが普通でしょう。

つまり、上のヒストグラムの棒の高さは確率を表しているとも考

えられます。このヒストグラムの重さの幅を上の10ｇ幅から５ｇ

幅、１ｇ幅、0.1ｇ幅･･･とどんどん小さくしていき、魚の対象を

どんどん増やしていくと（毎日データを取り続ける）と次のよう

になります。
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そしてこれを無限にやっていく、つまり魚の重さを連続

数で考えていくと、これらの線がつながってくるようにな

り、これらの棒の頂点をつないでいくと１つの線が表れま

す。

このグラフを使って前と同様に魚を一匹取り出したとき

の確率を考えて見ましょう。取り出した魚が20～30ｇの

間に入る確率は下の斜線の部分の面積となることがわか

ると思います（20～30ｇの間にある細かい線を全部足し

たもの）。
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このように変数の「ある値」から「ある値」をとる確率が面積で表わさせるような線（上図の山の形を

した曲線）を連続確率分布といいます。（ある値からある値の面積は「積分」で計算されます。もちろん

積分のやり方は知らなくてもコンピュータが計算してくれます。）

ものが売れない時代には需要を予測することが大切だといわれます。需要というのは「ある商品を買い

たい」と思う量であり、売る方から見れば将来売れる量といえます。そして需要は正規分布という確率分

布に従うと考えられています（というよりもそう考えると便利です）。

正規分布は計数分析イメージにあるように４つの特徴を持っています。

・つり鐘型

中心（これが平均値）に行くほど高さがあるような形となります。つまり平均値付近ほどその値をとる

確率が高いといえます。

・左右対称

平均値を中心として左右対称です。つまり平均より大きい確率と小さい確率が50％ずつといえます。

この２つの性格を需要が持っていると考えられます。

・１つの分布でＯＫ

正規分布では分布の形（例えば正規分布という形、山の形のこと）はその平均値、標準偏差によって決

まります。しかし正規分布では平均０、標準偏差１のパターンを持っていればすべてのパターンの確率が

計算できます。この確率は正規分布表という1つの表にまとめられています。つまりこの表が１つあれば

すべての正規分布の確率が計算できます。例えば平均10、標準偏差5の正規分布の時は、すべての変数か

ら10を引いて、5で割ると平均0、標準偏差1となって、この表が使えます。
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・確率計算が楽

ある値より大きい時の確率が表でわかれば、ほとんどのパターンの確率がわかります。



在庫量を欠品率で決めるセオリー43

ワンポイントアドバイス

標準偏差（ブレ）を小さくして在庫を減らす

197

計数分析イメージ

・コンスタントに売れるものしか置かない（コンビ

ニ型）

⇒いくら売れてもブレの大きいものは置かない

・需要を分ける（食品スーパー型）

⇒曜日別にブレが大きいときは

⇒曜日別に母集団を分ければ標準偏差は小さくなる

・エブリディ・ロープライス（ディスカウント型）

⇒特売をやめて毎日同じ値段で売る

⇒特売というブレがなくなる
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在庫とはセオリー16で述べたように買った（または作った）がまだ売れていない（使っていない）商品

（製品、材料…）のことをいいます。財務会計（単位はすべて円）では当然のことですが、在庫は金額で

表示します。在庫金額は個々の商品の数量（在庫量という）をとらえ、これにそれぞれの単価をかけあわ

せて在庫金額を計算します。

在庫量は売れる量だけ買っておく（作っておく）ことがベストです。つまり在庫量を考えるということ

は「売れる量を考える」ということとイコールといえます。この売れる量（正確にいうと売れる前に将来

売れるであろうと考える予測値）を需要といい、セオリー42で述べたように正規分布で考えるのが一般的

です（本来在庫量はセオリー42で述べた離散数なのですが、連続数と考えた方が都合がいいので一般には

そう考えています）。

佐藤鮮魚店ではさんまを朝仕入、当日すべて売り切り、残りは廃棄しています。ところが日によっては

売れ残りが多く、また日によっては欠品（品切れ）も出て困っています。そこで1日のさんまの在庫量を

いくつにするか（＝需要、つまりさんまがいくつ売れるか）を考えています。この時、母集団は過去から

未来に渡っての1日ごとのさんまの売れる（売れた）量です。この母集団が正規分布に従うと考えます。

母集団の平均値、標準偏差を知りたいのですが、もちろん計算できないので標本をサンプリングします。

標本としては過去の１日ごとのさんまの売れた量です。佐藤さんは前月３０日分のデータを用意しました。

この際注意しなくてはいけないのは欠品している日です。この日はさんまがあればもっと売れたと考えら

れます。したがって欠品した日の売れた（売れるはずだった量）量は、もし在庫があれば売れたはずの量

を人間が考えて修正する必要があります。その結果30日分の標本の統計量は平均30、標準偏差が６となり

ました。これを母集団の平均値、標準偏差として推定します。
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次に何個在庫するかです。平均値30個を在庫とすると需要はこれより大きい確率が50％、小さい確率が

