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プロローグ

カネだけはイノベーションできない
多くの日本企業は今、イノベーションを志向している。それは「経営環境が変化
したから」「このままでは厳しい戦いに生き残れないから」という理由ではない。イ
ノベーションを志向している企業のほとんどはコストダウンなどの合理化を徹底し、
経営が安定して、キャッシュリッチ状態（会社にカネが溢れている）となっている。
私は外からこのイノベーションをサポートする仕事をずっとやってきたが、ここ20

年で付き合ってきたクライアント企業はすべてこのキャッシュリッチ状態にある。つ
まりお金持ちである。
ではなぜお金持ちの彼らはイノベーションするのだろうか。
それは成長が止まり、シェア、売上を目指すことができなくなり、“利益”という得
体の知れないものを目標にするためである。利益を出すにはカネを使わずにカネ
を貯めていけばよい。
しかし人間で言えばカネを使わず貯金していくのは老人である。この老化した企
業には“夢”がない。経営者から見れば、組織の末端で働く若者たちに夢が与えら
れない。自分たちが若い時は利益なんか気にせず、ライバルを倒して日本一の
シェアを取ることが夢であった。毎日が戦争でワクワクしていた。
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ここで企業は夢を求めてイノベーションという若返り策をとる。そして自分たちは何
を目指していくのか、何のために働くのかという議論をはじめる。
このプロセスを書いたのが、拙著「コーポレートイノベーション」（2006年:産業能率
大学出版部）である。これを教科書として私はイノベーションを担う経営者、マネ
ジャー、リーダーを育て続けた。そしてその数は1万人を超えた。
しかしどうしてもイノベーションできない領域が残ってしまった。それが「カネに関
するイノベーション」である。

ファイナンス・ブラックボックスの呪縛を解く

カネに関する仕事はファイナンス（カネを集める）→投資（カネを使う）→アカウン
ティング（使った結果を報告する）というフローから成る。
その出発点のファイナンスという仕事が、多くのビジネスマンにとって完全なブ
ラックボックスとなってしまっている。だからカネに関する仕事全体が遠い世界の
話であり、アンタッチャブルな領域である。アンタッチャブルの仕事などイノベー
ションできるはずもない。
なぜこんなことになってしまったのか？
それは企業がファイナンスをアウトソーシングしているためである。
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創業してから上場するまで、企業はカネに関する仕事を銀行にすべて丸投げ
しており、銀行にカネという命綱を押さえられている。だから経営にとって最大の
仕事と言える「投資」の意思決定すら、銀行にお伺いを立て、OKをもらって事業を
遂行していく。
多くの企業はそこから脱却すべく上場を図る。しかし上場して借金を返しても、
今度は証券市場、投資家という人たちとつき合わなくてはならなくなる。そして彼ら
とのつき合い方を、監査法人などのコンサルティングファームから教えてもらう。
このファームで働くコンサルタントは一般企業の勤務経験はなく働く人の気持ち
がわからない。そして「会社は株主から選ばれた経営者たちが労働者を雇ってい
る」と思い込んでいる。その経営者たちが従業員からキャリアアップしたことを見
落としている。

このコンサルタントは「企業は利益を目指すもの」という“教え”を、経営者たちに
押し付ける。そして経営者たちも何のためらいもなく、利益を目指すことに合意し
てしまう。利益を上げるためにヒトを削り、投資をやめ、出銭を減らし･･･という貧乏
生活を目指す。先ほども言ったが、カネを使えば利益が減るからである。そしてカ
ネは金庫に溢れる。これがイノベーションの敵である。どう考えても「企業はカネを
貯める所ではなく、カネを使う所」である。
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本書の第1の目的はこのファイナンス・ブラックボックスをオープンにし、「投資
＝どうやってカネを使うのか」という企業としての最大の仕事を自らの手に取り戻
すことである。

なぜ一般ビジネスマンはカネに関することがわからないのだろうか？
それはいつもファイナンスの話が途中から始まっているからである。まるで推理
小説を途中から読み、犯人を知り、「なぜこの犯人としたのかがわからない」と思う
のと同じである。だからちっともおもしろくない。
ファイナンスを勉強しようとしても、基本、原理･原則といったことは教えてくれず、
ルールやテクニックばかりを不思議な講師からレクチャーされる。この人たちの
言っていることがわからないので、自ら学ぼうとすると、多くの人は簿記から入る。
しかしこれはルールであり、ルールを覚えてもますますブラックボックスになってく
る。それは「なぜそういうルールにしたのか」がわからないからである。
私は自分で会社を創った時、このカネに関する仕事を自分でやった。そしてかつ
てないほどこの仕事にストレスを感じた。それはなぜこんなややこしいデータの入
れ方をするのかがわからなかったからである。そしてその紐が解けた時（この紐を
解いてくれたのは何と税務調査という税務署の監査であった）、「なぜわからない
か」がわかった。それはわかっているヒトが少ないからである。

ファイナンスをイノベーションに生かす
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その後、私は何千人というビジネスマンと話した。その中にはカネに関する仕事
のコンサルタント、公認会計士、税理士、銀行マン、会計学者、経理部門の人とい
うプロもいた。この人たちと話して気づいた。「彼らも知らない」。
なぜ知らないのかと言えば、知らなくても何も困らないからである。彼らの仕事は
ルーチン化されていて、その通りやればよい。「なぜ」なんていらない。
本書はこの「なぜそういうルールになったのか」を解くことを命題とし、基本、原理･
原則というスタートラインから考える。ファイナンスというストーリーは最初からじっく
り読めば、意外にわかりやすい。そしてその基本、原理･原則がわかればイノベー
ションにこれを生かすことができる。
本書の第2の目的はここにある。すなわち「ファイナンスをイノベーションに生か
す」ということである。これが本書のタイトル、ファイナンスイノベーションである。

ジャパニーズファイナンス理論

一般ビジネスマンがファイナンスを理解できない理由がもう1つある。それは学べ
ば学ぶほど、そこに違和感を感じるからである。ファイナンスはアメリカで生まれた
考え方であり、そのバックボーンは数学である。カネという数字を使う世界なので
当然といえば当然である。
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私もこの本を書く前に最先端のファイナンス理論を学ぶべく「コーポレートファイ
ナンス」という本を20冊くらい読んだ。読んだ後の感想は「言っていることはよくわ
かる」というものであった。数学だけに理路整然としており、反論の余地がない。
しかし「しっくり来ない」。それはその理論を使う「会社」という舞台がアメリカと日
本では全く違うからである。
数学には公理という出発点が必要である。これは「皆が認めたこと」であり、証明
を不要とするものである。つまり理論の原点である。
アメリカン･ファイナンスの公理は「会社は株主が所有する」ということにある。「会
社が持っているすべての財産は株主のものであり、経営者は株主の代理人として、
うまく労働力を使って、株主のために利益を出す」というものである。これが資本主
義（社会は資本家のもの）である。
一方、日本に資本家はいない。オーナーたる創業者はいるが、彼らは資本家で
はなく仕事のキャプテン（リーダー）である。つまりカネを出すだけでなく仕事を行い、
そして時とともに経営者は創業者から従業員へと移っていく。
この会社から見れば、株主はオーナーではなく、カネを出すスポンサーであり、証
券市場でマネーゲームを行うギャンブラーである。
この基本的発想が違うので、アメリカ型のファイナンス理論をいくら学んでも、そし
て仮に何とか理解できても、実際の仕事には使えない。全く別世界の理論のため
である。
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本書の第3の目的は、日本におけるファイナンス理論を確立することである。そし
て本書ではこの理論を理解するとともに、どのように経営、マネジメントといった仕
事に生かすかをさまざまなケースを通して学習するものである。
本書はイノベーションを目指す新しい経営者、新しいマネジャー、一般ビジネスマ
ンがファイナンスを学習するための教科書として作られている。
本書の構成
本書は2部構成となっている。
PARTⅠはファイナンス、アカウンティング、投資といった知識を体系化したもので
ある。本書ではこれをファイナンスナレッジと呼んでいる。このファインナンスナレッ
ジを理解する前提知識である「第0章会社を知る」からスタートして、ファイナンス、
アカウンティング、投資について説明している。
ここでは「アカウンティングの“ある部分”がわからないとファイナンスの“ある部
分”がわからない」「アカウンティングの“ある部分”がわからないとファイナンスの
“ある部分”がわからない」という形でナレッジが錯綜している。だからと言って錯綜
して説明していくわけにはいかない。まずはPARTⅠを一通り読み、理解したうえで、
もう一度ナレッジとして身に付けるべく頭から読んでほしい。
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このPARTⅠの中身は私がセミナーで何度も話しているコンテンツだが「どんな人
でも必ずわかる」。ファイナンスアレルギーを持たず、恐れず、読んでほしい。今ま
でのセミナーで、わかりたいと思ってわからなかった人には会ったことがない。そし
て本書はセミナーよりも、もっともっとやさしく書いている。

PARTⅡは「ファイナンスナレッジを仕事に活かす」ということがテーマであり、これ
をファイナンスノウハウと呼んでいる。
かつての日本企業ではファイナンスナレッジがほとんど生かされていなかった。
例えば今やセールスマンの基本となっているソリューションセールス（商品を売るの
ではなく、自社商品で顧客の課題を解決する）でも、顧客の予算が付いてからやっ
とセールスをスタートする。このファイナンスノウハウを学び、顧客予算を付ける所
から、すなわち顧客のカネの集め方（ファイナンス）から提案を目指してほしい。
このファインナンスノウハウを4つの分野に分けている。経営、マネジメント、マー
ケティング、ITである。

PARTⅠがセミナーで言うレクチャーなら、PARTⅡはケーススタディである。つま
りPARTⅡの内容、事例を、自分の仕事にそのまま活かすのではなく、このケース
を参考に自らで活かし方を考えてほしい。
本書で多くのビジネスマンがファインナンスを学び、考え、ここにカネに関するイノ
ベーションが起きることが本書の願いである。
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PART1 ファイナンスナレッジ