50％となって2日に1回欠品することになります。これでは困るというので、在庫を増やしていきます。計

数分析イメージの上図のように、在庫量を決めるとその右側の面積が「需要＞在庫の確率」（つまり欠品

する確率）、左側が「需要＜在庫の確率」（需要をまかなえる、見方を変えれば売れ残りが出る）となり

ます。

したがって欠品をどれ位許すか（正規分布の右はしは永遠に下の線につかない。つまり欠品をしないよ

うにはできない）ということになります。多くの場合、10％（10日に1回欠品ということだが、需要がそ

もそも本来の正規分布ではなく、この確率はやや大き目になる。この10％は直感的には「あまり欠品しな

い」位の状態）や、5％（「ほとんど欠品がない」位の状態）がとられます。欠品率を10％にするという

ことは、右側の面積が10％になる在庫量を求めれば良いことになります。これは平均値＋安全係数×標準

偏差という式で求められます。安全係数は欠品率によって決まり、10％の場合は安全係数は1.28となりま

す（表で求められる）。したがって、在庫量＝30＋1.28×８≒30＋10＝40となります。この10個のこと

を安全在庫といいます。在庫量＝需要の平均値＋安全在庫となります。

ワンポイントアドバイスに書いたようにコンビニエンスストアには「コンスタント」に売れる商品が置

いてあるといわれています。コンスタントとは標準偏差（平均値からどれ位離れているか）の小さい分布

のことをいいます。
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上記の2つは平均値が同じでも、安全在庫は安全係数（一定）×標準偏差ですので、在庫量は左側の分布

の方が小さくなります。つまりコンスタントな商品を置くことで在庫が圧縮できるといえます。



スピードを上げて在庫を削減するセオリー44
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ワンポイントアドバイス

在庫の意味

計数分析イメージ

・需要との時間的ズレを埋めるもの

⇒時間的ズレを短くすれば、在庫は減る

・時間的ズレがなくなれば、在庫はいらない

⇒売れてから買う（作る）

⇒カンバン、ジャストインタイム
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在庫は買った（作り終わった）のに売れていない商品（製品、材料…）であり、キャッシュアウトされ

ているのにキャッシュインされていない状態（キャッシュが止まっている状態）と考えることができます。

利益よりもキャッシュフロー重視の経営が叫ばれる中、在庫削減は大きなテーマです。在庫削減を次の

３種の発注スタイルごとに考えてみましょう。

①発注量を決めておいて発注

発注量を固定にしておいて、必要に応じて発注するというものです。これには一般に最低在庫量（発注

点という）を決めておいて、それを切ったら発注するという方法が用いられています。佐藤さんのすし宅

配サービスでのパックについて考えてみましょう。パックはメーカーへの１回の注文量が2000パック、発

注リードタイム（注文してから品物が届くまでの時間）が３日です。佐藤さんは発注点をいくつにすれば

良いでしょうか。もし発注してすぐに持ってきてくれるならすべてなくなってから発注すれば良いはずで

す。ところが発注リードタイムがあるとその間だけ欠品状態が続きます。つまり発注リードタイムの３日

間だけを発注点でしのげば良いことになります。そこでパックの使用状況（パックの需要）を調べてみる

と、過去１年間は１日平均200パック、標準偏差は25でした。３日間しのげればいいので平均600パック

です。しかしこれを発注点にするとセオリー43で述べたように２回に１回は欠品してしまいます。そこで

欠品率を10％（安全係数1.28）とすることにしました。では３日間の標準偏差はいくらになるでしょうか。

３日間の標準偏差は１日の標準偏差の
( )

n

xxi −
2

  
３倍

９倍
3= ≒1.73 倍  となります。
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したがって欠品率10％の発注点は600+1.28×25×1.73≒655となります。つまり発注点＝調達リードタ

イムの（平均需要量+安全係数×標準偏差）となります。

在庫は平均すると （最大で発注点+発注量、最小で０）ですので、発注点を下げれば在庫は

削減されることになります。発注点を下げるには調達リードタイムを短縮するか、標準偏差を落とすかど

ちらかです。例えば調達リードタイムを３日から１日にすると平均需要量は 、安全在庫は に削減

されます。

②発注サイクルを決めておいて発注

発注サイクル（毎日、２日に１回、毎週月曜日など）を決めて、その発注時点で需要を予測して発注量

を変えていくものをいいます。例えば先ほどのパックの例でいえば毎週月曜日に発注するというものです。

この時発注量はどう考えれば良いでしょうか。今日がその月曜日の朝とします。発注リードタイムは３日

ですので木曜日の朝納品です。今日（月曜日）決めて発注したパックで（つまり今週木曜日に入ってくる

パックで）来週の木曜日までしのがなくてはなりません。したがって７日+３日の10日分の需要を考えな

くてはなりません。10日分ですので平均需要量は2000パック、標準偏差は ですので、欠品率

10％では、10日間の需要＝2000+1.28×79＝2,101となります。発注量と月曜日の朝の在庫でこの需要を

まかなえば良いので、月曜日朝の在庫が500の時、約1600発注すれば良いことになります。つまり発注量

＝（発注サイクル+調達リードタイム）の間の平均在庫量＋安全在庫－発注時点の手持ち在庫となります。
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ここで在庫を削減するには調達リードタイムの短縮とともに、発注サイクルの短縮を行えばよいことにな
ります。リードタイムを３日から１日、１週間に１回の発注を毎日にすれば（2日分の需要にすれば）

平均需要量は 、安全在庫は に減ります。これが現代の多頻度小口、緊急配送の波です。

現実の発注では上記①②を組み合わせて行っています。

③ＳＣＭ（Supply Chain Management）

商品の供給側が１つにつながっていくことをＳＣＭといいます。ＳＣＭの大きなテーマは在庫削減であ

り、基本的には次のようなスタイルをとります。

 

自動車、コンピュータなどで行われています。 

１つになる  部品ﾒｰｶｰ ﾒｰｶｰ 販売店  消費者  

加工食品、衣料などで行われています。  

１つになる  ﾒｰｶｰ  卸  小売店  消費者  

上の例をペット飲料で考えてみましょう。消費者の需要が１日平均1000本、標準偏差が100本とします。
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消費者の需要が１日平均1000本、標準偏差が100本とします。メーカーはこの需要に合わせて１日平均
1000本作っていきます。メーカー、卸、小売それぞれに在庫があり（これらの和を流通在庫といいます）、
メーカーが製品を出荷してから消費者の手に届く（小売店の店先に並ぶ）までに７日間かかるとします。
この時流通在庫は何本必要でしょうか。これは７日分の需要を考える必要があり、欠品率を10％とすると

「７×1000+1.28× ×100≒7338」で、約7300本の流通在庫が必要となります（これだけないとどこ

かで欠品を起こします）。ここで消費者に届くまでの時間を３日にすると「3×1000+1.28× ×100＝

3221」、約3200本となり半分以下に落とすことができます。流通在庫削減はメーカー、卸、小売のすべ

てにキャッシュフロー上の幸福をもたらし、かつ消費者にも新鮮な商品が手に入るという幸福をもたらし

ます。この流通在庫を落とすために、つまりスピードを上げるためにメーカー、卸、小売が１つの会社の

ようになって協力してやっていこうというのがＳＣＭです。



第８章 データ処理

情報システムを用いて仮説の立案、実行、検証を行う。

立案はマクロからミクロへ犯人探し。

実行はその前にシミュレーション。

検証には検定を用いる。

［トータルセオリー］
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情報システムとは各仕事がつながっている状態セオリー45

ワンポイントアドバイス

「化」という言葉

207

計数分析イメージ

情報化⇒データを仕事に使える状態に変える

情報システム化⇒ある仕事のアウトプットを他の仕

事に使える状態にする

コンピュータ化⇒人間のやっている仕事をコン

ピュータに置き換える
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本章では計数などのデータを分析･加工していく仕組について述べます。まず情報システムという「仕

組」について考えてみましょう。情報システムというのは情報とシステムという2つの言葉から成り立っ

ています。

①情報とは

情報（information）とデータ（date）は異なります。本書ではデータを「発生状態のまま」、情報を

「データがある特定の仕事に使える状態になったもの」と定義します。情報化とはデータを情報に変える

ことであり、発生したデータを特定の仕事に使える状態にすることをいいます。元のデータが1つ（発生

している状態は1つ）でも、その情報は仕事によって異なるといえます。

例えば企業の現場で発生した取引データをこのままでは使えないので、「株主が配当を判断する」とい

う特定の仕事のために、商法上のＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌという情報に変えると、これは「情報化」といえます。

同じ企業の同じ取引データでも税務署が「税金が公平かをチェックする」という仕事に使うときは商法上

とは異なる税法上のＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌという情報を使うことになります。

②システムとは

「仕事」を「インプットを元に、アウトプットを出すこと」と定義します。例えば「決算書作成」とい

う仕事は取引データをインプットして決算書というアウトプットを出すものと考えます。

システムは一般に「相互に関連し合う多くの要素が、全体として共通の目的を持って活動する組織体」

と定義されます（システムでない状態はカオスという）。企業におけるシステムではこの要素にあたるも

のを上の「仕事」と置き換えます。次に「共通の目的」を「すべての仕事のアウトプットが必ずいづれか

の仕事のインプットになっている状態」と定義します。ある仕事で作ったアウトプットが必ずどこかの
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仕事で使っているという状態です。「決算書作成」という仕事のアウトプットである商法上の決算書が、

「株主が配当を判断する」という仕事のインプットになっているということです。つまり企業におけるシ

ステムとは相互に関連しあう多くの仕事があり、すべての仕事のアウトプットが必ずどこかの仕事で使わ

れている（情報となっている）状態と定義されます。

③情報システム

情報システムとは、情報化とシステム化という2つのテーマからなります。情報化とは発生したデータ

を使える状態にすることです。システム化とは各仕事で出てくるアウトプットを次の仕事に渡していくと

いうものです。情報システム内では各仕事は計数分析イメージの中図のように「自分の仕事に使える情

報」を入れて、「次の仕事で使える情報」を出していくこととなります。これらの仕事は情報システム内

では計数分析イメージの下図のように各仕事が情報を仲介してつながっています。逆に1つでも使ってい

ないアウトプットがあれば、これはカオスといえます。誰も使っていないアウトプットを使える状態にす

ること、つまりデータ・カオスを情報・システムに変えていくのが情報システム化です。このように仕事

を円、データ（この変化した姿が情報）を矢印で表わしたものをデータフロー図（データフローダイヤグ

ラム）といいます。

財務会計という仕事が以下のようになっている時、これを情報システムであるといい、「財務会計シス

テム」などと呼ばれます。
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似たような言葉にコンピュータ化というのがありますが、これは人間がやっている仕事の一部をコン
ピュータにやらせることをいいます。