・・・第0章会社とカネを知る



１．会社とカネを定義する （１）会社の定義

１．会社とカネを定義する

会社、法人、企業という言葉はファジーに使われている。まずはこれをしっかり定
義してみよう。
企業を「特定の目的を持って、計画的かつ継続的に仕事をする組織」と定義する。
「サラリーマンが仕事の休みに魚釣りをやって、魚がたくさん釣れたので、これを魚
屋に売って儲かった」というようなものは企業ではない。
この人が「小遣いが少ないので、何とか増やそうとして（特定の目的）、鯛が売れ
ると一番儲かるので鯛を釣るために場所を探して、そのための釣りざおを買い、鯛
をグラムいくらで魚屋へ売るかを交渉し（計画的）、毎週末には釣りに行く（仕事を
する）」となれば、これで企業である。
企業は個人企業と法人企業（略して法人）に分かれる。先ほどの人が魚釣りが儲
かるので会社を辞めて魚屋を始め、従業員を雇い、屋号を「内山魚店」とした。こ
の「内山魚店」はまだ個人企業である。「内山魚店」の名前は社会的に認められて
いない。例えば、「内山魚店」の名前で銀行口座を開設しようとすれば登記簿謄本
が必要となり、これがなければ個人名で口座を作るしかない。
ここで何らかの法律で「内山魚店」という名前を認めてもらえば、法人となる。法
人は「法律でその企業の名前を認めてもらい、あたかも普通の人のようにその名
前でさまざまな活動ができるようにしたもの」と定義される。

（１）会社の定義



法人はさまざまな法律で作ることができる。そしてその法律によってその企業が
「やらなくてはならないこと」「やってはいけないこと」を定めている。そのため数え切
れないくらいの法人のパターンがある。この法人を大きく次の3つに分けてみる。
・社団法人･･･特定の目的（先ほどの企業の定義にある「目的」と同じ）で集まった
「人間」と彼らが行う「仕事」について法律で定められているもの。集団の基はヒトで
ある。この法人を設立するために集まったメンバーを社員という。一方、設立された
社団法人で働く人たちは従業員、使用人と呼ばれる。
・財団法人･･･特定の目的のために集められた“財産”の使い方（カネの使い道）
を法律で定めるもの。集団の基はカネである。
・その他の法人･･･上記以外の法人
社団法人はさらに営利法人と非営利法人に分かれる。この「営利」とは儲けを目
的とするということだけではなく、「その儲けをメンバー（先ほどの社員）に分配す
る」ということがその定義である。儲けを分配するのが営利法人、しないのが非営
利法人である。
この「営利法人の社団法人」を「会社」と定義する。会社は特定の目的を持って計
画的、継続的に仕事を行うために（企業）、特定の人（社員＝株式会社でいえば株
主）が集まって作った組織であり、儲けは社員に分配される。この会社について定
めた法律が会社法である。



ついでに会社以外の法人についても定義しておく。一般に非営利法人（儲けを分
配しない)の社団法人（つまり会社以外の社団法人）を単に社団法人と言い、営利
法人の社団法人は会社と言う。
財団法人は誰かから寄付された財産で仕事を行うものである。寄付された財産
の利子などをベースとして事業を進めるが、非営利法人であり、その事業が生ん
だ儲け、財産などを分け合うことができない。日本相撲協会など数多くのものがあ
る。
2008年に公益法人制度改革としてルールが改定され、「非営利の社団法人」と
「財団法人」を、「公益法人」と「一般法人」の2つに分けた。公益法人（公益社団法
人、公益財団法人）とは「社会利益のために事業を行う」ということを“おかみ”から
認定された法人で、税金面での優遇措置（例えばこの法人への寄付は税額控除さ
れる）が受けられるものであり、その認定には非常に厳密な手続きが求められる。
それ以外が一般社団法人、一般財団法人であり、公益目的ではない事業を行うも
のである（少しややこしいが、非営利法人なので儲けの分配はしない）。設立は会
社と同様に基本的には認められる。
「その他の法人」の多くは個別の法律でその仕事のやり方を決めているものであ
る。学校法人、宗教法人、NPO（Non-Profit Organization：NPO法で認められた
ボランティアや市民活動のための法人）、特殊法人（国が特別の法律によって作る
もの。NHKなど）、独立行政法人（国の仕事の一部を独立して行うもの。国民生活
センターなど）がある。



公益法人やその他の法人は国の認可を必要とするものなので、その認可を行っ
た役所を「監督官庁」と表現する。また広い意味で言えば、役所そのものも法人で
あり、公法人と言う。
一時大騒ぎされた「郵政民営化」は郵便局という公法人を、日本郵政公社という
特殊法人に変え、さらに日本郵政という会社へ変えるものである。



（２）カネに関する仕事

経理、財務、会計、簿記といった言葉はすべて会社における「カネに関する仕事」
であるが、この言葉はかなりファジーに使われている。まずは「経理」という言葉を
「カネに関する仕事すべて」と定義する。そのうえで経理を次のように分類する。
①ファイナンス＆投資
英語のfinanceは「支払い」が語源であるが、ここから転じて支払いをするために

「必要なカネを調達する」という意味を持つようになった。
financeの日本語訳は財務である。財務は辞書に「財政に関する仕事」と書いて

ある。財政とは「国のカネの調達と運用」という意味である。「財政改革」といった時
はこの意味である。これが転じて、財政は「企業のカネの調達を運用」という意味で
使われるようになった。そのため財務は辞書によると「企業のカネの調達と運用に
関する仕事」と書いてある。しかし一般に財務という仕事が「カネの運用」を指すこと
はない。会社の財務部はカネを使う部門ではない。この「カネを使う」という仕事は
「投資」（investment）と定義される。
本書ではfinanceをファイナンスと訳さず使い、「企業として必要なカネの量を算

定し、これを調達する仕事」と定義する。“財務”という言葉はビジネスであまりにも
広い意味で、そしてファジーに使われているので、これを使用しないこととする。

（２）カネに関する仕事



しかしややこしいことに英語のfinance、そして和製英語のファイナンスには「カ
ネを融通する」という意味もある。日本語では金融である。ABCファイナンス、
ABC金融と聞いてどんな会社をイメージするだろうか？「カネを調達する会社」で
はなく、「カネを貸す会社」というイメージだろう。こういう会社を金融業＊と言う。本
書ではファイナンスをこの意味では使わず「金融」と表現する。金融とは金融業が
行う仕事、つまり「カネを融通する仕事」と定義する。

＊ 金融機関と言うことも多いが、本書は金融を業（なりわい＝プロ）にするという意味で金融業と呼ぶ。



アカウンティング（accounting）は日本語の「会計」と同義である。この会計は飲
み屋に行って帰りに言う「お会計して」の「会計」と同意である。ここでの会計は
「私がこの飲み屋で使ったカネを一旦ここで締めて、メニューに書いてあるルール
で計算し、その結果を私に報告してくれ」という意味である。企業におけるアカウ
ンティング（会計）も全く同じで「カネの出入りを管理して、ある時期にその明細を
特定の人に報告する仕事」と定義される。
アカウンティングには報告先、期間、方法という3つの要素があり、その仕事の
結果としてアカウンティングレポート（＝会計報告書）というアウトプットが出る。
このアカウンティングという仕事は2つに分けることができる。1つは定義の前半
にある「カネの出入りを管理して」という部分の仕事であり、「簿記」とよばれる。
飲み屋で言えば「注文されたものを伝票に付ける」というものである。
もう1つは後半の「ある時期にその明細を特定の人に報告する」という部分の仕
事である。この“時期”のことを「締め」と言い、「締め」によって計算することを「決
算」、そのアカウンティングレポートのことを「決算書」（飲み屋で言えばレシート）
と言う。会社はこの締めの時期を1～12月のいずれかの月末に決められる。この
月を決算月、この月末の日を決算日と言う。日本でもっとも多い決算月は国の決
算に合わせた3月である。

②アカウンティング



アカウンティングレポートにはさまざまなものがあるが、その代表は次の2つであ
る。
・貸借対照表･･･ある時期に会社が持っている財産の一覧を書いたアカウンティン
グレポート。ここには財産目録だけ出なく、その財産をどういうカネで買ったか（ファ
イナンスの方法、借金か自分のカネか･･･）もあわせて書いておく。英語では
Balance Sheetであり、以降これをB/Sと略す。バランスシートを直訳すると対照表
であり、「貸借」にはほとんど意味がない。
・損益計算書･･･「収入－支出＝儲け」という形で、一定期間の儲けを計算するアカ
ウンティングレポート。英語ではProfit and Loss statementであり、以降P/Lと略す。
カネに関する仕事は、ファイナンス（カネを集める）→投資（カネを使う）→アカウ
ンティング（カネを報告する）と流れるが、本書ではファイナンス（第1章）、アカウン
ティング（第2章）、投資（第3章）の順に説明していく。



（３）カネの定義

次はカネそのものの定義である。
①キャッシュフロー
まずは「キャッシュフロー」である。これを理解するために「フロー」と「ストック」と
いう言葉の意味をはっきりさせる。
プールに水を入れているシーンを浮かべてほしい。プールの底には穴が空いて
いて水が出て行く。入ってくる量が出ていく量より多いと水がプールにたまっていく。
午前10時の時点で下のようにたまっているとする。この斜線部分を10時時点の
ストックと言う。

（３）カネの定義



10:00

水

水のストック

1時間後の11時になってさらにストックが増えた。この10時から11時までに増えた
量がフローである。

10:00

水のフロー
11:00

すなわちフローとは「一定期間内のストックの変化量」のことを言う。
キャッシュフローとは一定期間の現金変化量（増えていれば現金増加量、減って
いれば現金減少量）のことである。例えば「今期のキャッシュフロー」とは「今期に
増えた現金の量」を指している。



次は資金、資本である。辞書ではともに「元となるカネ」であるが、会社のカネ
の世界ではこれを下のように定義する。
・資金（fund）･･･会社の仕事のために必要となるカネで、会社の外にあってまだ手
に入れていない状態のカネ。
・資本（capital）･･･資金をファイナンスによって会社内部に調達した状態のカネ。
カネは買うモノを決めてから調達するのが原則である。読者の方もとりあえず借
金してから買うモノを決めるのではなく、買うモノ（特に価格が高いもの、住宅、自
動車･･･）を決めてから、カネを調達（住宅ローン）するはずである。会社においても、
ファイナンスという仕事の一環として「買うモノ」を決め、そのために資金を調達し
（これで資本となる）、その資本で予定したモノを買う。こうして「資本で買った財産」
を略して「資産」（asset）と言う。

②カネのライフサイクル



この資本が資産になる瞬間が、先ほど定義した「投資」（investment）である。投
資は「資本を財産に投げる」という意味である。
会社は何のために資産に投資するかと言えば、投資したカネ（資本、もともとは
資金）を増やすためである。この資産を使ってカネを増やすことを「オペレーショ
ン」と定義する。オペレーション（英語はbusiness operation）は事業活動、営業
（アカウンティングの世界ではこの言葉を使うことが多い）といった表現もするが、
本書ではそのままオペレーションとして使う。
このオペレーションによって「増えたカネ」がキャッシュフローである。キャッシュ
フローは再度、資本というカネとして資産に投資される。これを「回転」（turnover）
と言う。投資した資本に対してどれくらいのカネが戻ってくるかを資本回転率と言
う。資金から見ると資金回転率、資産から見ると資産回転率である。
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魚屋で1匹80円のいわしを1000匹買いたいとする。このためには8万円の資金
が必要となる。これを借金で調達すると（ファイナンス）、この8万円が資本となる。
一方、貸す方から見れば魚屋にカネを融通したので金融である。魚屋はこの資
本8万円をいわし1000匹に投資する。このいわしという資産は何のために買った
かといえば無論食べるためではなく、「売る」というオペレーションによってカネ（資
本8万円）を増やすためである。1匹100円で1000匹売れれば、借金を返しても2

万円カネが残る。この2万円がキャッシュフローであり、これを資本として、再びい
わしを買えば回転である。
このカネの動きを一定期間ごとに報告するのがアカウンティングという仕事であ
り、アカウンティングレポートの中心はオペレーションによって得た儲けを報告す
るP/Lと、決算日時点の資産とそれを買った資本の明細（カネの状態）を報告する
B/Sである。



２．株式会社 （１）株式会社の発想

会社には色々なタイプがある。
会社は前述のとおり社団法人である。社団法人は「社員がカネを出し合って仕事
をする」というものが原則である。そしてこのカネを出し合ったヒト（社員）が儲けを
分け合う（＝営利法人）。この「出し合うこと」を出資、「分け合うこと」をシェア
（share）と言う。これが会社の原点であり、このタイプを合名会社という。社員は共
同事業主となり、会社としての「責任」も共同で担う。この「責任」とは会社がした借
金も、会社のカネで払えなければ社員が自分の財産で払うことである。これを無限
責任と言う。
この合名会社が少し進化して、会社の借金に対して「出したカネしか責任を負わ
ない」という出資者を作ることもできる。これを有限責任と言う。このように無限責任
社員と有限責任社員がいる会社を合資会社という。
さらにこれが進化して有限責任社員だけとなったものが株式会社であり、現在

の日本の会社のほとんどすべてである＊1。この株式会社の有限責任社員のことを
株主と言う。
株（株式＊2）とはこのカネを出したことによる「権利」のことを言う。株という権利の
内容は大きく「シェア」と「ストック」（stock）という2つに分かれる。

２．株式会社

（１）株式会社の発想



さらにシェアは大きく2つの権利に分けられる。1つは5ページで述べたように営利
法人の原点である「儲けを分け合う」ということである。株式会社ではこの分け前を
配当と言う。
このシェアのためには「出資1口当たり」という概念が必要となる。100万円出した
人と1000万円出した人が同じ配当というわけにはいかない。出した「口」に応じて
配当を行うべきである。この「口」のことも「株」と表現する。英語ではequity（エクイ
ティ）である。equityはイコール（equal）の派生語であり、公平、平等という意味であ
る。つまり「1口あたり公平に」がエクイティである。
もう1つのシェアはガバナンス（会社をガバナンスすること。コーポレートガバナン
スと言う）である。ガバナンスは日本語では「支配」「統治」と訳されるがややニュア
ンスが異なる。これについてはこの後で詳しく述べる。
株のストックとは、日本語で言えば残余財産分配権である。株主が出資したカネ
は資本金と呼ばれるが、会社から見るとこれを株主に返す義務はない。返す義務
があればそれは借金であり、出資ではない。しかし株主はこの会社のオペレーショ
ンをやめる権利を持っている。やめて会社の借金を返せば、残った財産はすべて
株主のものである。
「株」という日本語にはシェア（分け合う）、ストック（残余財産）、エクイティ（出資1

口）という意味がある。
＊1 以前は有限会社という株式会社の簡易版（作るのが簡単）があったが、現在は作ることができない（できてし
まったものはそのまま続行してもよい）。
＊2 株、株式という言葉は同意で使われている。本書では基本的には「株」という言葉で統一するが、○○株式とい
う表現が一般的な時はこれを使うものとする。



（２）コーポレートガバナンスの発想

株式会社のバックボーンとなるイデオロギー＊は資本主義である（残念ながらこ
の「資本」という言葉は先ほど定義した資本とは少しニュアンスが異なる。他に言
葉がないのでこのまま使うこととする）。
資本主義とはカネ（資本）が社会の中心となるというイデオロギーである。ここで
考えているのは「生産手段などの私有財産とカネを持つ資本家が、労働力を買い、
これと私有財産、カネを組み合わせて、財を生産して益を得る」という社会である。
そしてこの私有財産の1つとして会社を持つ（所有、ownと表現する。この資本家
のことをオーナーと言う）ことを認めるものである。会社を含めて、私有財産を一
切認めないのが共産主義、私有財産は認めるが会社所有は認めないというもの
を社会主義と言う。
資本主義下において株主はオーナーであり、株式会社を所有する。したがって
儲けの分け前としてのシェア、そして最後のストックという権利を持つ。ここで働く
人（従業員と表現する）は儲けの分け前ではなく、労働の対価としての給与を受け
取る。

（２）コーポレートガバナンスの発送



この資本主義の下で株式会社は進化を遂げ、所有とオペレーション（事業活動）
が分離していく。株主は所有のみとし、オペレーションを別の人間に委任するよう
になっていく。この委任された代理人（agent）を経営者と呼ぶ。ここに株主は経営
者に対してガバナンスという権利を持つことになる。会社のガバナンスであるので
コーポレートガバナンスと言う。
ガバナンスを構成するものは大きく3つある。「指名」、「監査」、「報酬」である。
「指名」とは経営者を選ぶ権利（クビにする権利も含めて）であり、ガバナンスの基
本的権利である。したがって「ガバナンス≒経営者を選ぶ権利」と表現してもよい
くらいである。
「監査」とは経営者の行うオペレーションをチェックする権利である。その基本は経
営者からのアカウンティングである。経営者は株主に対してアカウンティングレ
ポートを提出しなくてはならない（アカウンティングの所で述べた報告先が株主で
ある）。アカウンティングレポートのチェックを通して経営者のオペレーションを監
査し、納得がいかなければ経営者を解任する。アカウンティングレポートの代表は
B/SとP/Lである。B/Sは株主が出したカネがどのような資産となっているかを
チェックするものであり、P/Lは儲けの分配である配当を計算するものである（儲
けの分配を配当するので「儲けがなければ配当できない」）。
この監査によって経営者の「報酬」を決定する。
そしてこのガバナンスは株主がシェアして持っている。

＊ 社会などに対する基本的な考え方のこと。



（３）アメリカのコーポレートガバナンス

日本を考える前に、資本主義発祥の地アメリカのコーポレートガバナンスから
見ていこう。
アメリカには各州ごとに会社法（corporate law）があるが、あまり大きな違いは
ない。日本の株式会社にあたるものが事業会社（business corporation）である。
これは株主総会（stock-holders meeting）が最終意思決定機関である。この株
主総会はshare-holders meetingと言うこともあるが、基本はストックである。即ち
これは株主の最後の権利であるストックを行使するかしかないかを決める最高会
議である。会社をやめるかどうかを1年に1度ストックホルダーが集まって決めよう
というものである。もし続行を決定すれば、シェアである。つまり配当を決め、ガバ
ナンスである。ガバナンスの「指名」によって選出される経営者を取締役
（director）と言い、複数が指名される。したがって彼らが集まり取締役会（board 

system、board of directors）を作り、ここで合議して経営を進めていく。日本のよ
うな監査役は存在しない。ガバナンスのうちの「監査」は株主が直接行う。

（３）アメリカのコーポレートガバナンス



しかし大手上場会社は次のようなガバナンスシステムを採る。
取締役が役員（officer）を選任し、仕事の一部をこの役員に権限委譲する。取締
役会は経営における基本的な意思決定（例えば大型の投資）を行ない、経営の実
行（＝オペレーション）は役員が行う。役員には多数のメンバーが選任される。日本
で言う管理職クラスも役員ということもある。この人たちをオペレーティングオフィ
サー（オペレーションを担当する役員）と言う。その役員の中の幹部クラス（日本で
言う常務以上）を上級経営執行役員（executive officer）と言い、彼らが経営会議
（このスタイルではこれをボードということが多い）を形成し、ここでオペレーションの
意思決定を行う。このボードのトップがCEO（Chief Executive Officer：最高経営執
行役員。最高経営責任者として訳されることが多いが、あまり適切な訳とは言えな
い）である。
こうして取締役会が経営者の指名、監査、報酬というガバナンスを代行し、ボード
が経営（オペレーション）を行うという形をとる。
しかしボードメンバーである上級経営執行役員の多くは取締役を兼務し、かつ取
締会のトップである議長（chairman、日本では会長と言う）とCEOを兼務することが
多く、ガバナンスとオペレーションの分離が必ずしもできていない。
そのため株主としてのモニタリングモデル（常時オペレーションを監査する機関）と
して社外取締役（オペレーションを行わない取締役。つまり上級経営執行役員以外
の取締役）を選任する。1970年代には上場要件として、この社外取締役が監査委
員会を形成することとなった。