データベースとは共有化セオリー46

ワンポイントアドバイス

データベース化で陥るミス

211

計数分析イメージ

・特定の仕事同士でデータを共有する

⇒共有データがたくさん出来てしまう

⇒すべてのデータを一箇所に集めるのが理想

・データベース化するとデータが「使いやすくなる」

と思う

⇒データベース化すれば各仕事でデータは使いにくく

なる

⇒それを助けるのがデータベースシステム

・分析･加工などデータの使い方を共有しようとする

⇒データを共有化して、分析･加工をそれぞれで考える
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セオリー45で述べたようにデータの姿は発生したままですので１つですが、情報は使う仕事によって姿

が異なります。つまり1つのデータについて複数の情報があり、放っておくと企業内は大混乱します。

例えばセオリー15で述べたように商品が顧客に受領されると「売上」というデータが発生します。発生

した売上データは財務会計、販売管理（どの顧客にどれ位売れたかなどを考える）、仕入管理（売れ行き

に合わせて仕入を考える）など複数の仕事に使われます。多くの企業ではそれぞれの仕事はコンピュータ

化されていますので、それぞれの仕事に必要な情報がコンピュータに重複して記録されています。した

がってそれぞれの仕事での売上のインプットタイミング（財務会計は月に１回、販売管理は随時、仕入管

理は日に１回）、インプット方法（財務会計は勘定単位に、販売管理は顧客別に、仕入管理は商品別…）

と異なって、いくつもの売上データが散在しています。さらに販売管理のように色々な人（セールス、マ

ネジャー、経営者など…）が色々な方法でやる仕事では、それぞれがエクセルなどの表計算ソフトに自由

に（というよりも勝手気ままに）入れていくため、企業の中を無限ともいえる「売上」が存在しています。

この時考えるのはデータ、情報の共有化です。少し考えればわかるのですが、情報を共有化することは

できません。
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これら３つの仕事が「売上」を共有するには、

データのままで共有するしかありません。この

共有化されるデータのことをデータベース（情

報ベース、インフォメーションベースではあり

ません）といい、共有化することをデータベー

ス化といいます。データを共有化しようとする

と次のようないくつかの問題が起きてきます。

①何を共有化するのか
売上データが上の３つの業務で重複しており、さらに利益データが財務会計、キャッシュフロー、予算

作成で重複し…と複数の仕事が複数のデータを複雑に共有しているのが普通です。そうなると、企業内の
データを共有するには各仕事の最大公約数（すべての仕事で使っているデータ）を共有というのは無理で、
最小公倍数（どこかの仕事で使っているデータ）を共有していくしかありません。つまり共有化の原則は
「必要なものはすべて１ヶ所で共有する」ということになります。これが後で述べる②の事情で実際には
できないとしても、せめて共有度の高いデータは１ヶ所に集中しておく必要があります。これをよく基幹
データベース、全社共有データベースなどといいます。この基幹データベースの中心となるデータ、つま
りもっとも共有度の高いものがこれまで述べてきた財務会計データであり、原価データ、在庫データとい
えます。
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②使い勝手が悪くなる

財務会計をコンピュータ化して行なうと、財務会計用のデータになっているので仕事がやりやすい（つ

まり財務会計から見るとデータが情報になっている）といえます。これをデータのままで（発生したまま

で）共有すると、つまりデータベース化すると財務会計をはじめすべての仕事にとって「使い勝手の悪い

データ」となります。しかしこれしか先ほどの重複を妨げる方法はありません。データベース化した状態

では個々の仕事は共有化されたデータベースから必要な部分（最小公倍数なので、その仕事から見るとい

らないものも入っている）を取り出して、自分で使いやすい形に加工して使うことになります。

③誰がそのデータの責任者かわからなくなる

財務会計のデータの責任者は多くの企業では経理部であり、販売管理のデータは営業部です。しかしこ

れを共有すると誰が責任者かわからなくなります。この責任者にはどう考えても経理部でも営業部でもな

い中立者が必要といえます。この中立者の役割を果たすのが情報システム部やシステム担当といわれる人

たちです。情報システム部ではこの共有データの精度（正確性を保つ）、インテグリティ（こわれないよ

うに、そしてこわれても大丈夫なようにバックアップをとる）、セキュリティ（悪い人から守る）という

仕事を行なう必要があり、これをデータベース管理といいます。

これら①～③の問題点の解決をコンピュータを使って支援していこうとするのがデータベースシステム

というソフトウェアです。つまり企業内データの共有化、取り出し、加工、管理という仕事をコンピュー

タが一貫してサポートすることです。これは次のようなイメージとなります。
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仮説立案では次元を落とすセオリー47