しかし2001年のエンロン事件（不正アカウンティングを行い、長年にわたってそれ
が発覚されなかった）を機に、コーポレートガバナンスの規制が強化される。

2003年ニューヨーク証券取引所は次のようなコーポレートガバナンス規制を定
める。
・取締役会の過半数を社外取締役＊1で構成
・社外取締役だけの会合を定期的に開催する
・監査委員会だけでなく、指名委員会＊2、報酬委員会を設けること
まさにガバナンスの3要素を委員会として作ることを義務付け、かつ3委員会とも

社外取締役だけで構成するようにしている。
そして現代のアメリカ上場企業では社内取締役はCEO1人というのが一般的と
なっている。

＊1 正確には独立取締役。社外取締役の定義は「従業員以外」であることだが、もう少し条件が厳しい。
＊2 正確には指名･コーポレートガバナンス委員会：nominating／corporate governance committee。



（４）日本のコーポレートガバナンス

（ⅰ）会社法
株式会社を含め会社については、従来は商法の一部に規定されていたが、

2006年に会社法という法律にまとめられた。ただ株式会社の基本的ガバナンス
スタイルは変わっていない。株主総会で取締役という経営者を選任し、あわせて
そのガバナンスの中の監査の代理人として監査役を選任するものである。
会社法の最大の特徴は、株式会社にいくつかパターンを作り、それによって
ルールを変えていることである。大きく次の2つのディメンションで「会社」をセグメ
ント化している。
・株式譲渡制限
株式譲渡制限とは、定款に「株式譲渡＊時には取締役会の承認を得ること」と書
くことである。これが書かれているタイプの会社を株式譲渡制限会社、それ以外を
公開会社という。ここで言う「公開」とは「上場」ではなく、その会社の株を自由に売
買できるという意味である。この時、株は社会で流通するものとなる。そのため社
会に対して「会社の中を公開せよ」ということである。

＊ 譲渡とは「あげる」ということではなく、所有権が移転するもの。無償のものもあるが、多くは有償で行っている。つ
まり他人に売ることである。

（４）日本のコーポレートガバナンス

①法的ガバナンス



・大会社、中小会社
従来の商法では、従業員10万人の会社も従業員1人だけの会社も同じルール
であった。これを大きく2つに分ける。「大会社」（資本金の額が5億円以上or負債
が200億円以上）とそれ以外の中小会社である。大会社は社会への影響が大き
いのでルールを厳しくしている。
このセグメントごとのルールの下で、会社法では従来より会社のガバナンス設
計を自由にしている。ここから先は「公開会社＆大会社」を対象として説明する。
（ⅱ）定款
株主は会社を設立する時（会社を設立する株主を発起人と言う）、定款を作成
する。定款は会社という法人に必要なものであり、憲法のようなものである。
記載事項は次の3種類に分かれている。
・絶対的記載事項･･･書かなければならない項目。これには商号（会社の名前）、
事業目的（その会社の本業）、本店所在地、設立時に出資される財産の価格ま
たはその最低額、授権資本（授権株式とも言う。会社が発行できる株の総数）、
発起人の名前・住所がある。
・相対的記載事項･･･書かなくても定款は成立するが、書いておかないと法的効
力が認められないもの。会社法で「定款に定めると」と書いてある項目で、定款で
その会社のルールを決められる項目。前述の株式譲渡制限がその例である。
・任意的記載事項･･･相対的記載事項以外で書くことのできる項目。事業年度
（決算日）、株主総会の議長など。



（ⅲ）株主総会
株主総会は株主によって構成される会社の最高意思決定機関であり、その意
思決定（決議という）には次の2つのやり方がある。
・普通決議･･･一般的な事項を決定する。議決権（シェアされた投票権のことをこう
言う）の過半数の株主が出席し（定款に定めれば条件を変えられる）、出席株主
の議決権の過半数で決議する。決議内容は取締役･監査役の選任･解任および
報酬決定、決算書の承認および配当の決定などである。つまりシェア（ガバナンス、
配当）に関するものである。日本では株の過半数を持っていれば、取締役全員を
解任して選び直すことができる。つまり過半数のシェアでガバナンスが得られるこ
とになる。
・特別決議･･･重要事項について決定する。出席株主の条件は上と同じだが、決
議には2／3以上の賛成が必要となる。定款の変更、解散、合併などがこれにあ
たる。つまりストックに関するものである。2／3以上のシェアを持っていれば社名
変更および事業目的変更（名前を変え、魚屋をクリーニング屋にする。つまり全く
違う会社にできる）、解散（会社をやめる）など何でもできる。
株主総会の開催は年1回の定時総会（決算日から3ヶ月以内に開催）と臨時総
会（必要に応じて）に分けられる。



（ⅳ）取締役
公開会社の取締役の任期は2年（と言ってもいつでも解任できるが）で、3名以上
選出され、取締役会を構成する。取締役会はオペレーションの意思決定という経
営者としての仕事の他に、代表取締役の選任・解任、監査、さらには他の取締役
の監査といったガバナンスの指名･監査の一部を担う。そのため善管注意義務
（かなりファジーな表現だが、取締役という地位に一般的に要求される程度の注
意義務）、監視義務（他の取締役を相互監視）、競業避止義務（取締役がその会
社の事業と同じような事業を行う時は取締役会の承認を受けなくてはならない）を
持っている。
さらに各株主は、取締役に対しガバナンスの監査を株主代表訴訟として個々に
行使できる。これは株主個人が会社に代わって取締役の経営責任を追及し、会
社への損害賠償を取締役個人に求める訴訟を起こすことである。1993年に手数
料を定額（これまでは賠償額に応じた手数料だった）に設定したため訴訟が急増
した。そこで2002年に、取締役会（定款でその旨を記載）または株主総会の特別
決議によって、その損害賠償額を代表取締役で報酬の6年分、取締役で4年分、
社外取締役（過去にその会社または子会社の取締役や従業員でなかった人）で2

年分を上限とすることができるようになった。
（ⅴ）代表取締役
まさに「会社を代表する人」であり、代表取締役の行為は社外的には「会社その
ものの行為」となる。これを「代表権を有する」と言う。人数は何人いてもよい。



（ⅵ）監査役
大会社の公開会社は監査役を3人以上置き、監査役会を作らなければならない。
この時、監査役の半数以上は社外監査役（過去にその会社、子会社の取締役や
従業員でなかった人）でなければならない。
（ⅶ）会計監査人
決算書の監査をする人で、公認会計士、監査法人（公認会計士で作る法人）しか
なれない。大会社は必ず置かなければならない。



「会社は社員（出資者＝株主）の集まりであり、取締役は会社（＝株主）と委任契
約（経営という特定の仕事を任せる契約）を結ぶ。一方、従業員は会社と労働契
約（会社の指揮命令下にあって働き、給与をもらう）を結ぶ。経営の委任によって
従業員の指揮命令権も取締役が持つ」。これが法律である。
しかし実際に会社で働いてみてわかると思う。こんなパラダイムの下に、日本の
会社があるわけではない。特に上場大会社は全くと言ってよいほど異なっている。
取締役のほとんどは従業員からキャリアアップした人であり、従業員との識別は
ファジーである。そしてこの取締役の指名権、つまりガバナンスも実質的には従業
員のトップである社長、会長などが持っている。株主総会で決める取締役メン
バー、その報酬、さらには監査役、会計監査人さえも取締役会から出した議案が、
日本ではほぼ100％通っている。その取締役会も「多数決で意思決定する場」と
いうよりもトップへの報告会である。
つまりガバナンス（指名、監査、報酬）は従業員が握っている。多くの会社は株
主ガバナンスではなく従業員ガバナンスがその実態である。
従業員と取締役がボーダレスなため、従業員のランクである課長、部長の延長
線上に取締役があり、ここから先に平取、常務取締役、専務取締役、取締役副社
長というランクを作っている。

②実際の姿



2003年株式会社の1つのパターンとして委員会設置会社というものが法律で設
計された。これは先記したアメリカ上場会社のコーポレートガバナンスの仕組を、
日本の上場会社に取り入れたものであり、次のような仕組である。
（ⅰ）取締役
株主総会において任期1年で選任される。その仕事は株主に代わって行うガバ
ナンスに特化し、オペレーションは執行役という機関が担う。取締役会には次の3

つの委員会を設けなくてはならない。
・指名委員会･･･株主総会に提出する取締役候補および解任候補の選定
・監査委員会･･･執行役、取締役の仕事をチェック。株主総会に提出する会計監
査人候補の選定（監査役は設定できない）。
・報酬委員会･･･取締役、執行役の個人別の報酬の決定
各委員会のメンバーは取締役会で決めるが、すべての委員会は「取締役が3名
以上必要で、その過半数は社外取締役」で作らなければならない（委員のメン
バー重複は可）。ただし監査委員会のメンバーには、この会社または子会社の執
行役、業務執行取締役（取締役兼従業員）、その他の従業員などはなれない。

③委員会設置会社



（ⅱ）執行役
取締役会で選ばれ、オペレーションを行う。1人以上で任期は1年。取締役との
兼務も可。すでに日本にいた「執行役員」と区別する意味で、法律上こういう名称
となった。
（ⅲ）代表執行役
取締役会で執行役から代表執行役を1人以上選ぶ。他の会社の代表取締役と
同じ機能。



後で詳しく述べるが、委員会設置会社は「証券市場の声」と言ってよい。それは
1990年代初期のバブル崩壊によって急増した外国人投資家の求めによって出て
きたものである。
彼らは従来の日本的な従業員ガバナンスを否定し、「ガバナンスは株主にあり」
と主張した。その具体的な姿が委員会設置会社であり、証券市場とその設立母
体である国を通して提案した。この時すでにグローバル化、と言うよりもアメリカを
主力マーケットとしている会社はこれに応じざるを得ず、委員会設置会社へと変
身した。
しかし日本国内を主力マーケットとし、海外取引も輸出、現地法人という形の国
内中心会社はこれに抵抗した。委員会設置会社への移行は法的には任意であり、
その会社の意思に任されている。
多くの上場会社は執行役員制というガバナンスを選ぶ。「委員会設置会社も視
野に入れながら、執行役員制を採る」というものである。法的なガバナンス設計は
従来型の株式会社として、株主総会、取締役会、監査役、代表取締役という機関
を持つ。その上で法の枠組の外に「取締役が選ぶ執行役員（法的には従業員）と
いう機関を作る」というものである。そして取締役はその仕事を大きな設備投資な
どの重要な意思決定、執行役員の選任・チェックに留め、オペレーションを執行役
員に移す。

④執行役員制



当初は取締役のほとんどが執行役員を兼ねているが、取締役に徐々に社外取締
役を入れていくというものである。このスタイルでは、取締役がオペレーションを行
わないので序列（上下関係）を作る意味がない。そこで執行役員がこれを引き継ぐ。
従来の専務取締役、常務取締役は取締役専務執行役員、取締役常務執行役員、
また代表取締役社長は「代表取締役、社長執行役員」となる。そのうえで執行役員
の数を従来の取締役より増やし、「幹部従業員＝執行役員」というイメージを作る。



第1章ファイナンスを知る

・・・第１章ファイナンスを知る



会社から見ると、調達するカネは2つある。「返すカネ」と「返さないカネ」であり、こ
れによってファイナンスは2つに分かれる。「返すカネ」の調達をデットファイナンス、
返さないカネの調達をエクイティファイナンスと言う。



１．デッドファイナンス （１）借金の構造

①債権・債務
この世界では債権、債務という言葉を使う。これをまず整理してみる。
債権（credit：クレジット）とは「人が人に対して何らかの行為を請求することがで

きる権利のこと」を言う。債権を持っている人が債権者である。債権に対し、人がモ
ノに対し持っている権利を物権と言い、その代表が所有権（モノに対してすべての
権利を持っていること）である。
一方、債務（debt：デット）とは債権の逆で「人が人に対し何らかの行為をしなく

てはならない義務」のことであり、債務を持っている人が債務者である。
契約は「申込（契約しましょう）と承諾（OK）が合致した結果、債権、債務が発生

するもの」と定義される。ポイントは両者の意思によってその権利、義務が生じるこ
とである。契約のように、意思表示によって法律での効果が生まれるものを「法律
行為」という。
この債権、債務という言葉がもっともよく使われるのが「金銭消費貸借契約」、

俗に言う借金である。借金は借りる方から見ると借入、貸す方から見ると貸付、こ
れによって「カネが流れること」を「融資」と言う。融資の際に貸借したカネを「元金」、
貸し手が借り手から取る「カネの使用料」を「利子」（利息とも言う。interest）、元金
に対する利子の割合を「利率」（金利とも言う。interest rate）、元金と利子の合計を
「元利」と言う。

１．デッドファイナンス

（１）借金の構造



借金という契約（＝融資）は、貸し手が「カネを一定の時に返してもらう」という債
権（一般に債権と言うと、この「カネを返してもらう権利」を指すことが多い）を持ち、
借り手は「一定の時に返す」という債務（借金のことをこう呼ぶことも多い）を持つと
いう約束である。そして貸し手から見れば金融、借り手から見ればファイナンスであ
る。
デットファイナンスとは、会社という借り手から見て債務（debt：デット）を背負ってカ
ネを調達するという意味である。



債務者がその義務を果たすことで債権を消滅させることを履行（弁済とも言う）と
言う。債務者が履行しない時は、債権者は契約にもとづいて裁判所に申し立てて
強制的に履行させること（強制履行と言う。強制執行とほぼ同意）ができ、あわせ
て損害賠償を請求できる。これを債務者から見ると民事責任と言う。ここでのポイ
ントは民事責任であり、刑事責任ではないということである。民事とは債権、債務
を互いの意思で約束したことであり、刑事はそれを犯せば犯罪になることである。
つまり借金を返さなくても犯罪にはならない。わかりやすく言えば「泥棒であれば
警察は捕まえてくれるが、カネを返さなくても警察は捕まえてくれない」ということ
である。
この債務を履行できない状態（借金なら「カネを返せない」）のことをデフォルト
（default：債務不履行）と言う。借金で言えば、貸し手から見ると「貸倒れ」（カネを
貸して返してくれない）という状態であり、借り手から見ると「バンザイ」（返したくて
も、ないものはない）である。
貸し手はこの貸倒れリスク＊に対して次の3つの手を打つ。

＊ リスクはよく使う言葉であるが、これを「将来起きそうなトラブル」と定義する。

②貸し手側から見る



（ⅰ）与信
第１の手は、カネを貸す前に「カネを貸す相手が返済できるかどうかを見極める
こと」であり、これを与信と言う。与信とは「信用を与える」という意味であり、あた
り前といえばあたり前の「カネを返してくれるという信用」（これも英語ではcreditと
言う）を与えるということである。クレジットカードのクレジットとは先ほどの債権と
いう意味ではなく、この信用という意味である。
与信のための手法として用いられてきたのは財務分析＊である。そしてこれがう
まく機能しなくなったので（つまり財務分析で与信して貸したのにカネが返ってこ
なかった）、用いられるようになったのがキャッシュフローである。これについては
アカウンティングが理解できないとわかりづらいので後述する。

＊ ファイナンシャルアナリシスの訳。ここでは貸し手から見ているので金融分析と訳した方が妥当だと思うが･･･。



（ⅱ）担保
与信してカネを貸したのに、その後その信用が何らかの理由でなくなり、貸倒れ
（デフォルト）が発生することがある。そのため貸倒れリスクのことを信用リスク（信
用して貸したことによって生じるリスク）とも言う。

2つ目の手は貸倒れリスクが発生したらどうするかを、カネを貸す時に契約して
おくことである。この契約を担保契約、この契約によって債務者が債権者に提供
するものを担保と言う。担保という日本語は一般には「将来のリスクに対してそれ
を補うことを保証する」という意味であり、借金で言えば「カネが返ってこなくて大
丈夫なようにする」ということである。
借金の担保としてはいろいろな手立てがあるが、モノ、ヒト、カネという大きく3つ
に分けることができる。
（a）モノによる担保
借金の契約で、デフォルトした時の物権（所有権に対し担保物権と言う）につい
ても契約するものである。これは一般に次の2つのパターンがある。

1つは質である。質屋の質である。つまりカネの借り手が担保として提供したモノ
を、借金している間借り手は使用できなくなり、借金を返せば借り手はモノが使え
るようになる。仮にデフォルトすると貸し手に所有権が移転する。

2つ目が抵当である。借り手が担保として提供したモノを、借金している間も借り
手がそのまま手元において使用できる。デフォルトするとやはり所有権は貸し手
に移転する。



ほとんどの会社は質ではなく、抵当によって金融業（カネを貸すプロ）から借り入
れを行っている。抵当にするのは使い減りしないモノ（時間とともに価値が落ちるこ
とが確実なモノではなく、借金時と返済時で価値があまり変わらないモノ）にすべき
であり、その代表が不動産＊である。
抵当の中には根(ね)抵当と呼ばれるものがある。企業が特定の金融業から借金
する時、提供した抵当に対して限度額（最大の借金額）を決めておき、カネが必要
になった時にはその限度額内ですぐに借りることができるものを言う。例えば1億円
相当の土地を抵当に入れれば、1億円の借金が可能となる。しかしとりあえず1000

万円だけカネが必要な時は「根抵当1億円で1000万円借りる」というものである。

＊ 土地およびそれに付帯する建物。それ以外を動産という。



（b）ヒトによる担保
これは一般に「保証」という表現をとる。本来の債務者（「主たる債務者」と言う）
が履行しない時、代わってその債務が発生するヒトを決めておくことである。この
ヒトを保証人（個人、法人）、この債務を保証債務と言う。
これを保証人になった会社から見ると偶発債務と呼ばれる。偶発債務とは、あ
る一定の条件（この場合は本来の借り手が返せない＝デフォルト）の下で、偶発
的に（「突然」と言う表現がぴったり）発生する債務の総称である。
保証債務には次の3つの特徴がある。
・主たる債務がなくなれば自動的に消滅する。つまりカネを借りている本人が返
済すれば保証人ではなくなるということ（あたり前と言えばあたり前）。
・主たる債務が移転した時は、それに伴って保証人の了解なしに自動的に移転
する。債権者（カネを貸した人）が別の人に債権を譲渡すると、保証債務も自動
的にセットで動くということ。“優しい貸し手”の保証人になったつもりでも、突然予
告なしに“怖い貸し手”に代わることもあるということ（本来の債務もそうではある
が）。
・保証人は主たる債務者が履行できない場合に、初めて履行の義務を負う。つま
り借りていた人が返せない時にだけ返せばよいということ。これを法的には「補充
性」と言う。補充性は「催告の抗弁権」（いきなり保証人に返済を要求したら、カネ
を貸した人に返済を求めるように言える）と「検索の抗弁権」（カネを借りたヒトの
財産を差し押さえて換金することを求め、それでもダメな時だけ払う義務がある）
という2つの権利から成る。