ワンポイントアドバイス

仮説立案で陥るミス

216

計数分析イメージ

・ワンタッチで表が出るように次元を上げようと思う。

⇒ワンタッチで表は出るが、数字が多すぎて混乱

する

・凝ったグラフで仮説が浮かぶと思う。

⇒グラフは単純にして傾向を考える

⇒傾向を数字で追いかける

・コンピュータが仮説を出してくれると思う。

⇒人間が仮説を考えるヒントを出すだけ

⇒仮説は人間が考える
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計数分析と情報システムの関係を考えていきます。

計数分析は他の仕事と同様にＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＳＥＥ（検証）の３つのフェーズに分

けることができます。計数分析のＰＬＡＮ段階では情報システムの計数を用いて、その仕事（計数の結果

をもたらした）の問題点、改善点を考えていきます。つまり計数から見て「ここを改善していけば良くな

る」と考えるもので、これを一般に仮説の立案といいます。仮説の立案については本セオリーで述べます。

この仮説にもとづいて改善していくのですが、その前に「改善したらその計数がいくつに変化するか」と

いうことを考えることも必要です。これにはシミュレーションというテクニックが用いられます。シミュ

レーションについてはセオリー48で述べます。仮説を実行した後、本当に仮説どおりであったかを考える

必要があり、これは一般に仮説の検証と呼ばれます。これについては統計学の検定という考え方が有効で

す。検定についてはセオリー49で述べます。

仮説の立案の基本は序章で述べたように、現状の計数を見て、マクロからミクロへ犯人を探していくこ

とにあります。これを理解してもらうためにまず次元という考え方を説明します。数字が一直線に並んだ

状態を１次元といいます。

 

2 4 6 5 7 8 14 , 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

1 次元  

ジじ  

つまり、横方向に進んでいく感じです。これに縦方向の並びを重ねていくと２次元といいます。
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２次元  

ジじ  

2 4 6 5 7 8 14 , 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 0 5 8 7 1 6 5 , 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 6 3 4 6 3 2 4 , 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

①  

②  

さらにここに奥行きの数字を重ねていくと３次元と

いいます。

 

３次元  

じ次元  

ジじ  

7 9 1 3 5 4 11

4 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

5 8 3

0 

1 4 9 14

00
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, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

2 4 6 5 7 8 14 , 
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, 
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, 

 
7 9 1 3 5 4 11
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, 
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5 8 3
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1 4 9 14

00
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, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

5 8 3
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1 4 9 14

00
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, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

3 4 6 3 2 4 6 , 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

, 

 

①  

②  

1次元が直線なら2次元は平面、3次元は立体です。さらに3次元のもう１つの方向（残念ながらイメージ

が書けません）を足すと4次元、さらに足すと５次元･･･となっていきます。また、1次元中の１つの数字

は０次元であり点となります。
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佐藤鮮魚は10店舗を展開するまでになりました。佐藤社長が前期の決算をした所、利益が前々期に比べ

かなり落ちていることがわかりました。そしてその原因が粗利率の低下にあることが決算書からわかりま

した。「なぜ粗利率が落ちたんだろう」。佐藤さんは情報システム担当の中村さんに粗利率が落ちた原因

（これが仮説）を考えるために、粗利率表を作るよう指示しました。「商品別に見たいし、店舗別にも見

たい。曜日かもしれない。あるいは月末にやっているバーゲンのせいかもしれないから日別にも･･･」と

考えています。これらを組み合わせた表は表計算ソフトなどのデータベースシステムを使えばコンピュー

タで簡単に出ます。しかしこの数字はここまでですでに4次元であり、その状態を紙という平面で表すこ

とさえできません。そして数字の量は先ほど次元を増やしていった時のように「掛け算」的にどんどん増

えていきます。商品が100種類あって店舗が10店、７曜日、30日とすると実に数字は21万個となってしま

います。この中から犯人である原因、つまり仮説を見つけるのは不可能といえます。

そこでグラフにしようとします。しかしグラフにしては犯人がこの紙の中に隠れてしまいます。この時

はマクロからミクロへ犯人探しという方法をとります。まず10店の店舗別の粗利率表を出します。これは

1次元で10個の数字です。この中からもっとも粗利率が悪い店を見つけます。これで０次元（１つの数字

つまり点）になります。次にそのもっとも悪い店舗の中でもっとも粗利率の悪い商品を探します。次に

もっとも悪い商品の粗利率がもっとも悪い曜日を探します。その曜日の中でもっとも悪い日を探します。

この時数字は１つ、０次元です。これが「犯人」です。犯人はいつも「点」という０次元の姿（1つの数

字）なのです。これが見つかったら次は「その数字になっていない」、つまり「犯人になってもよさそう

なのに、犯人になっていない点」を見つけます。月曜日が原因と考えたら「月曜日なのに粗利率が高い商

品はないのか、さんまの粗利率の高い曜日はいつなのか、他の商品はどうなのか、月曜日にさんまの粗利
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率が高い店はないのか、あるとすればその店はこの店とどこがちがうのか･･･」つまり××別××別××