債務には「連帯債務」というものもある。これは数人の債務者がそれぞれ独立し
て同一のことを履行する義務を負うものを言う。連帯保証とは保証人が連帯債務を
持つことである。そのため債権者は債務者に請求することなく、連帯保証人に債務
の履行を要求する（「カネを返せ」）ことができ、連帯保証人はこれを拒否できない。
つまり連帯保証人に補充性はなく、先ほどの催告の抗弁権も検索の抗弁権もない。
平たく言えば、本来の借り手と一緒に借りたのと同じである。
中小企業が金融業から借金をする時は、土地などの抵当のみならず、保証人を
求められることがほとんどである。そしてオーナー会社（個人の大株主が社長を
やっている）の場合は、会社という法人の借金についてオーナーという個人が連帯
保証人になるのが普通である。つまりオーナー（株主）から見れば、有限責任（会
社の借金については関係ない）のはずの株式会社が無限責任（会社の借金も自ら
の財産で払う義務がある）になってしまうということである。



（c）カネによる担保
これは借入というよりも「支払い」という債務でよく取られるものである。もっとも
ポピュラーなのは店舗やオフィスを借りた時に払う保証金である。家賃などの支
払いを履行しない時に、このカネで債務（払うべき家賃）を履行してもらう（保証金
を家賃に充てる）というもの。正規に家賃を支払い、そこから出ていく時（その契約
が終わった時）に返される。出す方から見ると「差入保証金」、受ける方から見ると
「預り保証金」と言う。
（ⅲ）利率上乗せ

3つ目の手は貸倒れリスク分だけ利率を上乗せするものである。簡単に言えば
100回に1回（１％）は信用リスクが発生すると予測する時、本来の利率にこの1％
を上乗せすることである。
ここで言う「本来の利率」を一般にリスクフリーレートという。つまり貸倒れリスク
のない時の利率である。これには国債の利率などが用いられる。上乗せする利率
はリスクプレミアム（スプレッドとも言う）と言う。
このリスクプレミアムは、当然のことながら貸倒れリスクの大きさによって変化す
る。つまり「返してくれそうな人」は利率が小さく、「返してくれるかどうかが危ない
人」は利率が大きくなるということである。



借り手の企業側から借金を見ると、次の3つのことがポイントとなる。
（ⅰ）レバレッジ

4ページで企業を「特定の目的を持って、継続的に、計画的に事業をする組織」
と定義した。ここではこの「継続的に」がキーワードとなる。
企業から借金を見ると、外部のカネ（＝資金、a）を見つけて、これを借入れるこ
とで資本（使えるカネ）に変え、資産を買い、その資産を用いてカネ（b）を生み出
す。このbによってaを返済し、差額「b－a」（キャッシュフロー）は企業が自由に使
えるカネ（自分で調達したという意味で「内部ファイナンス」と言う。これに対し外
から持ってくるカネは「外部ファイナンス」と言う）となる。見方を変えればb－aとい
うカネを獲得するために、aという元金を必要としたものと言える。
一方、このaという元金のために、借り手が貸し手に払うカネの使用料が利子
（i）である。当然のことながら「b－a＞i」でないと利子は払えない。
貸す方から見るとb－a＜iとなるのが貸倒れリスクだが、もし与信をして「b－a

＞i」となると思うなら、企業にはカネを返してもらわないでもっとカネを貸して、ど
んどんカネを増やしてもらう方が有効である。これをレバレッジ効果という（レバ
レッジとは“てこ”のこと）。

③借り手側から見る



「b－a＞i」の時は企業から見ても、カネを返済して、「b－a－i」というカネを使うの
ではなく、利子だけを払い続け、「b－i」を使う方が有効である。さらにはa（借金）
を増やし、bを増やしていけば、つまりどんどん使える金を増やせしていけば（どん
どん借りる金を増やし、レバレッジで増やしていけば）、企業はどんどん大きくなっ
ていく。これが企業が急成長していく時のカネの需要メカニズムである。
この時、カネは企業にずっと存在することになり、資産として使い続けることがで
きる。これが後で述べる固定資産である。一方、カネに戻すものは流動資産と言
う。
貸し手も何らかのアクシデント（デフォルトなど）がない限り、貸し続けるつもりなの
で、万が一のアクシデントに備えて貸したカネで企業が増やした資産を抵当（もち
ろん借り手企業が使い続けてよく、アクシデント時に貸し手に渡す）として、貸倒れ
リスクを担保することになる。成長企業がカネを借りる時のイメージは「買うモノを
担保にしてカネを借りる」というものである。新工場を作るなら新工場（その土地、
建物）を担保に借金するということである。



（ⅱ）大衆と金融業
企業は「常にカネが不足しており、カネさえあれば事業を遂行することによってカ
ネを増やすことができる組織」と見ることができる。一方、社会にはカネがあっても
これを増やす手立てを持っていない人がいる。これを大衆と呼ぶ。大衆の多くは一
般人であるが、最近では企業の中にもビジネスでカネを増やす方法が見つけられ
ず、カネが余っているところもある。ファイナンスの世界では、こういった法人も含
めて「カネが余っているヒトすべて」を大衆と表現する。
こう考えれば企業は大衆からカネを調達し（ファイナンス）、資産に変えていく、つ
まり「投資」こそが社会における役割と言える。しかし大衆のカネを集めると言って
も、どうやってその大衆を見つければよいかがわからない。このカネの持っている
大衆を、企業に代わって探してくれるのが金融業である。
（ⅲ）倒産
会社がカネに関してデフォルト状態に陥った時のことを、俗に倒産と言う（法的な
定義ではない）。一般には「つぶれる」と表現される。会社が倒産状態になると次
のような手続きを踏む。



（a）私的整理
債権・債務は「契約」という当事者間の約束である。だからデフォルトしている債
務者である会社と債権者（カネを貸した人）が集まって、話し合いで決着を付ける
のが基本であり、これを私的整理と言う。この私的整理は、整理する方から見れ
ばその会社を解散して清算する（財産処分して借金を返せるだけ返す）か、立て
直すか（再建）の2つに1つである。
私的整理は任意整理とも言われ、債務が銀行借入中心の時は、多くの場合こ
の形で債権・債務は整理され、清算するか再建する。
私的整理の再建型で、バブル崩壊後有名になったのが債権放棄である。これ
は「このまま会社がつぶれてしまっては借金も返せない。借金を一部放棄してく
れれば何とか生き残れるかもしれないので、よろしくお願いします」と借り手が頼
み、貸し手である金融業などが「つぶれてしまったら元も子もない」（元金も利子も
返らないという意味）としてこれを認め、一部の債権を放棄するものである。



（b）法的整理
しかし債権者が多い時は、一部の人にはカネが返り、一部の人には返らないと
いう状況となってしまい、話し合いでは決着が付かない。そのため倒産状態によっ
て、法的手続きをいくつか決めている。この手続きによる処理を法的整理と言う。
法的整理には次のようなものがあり、やはり清算型と再建型に分かれる。いず
れの場合も裁判所の手続きが中心であり、多くの場合いったんは保全処分となる。
保全処分とはある手続き（この場合は倒産の処理）が終わるまでの「裁判所が命
じる暫定的な処分」のことである。これには財産の処分をいったん止める「仮差押
え」（一部の債権者に勝手に処分させない）や、現状変更を禁止するなどの処理を
とりあえず決めておく「仮処分」などがある。
・破産（破産法に基づく清算型処理）
会社だけでなく法人のすべて、個人も対象としており、もっともポピュラーな倒産
手続きである。裁判所に破産を申し立て、裁判所が支払い不能、債務超過状態＊

1

などの破産状態であると判断すると破産宣告を行い、公告＊2および関係者へ通知
させる。申し立ては債権者、債務者（会社なら会社自身）、その取締役などができ
る。このうち債務者が申し立てることを自己破産という。
裁判所は破産管財人を選定し、財産の処分はすべて破産管財人が行い、裁判
所管轄下で債権者に財産が分配される。債権者からすると、全額が回収されるこ
とはほとんどない。

＊1 持っている財産をすべてカネに変えても借金を返せない状態。180ページ参照。
＊2 国などが広く一般に知らせること。



・特別清算（会社法に基づく清算型処理）
清算中である株式会社が債務超過になっている時が対象。裁判所に特別清
算の申し立てをすれば裁判所の管轄下に入って特別清算人が選任され、一般
債権者はすべてこの手続きへの参加を強制される。破産に比べ、比較的簡単な
手続きで短期間に処理できる。
・会社更生（会社更生法による再建型処理）
倒産の社会的影響が大きい大規模な株式会社を対象とするもの。債権者に金
融業以外の取引先も多く、連鎖倒産＊1のリスクが大きい時は、そのままにしてお
くと社会としてのダメージが大きい。そこで何とか再生させるというものである。
株式会社自身（このケースが多い）、その株主（10％以上の株を持つ）、その債
権者（全体の10％以上の債権を持つ）が裁判所に申し立てを行い、裁判所が手
続き開始を決定する（多くの場合すぐに保全処分がなされる）。裁判所の管理下
で管財人が経営者に代わって事業を経営しつつ、調査、裁判所への報告、再生
計画書作り、裁判所の了承…と処理していく。債権者の保護よりも会社再生に
主眼が置かれている。



近年では日本航空がこれを申請し、企業再生支援機構＊2を管財人として再建を
果たした。

＊1 取引先に債権がある時、このカネが入ってくることを前提に事業を行っている。そのためその取引先が倒産してカ
ネが入ってこないと、自らも支払が不可能になり倒産してしまう。こうなると今度はこの会社の取引先も倒産という形で
連鎖反応を起こすこと。
＊2 企業再生を支援することを目的として作った国の認可法人であり、政府と金融機関が半分ずつ出資して2009年に
作られた。2007年に解散した産業再生機構（カネボウ、ダイエーの再建で有名）とほぼ同じ機能を持つ。2013年に地域
経済活性化支援機構（中堅、中小企業に対応）へと改組された。



・民事再生（民事再生法に基づく再建型処理）
個人、法人すべてが対象。債権者、債務者の申立てで裁判所が決定すると、民
事再生手続きに入る。裁判所は監査委員を選任し、監査、調査を行うが、会社の
経営権は財産処分を除いて経営者に残る。ここが会社更生法と大きく異なる。従
業員ガバナンスの会社であれば外部から経営者が来るのではなく、従業員がそ
のまま経営できる。再建計画は債権者の過半数かつ総債権額の1／2以上の賛
成で可決され、裁判所が認めて実行される。会社更生法に比べると手続きが簡
単で早期に終了する。中小企業を想定した処理であるが、大企業も多くこれを申
請している。百貨店のそごうの適用などが有名である。
・事業再生ADR（再建型で私的整理と法的整理の中間に位置する）

ADRとはAlternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争解決手続きのこ
とである。2007年にADR法によって制定されたもので、倒産会社と債権者の間に
第3者が入って再生させる。2009年に倒産状態になった日本航空も当初はこの
手続きに入ったが、後に会社更生に切り替わった。
次にデットファイナンスの典型的なパターンとして銀行からのファイナンス、社債、
企業間信用について述べる。



（２）銀行ファイナンス

（ⅰ）銀行の定義
金融業は次の4つに分けることができる。
・銀行（bank）
カネが余っている人（大衆）からカネを集めて（預金）、カネの不足しているヒト（企
業）に貸す（貸出）ことを本業とする企業である。
・ノンバンク
一言で言えば、預金を集めないで貸付を行う企業である。さまざまなパターンが
あり、消費者金融会社（個人への貸出）、クレジット会社（クレジットカードなどを発
行して商品購入代金を貸し付ける）、リース会社（企業などが設備などの購入時に
支払を分割できるようにする。156ページ参照）がその代表。
・保険会社
多くのヒトからカネを少しずつ集め、何かあった時（死亡、事故･･･）の補填を行う
もの。生命保険会社、損害保険会社など。多くのカネがその会社に滞留（集めたカ
ネの方が払うカネより圧倒的に多い）するので、この莫大なカネを株などでも運用
している。
・証券会社
株などの有価証券（49ページ参照）の売買の仲介だけでなく、自らもその売買取
引に参加する。

（２）銀行ファイナンス

➀銀行とは



（ⅱ）銀行の機能
・仲介・調整機能
銀行は預金、貸出という2つの仕事を行うことで金融の仲介を行っている。企業
から見ればカネが余っているヒト（預金者）を見つけてくれるものである。
銀行という仕事の本質は「貸したいタイミング」と「借りたいタイミング」の調整を
図ることにある。貸し手は貸したい時に預金し、返してほしい時に返済を求めるこ
と（預金の引出）ができる。一方、借り手は本当の貸し手（預金者）の状況を考慮
せず、借りたい時に借り、返済できるタイミングで返済する。この「調整」を行うの
が銀行である。
ここでのポイントは「預金者が一斉に預金を引き出さない」ということにある。つ
まり預金が銀行にプールされていることが前提である。このプールされたカネが
企業に貸し出される。逆に言えば、預金者が一斉に預金を引き出せば（これを
「取付け」と言う）、どんな銀行でも倒産状態（預金を返せない。）となってしまう。
「銀行が倒産するのでは」というリスク（信用不安という）が生まれた時に、「我先
に」と預金者が銀行へ殺到してしまうことを「取付け騒ぎ」と言う。



・保証機能
預金者はカネの貸し手となるが、最終的な借り手（企業）を意識しないですむ。
すなわち貸し手が行うべき借り手に対する与信（返してくれるか）、担保（返せな
い時にはどうするか）を実行しなくてすむ。貸し手（預金者）から見れば、銀行が
実質的な保証人となっている。
そのため銀行が倒産状態（銀行では「破綻」という表現を使うことが多い）になっ
てしまうと社会不安（特定の銀行の倒産により銀行全体が危ないと思ってしまう）
が生まれてしまう。そこで預金保険制度（ペイオフと言う）が採られている。これは
銀行が破綻処理される時、預金保険法によって預金保険機構（政府、日本銀行、
金融業全体が出資）が預金の支払いを行うものである。ただし、1銀行につき1預
金者あたり元本1000万円とその利子を上限としている。
後述するがバブル崩壊後は多くの銀行が実質的には経営破綻状態に陥ったが、
政府がこれを救済し、さらに1996年にはペイオフ凍結（政府が預金の全額を保
護する）を行った。その後、2002年になってペイオフを解禁した。そして2010年日
本振興銀行が経営破綻し、初のペイオフが発動された。



・為替機能
カネにおける債務の履行（＝支払い）を一般に決済と言う。企業間、企業と個人
間の代金の支払いのみならず、個人のクレジットカードの支払い、公共料金の支
払いなどは口座振替（銀行口座を使って行うもの）による決済がほとんどとなって
いる。これを銀行の為替機能という。為替とはもともとは「カネを交換する」という
意味であるが、「カネを他人に送金する」という意味にも使われるようになった。決
済のために企業が持つ預金を当座預金と言う。
この為替を行うために銀行間はネットワーク化され、銀行間の入出金処理を
行っている。そのため1つの金融機関の破綻や情報システムの脆弱性は、それ
以外の金融機関などにも広まってしまう。これをシステミックリスクと言う。システ
ミックリスクがあるため、「銀行を破綻させない」というのが社会の基本となってい
る。
・預金創造機能
銀行は集めた預金を貸出、さらには為替を行うことでさらなる預金を生み出して
いる。あなたが100万円をA銀行に預金している。この100万円がB社に貸出され
ると、B社に現金が100万円渡されるのではなく、B社のA銀行にある当座預金に
入金される。そうなるとA銀行の預金合計は200万円となる。このように預金は連
鎖的に増えていく。
一時期、銀行は預金総額を競っていた。外から見ると預金（銀行の借金）を増や
すことを競争するのはおかしいと思うが、実は預金には貸付金（銀行の売上のよ
うなもの）も含まれている。ただこれがバブル（泡のように膨らんでいくこと）を生む
ことはわかると思う。



本書で言う銀行（「預金を集めて貸し出す金融業」という定義。法律で言う銀行よ
りも意味が広い）には次のようなものがある。
（ⅰ）日本銀行
国の中核となる金融機関（金融業と言うよりも金融機関という表現があってい
る）を中央銀行と言う。日本では日本銀行、アメリカではFRB(Federal Reserve 

Board：連邦準備制度理事会。12の連邦準備銀行を総括）がこれにあたる。
中央銀行の基本的機能はマネーサプライのコントロールである。マネーサプライ
とは社会への貨幣（カネ）供給量のことを言う。実際に社会で流通しているカネの
ことであり、銀行以外の民間（一般企業、個人）が保有し、流通している貨幣の総
量である。日本銀行は次のような形でマネーサプライをコントロールしている。
・貨幣の発行
日本銀行は日本銀行券という貨幣（紙幣）を発行する（硬貨は財務省が発行す
る）。もっとも直接的なマネーサプライ・コントロールである。日本銀行はその貨幣
を銀行に貸し出す。この利率を公定歩合＊1と言う。しかしそれが銀行に貸出されて
もマネーサプライ（銀行自身が持っているカネはマネーサプライにカウントされな
い）は変わらず、これが一般企業に貸出されることでマネーサプライが増加する。
しかも一般企業はこれを預金として持ち、その預金の一部が他の企業に貸出され
る。この銀行の預金創造機能によって、日本銀行券の発行分だけ単純にマネー
サプライが増加するのではなく、銀行の貸出量に依存してマネーサプライは乗数
的に増加する。

②銀行の分類



日本銀行は公定歩合を操作することで（公定歩合オペレーションと言う）、マネー
サプライをコントロールすることができる。つまり公定歩合を下げれば銀行の企業
への貸出利率も下がり、貸出量が増え、マネーサプライが上昇するというものであ
る。これを金融緩和と言う。金融緩和によって企業、個人がカネを使いやすくなり、
設備投資、住宅購入（住宅ローンが下がる）がしやすくなり、経済が活性化する。つ
まり景気上昇策である。一方、公定歩合を上げれば逆に企業への貸出利率も上が
り、貸出量は減少する（投資が抑えられる）。これを金融引締めという。これによっ
て景気の過熱（バブルなど）、それによるインフレ＊2を抑える。

＊1 日本銀行は2006年から公定歩合を「基準割引率および基準貸出利率」と言うようになったが、一般には未だに公
定歩合と言っている。
＊2 インフレーションの略。景気の上昇によってモノへの需要が高まり、物価が持続的に上昇していく状態。逆がデフレ
ーション（デフレ）。

・準備預金
前述のように銀行同士はネットワーク化され決済（為替）を行っている。この決済
の仲介を次のような形で日本銀行が行う。
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X社口座
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Y社口座

B銀行

X社から

入金

日本銀行

A銀行

口座

B銀行

口座

A銀行からB

銀行へ払う

A銀行から

入金

B銀行への

支払を依頼

準備預金 準備預金



この銀行間決済を行う各銀行などに対し、自行が受けている預金の一定率以上
（法定準備預金）の金額を日本銀行に準備預金として預けることを義務づけている。
ここである銀行で法定準備預金が不足した場合、別の銀行から短期的に借入れす
る。この取引をコール市場＊とよび、この利率をコールレートと言う。「無担保コール
翌日物金利」（オーバナイト物と言う。無担保で翌日に返済する時の利率）は日本
銀行が決定するものであり、公定歩合と同様に銀行の利率に大きな影響を与える。

＊ ファイナンスの世界ではコールという言葉がよく出てくる（ポーカーなどのギャンブルでもよく使うが）。ここは「呼べば
すぐ応える」という意味で使っているようである。ファイナンスを勉強して感じたのは、この世界はまるでラスベガスのよ
うである。