別･･･と次元を増やしていくのではなく、次元を落として、点という０次元にし、その０次元の要素（店

舗、商品、曜日、･･･）からその点を中心として他のデータを見ていくという形が「仮説立案」の基本で

す。これを一般にデータマイニング（miningとは鉱山で「金」などを掘り当てること。この「金」が犯

人）といいます。

では仮説立案におけるグラフ（折れ線グラフ、棒グラフ、帯グラフ、プロット図･･･）はどういう役割

を果たすのでしょうか。グラフはこの店舗、商品、曜日などの次元をどういう順番で分析していくかを決

めるのに役立つものといえます。グラフもできる限り単純に１次元か２次元程度のものとすべきであり、

店舗別の棒グラフ、商品別の帯グラフ、曜日別の折れ線グラフなどを複数作り、もっとも極端に差が出て

いるもの（店舗間の差が大きいもの）から見ていくと犯人を見つけやすいといえます。



シミュレーションで結果を予測するセオリー48

ワンポイントアドバイス

シミュレーションでの
人間とコンピュータの分担

221

計数分析イメージ

・予測モデルを考えるのは人間、それを使って予測

するのはコンピュータ

⇒予測の精度は人間の責任

・数字をおかしいと思うのは人間、コンピュータは

ただ計算するだけ

⇒人間がチューニングする

・評価変数を出すのはコンピュータ、意思決定する

のは人間

⇒コンピュータが意思決定するわけではない
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計数分析という仕事に有効な手段としてシミュレーション（simulation：まねること）という考え方が

あります。情報システムの世界では「シミュレーションとは現実の社会に模倣した環境をコンピュータ内

に構築し（これをシミュレーションモデルという）、そのモデルに色々な数字を与えることによって、結

果を予測することをいう」と定義します。仮説の実行の局面では仮説にもとづいて、ある手を打ったらど

うなるかを予測して、具体的な「手」を決めることになります。この「手を打つ」ことを一般に意思決定

といいます。

つまり、仮説から意思決定を行う世界では、コンピュータに現実の世界を模倣したシミュレーションモ

デルを作り、特定の「手」を実行したらという仮説をコンピュータに入力し、その結果が「どうなるか」

を予測し、その結果が納得いくものなら実行し、納得いかないものなら「手」を変えて、結果を予測し、

…とやっていき、納得する「手」を見つけるものです。この「手」は相手はコンピュータですので数字で

入力する必要があり、この数字（意思決定を表現した数字）を意思決定変数、「どうなるか」という結果

も数字であることがベターなのでこれを評価変数といいます。

シミュレーションモデルは意思決定変数から評価変数を予測するものとなります。セオリー33で述べた

ように予測は予測モデルと過去のデータから成ります。予測モデルはやり方ですので、コンピュータにプ

ログラム（「やり方」）として認識させます。「過去のデータ」は過去の意思決定変数と評価変数（過去

意思決定を実行したらどうなったか）を集めたものとなります。
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佐藤さんは全店で翌月曜日にさんまの価格を下げようと思っています。意思決定変数はさんまを何％引

くかという数字です。評価変数はこの意思決定のねらいのようなものであり、全店の翌月曜日のトータル

の粗利額、全店の翌月曜日のさんまの粗利額などが考えられます。この中から人間が決めます。シミュ

レーションモデルの過去のデータはさんまの価格と粗利額のデータです。予測モデルはこの過去データを

標本とし、過去と意思決定後の未来のデータを母集団と考え、標本から未来のデータを予測するというも

のになります。この場合は相関、回帰などを行うのがノーマルです。つまり、粗利と相関度の高い変数

（もちろん価格は高いはずです）を複数挙げ、セオリー38で述べたように重回帰分析によって回帰式を求

めます。被説明変数が粗利であり、説明変数が価格、曜日、来店客数、･･･などとなります。

この時シミュレーションでは計数分析イメージの下図のようなチューニングということをよくやります。

例えば実際にシミュレーションをやる前に10％価格を下げてみて粗利額がどう変化するか、15％価格を下

げてみてどう変化するかを見て、人間が「納得できるか」をチェックします。10％価格を下げたら粗利が

２倍になると出て、「そんなことはありえない」と思うなら、自らの納得いくまで説明変数、回帰式など

の予測モデルを変えていきます。

こうしてシミュレーションモデルに納得がいったら、いよいよシミュレーションを実行します。価格を

５％下げたら粗利はいくつになるか、10％下げたらいくつになるかをコンピュータと会話形式で見ていき、

粗利（評価変数）が納得できる価格を決定していくというものです。
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シミュレーションモデルに似た概念にＯＲ(Operations Research)があります。ＯＲとはシミュレーショ

ンモデルの意思決定変数がコンピュータから出てくるものをいいます。つまり評価変数の最大値、最小値

などを計算することで最適値がコンピュータで見つかる時や、コンピュータの中ですべてのパターンの計

算ができてもっとも評価変数の良いものを人間に伝えれば良い時は可能です。

佐藤鮮魚店の例では粗利を最大でなく（もうけすぎるのは良くない）、納得できる値にしたい時はＯＲ

よりもシミュレーションの方が向いているといえます。一方、ある魚を効率良くパックする袋のサイズを

考えている時などにはＯＲが適しています。パックのコストが評価変数であり、これを最小値にするよう

な袋のサイズ（意思決定変数）をコンピュータで計算すれば良いことになります。



反対のことを仮定して棄却するセオリー49

ワンポイントアドバイス

仮説検定の考え方
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計数分析イメージ

・「仮説が正しい、誤っている」ことを証明している

わけではない

・結果から考えて「その仮説が誤っている」「その仮

説が誤っているとはいえない」の２つに分けている

・「そう考える方が普通」というニュアンス
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佐藤鮮魚のＡ店の店長山本さんは、社長からまぐろの刺

身の売上アップ案を検討するよう指示されています。他店

のデータも見ながら考えています。「まぐろは1パック5切

れで500円で売っているが、1パック10切れで1000円で売っ

た方が売上が増えるのではないか」思いました。社長にそ

の仮説を説明したところ「ボリュームが出るかもしれない

が、値段が高くて買わない人も出てくるだろうしなぁ。と

りあえずＡ店で実験してみろ」といわれました。山本さん

は1パック1000円で４週間販売し、毎日の売上金額の結果

は以下のようになりました。そして前４週値と比較してい

ます。

確かに平均売上は上がっていますが、日によっては1パッ

ク500円の方が売上が大きいこともあり、必ずしも１パッ

ク1000円にすれば「売上が伸びる」と断言できません。社

長に「売上が伸びる」と自信を持って言うにはどうしたら

いいでしょうか？この時使われているのが、「検定」とい

う考え方です。この例では「平均値に差がある」とい言え

れば良いので（平均値に差があると言えれば「売上が伸び

る」と言える）平均値の検定、または「2つのデータに差が

ある」と言えれば良いので有意差検定といいます。
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平均値の検定ではまず2組のデータの間に「差がない」と仮定します。「差がない」とすれば2組のデー

タすべてが同じ母集団と考えられて処理しやすいからです。同じ母集団から抽出された２つの標本（「1

パック500円の４週分28個の売上データ」という標本と「1パック1000円の４週分28個の売上データ」と

いう標本）がこのような結果になる確率を求めます。そしてその確率が極端に小さければ、「そんなめっ

たに起きないこと」が起きた（1パック500円でも1パック1000円でも差はなく、たまたま48個のデータに

なった）と考えるのはおかしい。ということは最初に同じ母集団からとってきたと考えたのがおかしい。

つまり1パック500円の28個のデータと1パック1000円の28個のデータは別の母集団であり、したがって母

集団の平均値も異なっていると考えるというものです。

これを実際にやってみましょう。まず確率が何％なら「めったに起きない」と考えるかですが、５％が

その境界線（この境界線を棄却率といいます）としてよく使われます。つまり同じ母集団から先ほどの56

個のデータがとり出される確率が5％より小さければ「そんなことはめったに起きない」、5％より大きけ

れば「起こることもありうる」と考えるのです。もっと厳密にやりたい時は1％を使います。この場合は

「ほとんどあり得ない」くらいの感じです。

次にこの確率をどうやって計算するのかですが、これにはｔ値という計算値を使います。この56個の

データからｔ値を計算してみると約2.5となります。一方確率5％の時のｔ値は2.0です。これはｔ値が2.0

より大きくなる確率が5％ということを意味しており、2.5になることは５％もありません。したがって

「めったに起きない」と考え、母集団が同じという仮説はまちがい（これを仮説の棄却という）、2組の

データは平均値がちがっていると考えるわけです。つまり「1パック1000円にした方が売上は伸びる」と

いうことになります。
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このｔ値はエクセルなどの表計算ソフトを使うと簡単に出ます。まず先ほどの28個のデータ2組を表の

中に入力します。次に「分析ツール」という機能の中から「等分散を仮定した2標本による検定」を選び

ます。変数1、2の入力範囲を聞いてきますので、それぞれ28個のデータを指定します。棄却率は0.05

（５％）にセットされていると思います。これでＯＫを押せば次のような表が出力されます。

ここでｔ値はマイナスになっていますが、変数1（1パック500円）から変数2（1パック1000円）の差を

ベースとしてｔ値を計算しているからで、変数1と変数2を取り替えればプラスになります。つまりマイナ

スは無視してＯＫです。５％のｔ値はｔ境界値両側という所に出ています。このように平均値の検定には

ｔ値が用いられるのでｔ検定ともいいます。

上の図で「等分散を仮定した」と書いてありましたが、これについて簡単に説明しましょう。
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先ほどの28個のデータ２組に平均値に差がなかったとしてもバラツキが大きい時には「たまたま」このよ

うに28個が2組できてしまうこともあります。上の例では「等分散を仮定」（分散は標準偏差の2乗）とい

うのは2組のデータのバラツキが同じと考えて検定していくというものです。つまりもっと正確にやるな

らば2つの組にバラツキの差がないことを検定しなくてはなりません。バラツキの検定にはF値という2つ

の分散の比が用いられます。これも表計算ソフトなどで「Ｆ検定」というものを使えば簡単に計算できま

す。実際にやってみると棄却率5％のＦ境界値が0.52で、今回のＦ値（「観測された分散比」と出てきま

す）は0.80になります。比は1に小さいほど差がないので、この2つの組に分散、つまりバラツキの差はな

いといえます。

検定はｔ検定、Ｆ検定のほかにもさまざまなものがあります。例えば佐藤鮮魚がある仕入先からカニを

買った所、どうも「オスの方が多い」と感じました。メス・オス同じ値段で買ったのですが、メスのほう

が顧客に人気があります。調べてみると買った126匹中、オスが70匹、メスが56匹でした。果たしてこれ

で「オスが多い」といいきれるでしょうか。「たなたまではないか」（オスが多いこともある、メスが多

いこともある）という反論にどう答えればよいでしょうか。これにはχ2（カイ２乗と読む）検定が用いら

れます。

で計算されます。「オスとメスは数は等しい」が仮説であり、理論値は126匹の

半分63匹、実現値は70匹、56匹です。
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したがって となります。

５％の棄却率で自由度１（自由度というのは標本データから１を引いたもの、この場合は70匹、56匹

という2つの標本なので自由度は１）のχ2の境界値は3.8（χ2分布表で求められる）です。

つまり５％のχ2の境界値より小さくなり、このような結果になる確率は5％以上あることになります。

つまり「オスとメスが同じ数ある母集団から取り出しても、たまたま70匹、56匹となることもある」と

考えられるということです。もう少し数学らしくいうと、「オスとメスが数は等しい」という仮説を棄却

できないということになります。



ワンポイントアドバイス

情報システムの価値は期待利益のアップセオリー50

情報システムのROIのポイント
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計数分析イメージ

・Ｒ、Ｉともアバウトに計算する

・システム別、業務別ではなく情報別に計算する

・基本的にはＲＯＩの高いものから優先していく
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最後に情報システムの価値を考えてみましょう。コンピュータが企業に導入された初期の頃は「早く正

確に計算する」という機能を使って仕事が合理化されます。この時、コンピュータを導入することによる

リターンつまり価値はこの合理化した費用といえます。しかし今やコンピュータは情報を手に入れるツー

ルとなり、情報システムと呼ばれるようになりました。情報システムの価値はその情報を手に入れたこと

によるリターンと考えられます。

佐藤鮮魚では以前よりいわしの粗利が問題になっていました。仕入れは毎日行い、前日の夕方に10匹、

20匹、30匹の３パターンから選んでいます。また当日仕入れたものは翌日売ることができず、夕方には値

引きをし、それでも売れ残ると廃棄していました。現場ではこの廃棄ロスを恐れて欠品を起こしているこ

とも多いようでした。天気によって売れ行きが大きく変わるので、昨年の各天気の確率を調べたら晴れが

1／4、くもりが1／2、雨が1／4でした。そこで佐藤鮮魚では情報システムを整備して、1年間、店舗別、

天気別、仕入パターン別の粗利を計算しました。またこの際、各天気での需要を予測して欠品を起こした

場合の損失（売れたはずの利益）も考慮して計算しました。その結果Ａ店では計数分析イメージのように

なりました。マイナスは廃棄や欠品が多い時です。またＡ店の昨年1年間の平均粗利は200円／円でした。

Ａ店では今日からこのデータを使って仕入をしようと思います。まず明日の天気がわからない場合で考

えて見ましょう。10匹仕入れたとき、いくらの粗利が出ると考えるべきでしょうか（これがセオリー33で

述べた粗利の期待値）。明日の天気も晴れの確率1／4、くもりの確率1／2、雨の確率1／4と考えて

10匹仕入れた時の期待値＝ となります。

同様に20匹、30匹の場合は
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20匹仕入れた場合の期待値＝

30匹仕入れた場合の期待値＝

となりもっとも期待値の高い30匹仕入が採用されます。これにより1325－200＝1125円の粗利のアップが

期待できます。1年間にすると1125×365＝410,625円となります。これがＡ店から見た情報システムの価

値といえます。これに他の魚、店舗を加えていくと情報システム全体の価値が算出されます。

もし明日の天気が正確にわかる「天気予報情報」が手に入ったとします。この時、もしわかった天気が

晴れ（晴れが手に入る確率は1／4）であれば30匹を仕入れ5200円の粗利を得るでしょう。同様にくもり

であれば20匹、雨であれば10匹仕入れることとなります。

したがってこの時の粗利の期待値＝ となります。つまり昨年より

2375－200＝2175円の粗利アップが期待されます。1年間にすると2175×365＝793,875円となります（明

日の天気は正確にはわからないので、これよりは少し期待値が下がると考えられますが）。

情報の価値とはそれを使う人によって異なります。上の例で言えば情報システムが整備されたＡ店に

とって正確な天気予報は2375－1325＝1050円で、1日当たり1050円の価値があります。情報システムの

ない時代のＡ店にはあまり価値がありません。
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情報の価値は人間が行う意思決定（上の例では仕入パターンを考える）の確実性を増す（つまり期待利

益などを増やす）価値があるわけです。その価値をリターンと考え、情報システムにかけるカネを投資と

考えてＲＯＩを計算します。これが情報システムの収益性の指標です。情報システムは一般に収益や付加

価値の一定比率を投資するという形で予算化されます。そのうえで各々の 情報について個別に「ざっ

と」ＲＯＩを計算して、ＲＯＩの高い情報から優先的に、そして予算内でシステム化していくのがセオ

リーです。
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