（ⅱ）一般銀行
（a）総論
銀行システムはアメリカが世界の主役となる前に、ヨーロッパで生まれた。
銀行の考え方には大きく2つのイデオロギーがある。1つはコマーシャルバンキ
ング（商業銀行主義）という考え方である。これは株や社債（49ページ）など長期
的な資金を調達する場としての証券市場が早期に整備されたイギリスで発展し
たものである。一般の銀行は要求払預金（いつでも預金を引き出せる預金。当座
預金、普通預金など）を取扱うものであるので、原則として貸出を短期のものに
限定する（すぐ引き出される預金が元手なので、すぐ返してもらう貸付とする）と
いう考え方である。そのうえで長期金融業務、証券業務などは他の専門の金融
業（預金をベースとしない）が担当すべきとするものである。
もう1つがユニバーサルバンキング（総合銀行主義）であり、銀行がすべての金
融業務を行うとするものである。証券市場が未整備のドイツで生まれ、フランスも
これを採用した。



（b）日本の銀行の歴史
日本は明治に入り、国立銀行条例により国立銀行（アメリカのnational bankの
訳）が設立された。国立銀行は貨幣発行権を持っているもので、銀行名はナン
バー制で、第一銀行から設立順に付けられていった。その後、中央銀行としての
日本銀行の誕生によって普通銀行となった。
この国立銀行が現代の銀行の原点である。第一国立銀行は第一銀行、第一勧
業銀行を経てみずほ銀行に、第五国立銀行は三井銀行、さくら銀行を経て三井
住友銀行に、第六国立銀行は安田銀行、富士銀行を経て、みずほ銀行になって
いる。
日本の銀行システムはコマーシャルバンキングを採用し、「普通銀行」とそれ以
外の機能を担う「特殊銀行」に分かれた。
日清戦争後は、銀行が雨後の竹の子のように誕生するが、その後何度も起こ
る恐慌（好景気が一気に不景気へ陥る現象）によって、中小銀行は淘汰されてい
く。
第二次世界大戦後、日本経済の建て直しのために銀行システムは国主導で再
開発されていく。普通銀行は大蔵省（現在の財務省）主導の護送船団方式（もっ
とも速度の遅い船に合わせてすべての船が同じスピードで進んでいくこと）を採っ
た。つまり力の弱い銀行が破綻しないように、銀行間の競争を制限すべく国が厳
しい規制をしていた。貸出利率、取扱金融商品といったものも各銀行が全く同じと
いうものである。



そのうえでさまざまな法律によって、それ以外の特殊銀行が作られていく。長期金
融を担うものとしての長期信用銀行（要求払預金ではなく後述する債券によって長
期的な資金を調達し、企業へ設備投資などの長期的な貸付を行うもの。現在はもう
残っていない）、信託銀行（信託とは「他人の財産を自分の名義で預かって管理、運
用し、利益を還元すること」を言う。そのため長期的な資金運用を行う）が作られた。
また普通銀行がどうしても返済能力、担保力の弱い中小企業への貸し出しを渋る
ため、相互銀行（現在は無い）、信用金庫、信用組合が作られた。さらには中小企
業振興、農林漁業振興などさまざまな目的のために、政府系金融機関が作られた。
これらはすべて国の主導の下で行われた。諸外国と異なり、日本の銀行システム
は国のガバナンスの下で進められたとも言える。
一方、証券業務についてはアメリカのグラス・スティーガル法（銀行業務と証券業
務の分離を定めている）をまねて証券取引法（現在の金融商品取引法）が作られ、
証券会社は証券業務だけを担うこととなった。いわゆる分業主義である。銀行と証
券は分業し、銀行も「普通銀行と特殊銀行はミッションが異なる」というものである。



このスタイルが戦後ずっと続いていくのだが、バブル崩壊後の1990年代半ばに
大きな転機を迎える。橋本首相から始まり小泉首相でピークを迎える金融ビッグバ
ンという大改革である。これはイギリスのサッチャー首相が行ったビッグバンから
ネーミングされたものである。日本経済を復興させ、世界的な競争力を高めるため
に、金融行政をこれまでの護送船団方式、分業主義から、思い切った規制緩和へ
と転換するものである。
その結果、銀行は実質的にすべての金融業務が可能となり、大競争時代に入っ
ていく。この中で、銀行はM&A（86ページ参照）を繰り返し、巨大銀行（メガバンクと
言われる）を中核とした企業グループが形成される。そしてこのユニバーサルバン
キングを志向する3大メガバンクグループ（三菱UFJ、みずほ、三井住友）とそれ以
外の「専門的金融業」（リージョナルバンク＊、信託銀行･･･）という形に分かれていく
ことになる。

＊ 特定の地域内で事業を行う銀行。



（ｃ）銀行の分類
（ア）普通銀行
銀行法によって設立されたものを一般に普通銀行と言う。やっている事業は同

じだが、一般に次のように分けられる。（上記の規制緩和により、銀行はボーダレ
スの状態となっているが。）
・都市銀行･･･全国津々浦々に支店を持つ銀行。
・地方銀行･･･地方都市に本店を置き、そのまわりの都道府県を中心に事業を
行うリージョナルバンク。
・第二地方銀行･･･相互銀行から普通銀行に転換したもの。リージョナルバンク
であるため、第二地方銀行と言われる。
･インターネット銀行･･･自前の店舗を極力抑え、主に提携先のコンビニや郵便
局などのATM＊1、インターネット決済を利用する銀行。
・ゆうちょ銀行･･･郵政民営化＊2により、郵便局が扱っていた郵便貯金＊3を引き継
いだ銀行。
・信託銀行･･･信託業務中心ではあるが、普通銀行としても機能している（普通
銀行も信託業務ができるようになり、その境はない）。

＊1 Automated Teller Machine：現金自動預け払い機
＊2 郵政3事業（郵便、銀行、保険）を国営から民営化すること。
＊3 国の機関である郵便局が預金（郵便貯金と呼んだ）を集め、これを財政投融資（国が必要と思われる事業の投
資に融資していくもの）に回すもの。



（イ）協同組織金融機関
協同組合のスタイルを採る金融業であり、組合員が相互援助を目的として金融
機能を担う。つまり組合員同士でカネのやりとりを行うというものであり、さまざま
な法律をベースとして作られている。
中小企業向けのものとして信用金庫、信用組合（この2つも今や普通銀行とほと
んど変わりがない）、農林漁業従事者向けの農林中央金庫、労働組合や生活協
同組合などの会員ための労働金庫、さらには農業協同組合（農協）、漁業協同組
合（漁協）なども金融の機能を持っている。
③銀行ファイナンスの実態
最後に銀行ファイナンスの実態を歴史を追いかけながら見ていこう。但し、会社
から見た銀行ファイナンスのあり方についてはPARTⅡの第1章で述べることとす
る。



（ⅰ）バブル
戦後の日本復興を支えたのは、国を後ろ盾にした銀行であった。後述するように
証券市場が上場規制によって実質的には「大企業への資本提供」という役割しか
果たさず、戦後生まれた創業者オーナーガバナンスの会社は銀行ファイナンスに
頼るしかなかった。そして銀行ファイナンスは社会の発展のために使われ、創業
者のアイデアと相まって多くのジャパニーズドリームを生んでいく。
銀行は貸付の際、まずは与信を行う。ここに前述の財務分析が用いられる。し
かし「銀行からのカネ」を必要とし、これから「成長していくであろう会社」（もちろん
成長しないかもしれない）が「成長を前提として借りたカネを返してくれるかどうか
（＝成長するかどうか）」を判断するのは極めて難しい。すべての借金に共通して
いることだが、「今カネはなくて借金を望んでいるヒトが、将来確実にカネが手に
入って返せること」などあり得ない。しかも銀行の貸したカネが返せる状態になっ
ても、別の理由で破産してしまえばそれで終わりである。
そのため財務分析はネガティブチェックにしか使えない。ネガティブチェックとは
「返すことなどありえない」という企業への貸付を断ることであり、ポジティブチェッ
クとは「返せるかどうか」という最終判断を行うことである。
この極めて厳しい環境の中で、銀行がポジディブチェックとして採るのが担保で
ある。まずは会社への貸付に対して創業者自身（およびその一族）の財産を連帯
保証とする。



したがって与信のポジティブチェックの第一はオーナーの財産査定である。その
うえで会社の財産を抵当とする。抵当のターゲットは、何と言っても絶対に値下が
りしないと言われていた土地である（これを土地神話と言う）。しかも国土の狭い日
本では、ビジネスを遂行していく都市部の土地は諸外国に比べて驚くほど高い。
そこで会社側も銀行から借りるカネの使い道を事業遂行の基盤となる土地に求め
る。つまり銀行からの借入金で土地を買い、その土地を抵当にするというものであ
る。それ以外の資産（機械など）の担保は、オーナーが連帯保証人になる。
この土地神話による土地ファイナンスが自然な形でいわゆるバブルを生む。これ
から購入する1000万円の土地を抵当に、銀行から1000万円借金をして土地を購
入する。多くの企業が土地を抵当として購入していくので土地の需要が大きくなり、
土地の価格が上がっていく。ここで1000万円で購入した土地が2000万円の価値
（売れば2000万円になる）となれば、その値上がりした土地を抵当に上昇分の
1000万円を追加で借金して、その1000万円で新しい土地を買い、その土地を担
保にまた1000万円借金する。この土地が2000万円に値上がりしたらまた1000万
円の追加借金をして･･･。となっていく。まさに土地価格の上昇とともにカネが泡
（バブル）のように膨らんでいく。



そして銀行としてのもう1つのリスク回避の手段である「利率上乗せ」については、
大蔵省の護送船団方式がこれを支える。本来は銀行が貸出先を確保するために
利率を競っていくはずなのだが、全銀行がほぼ一律の利率である。競争がないた
め利率は高止まりし、銀行の経営は安定化していく。こうなると銀行の競争順位は
カネの量だけとなる。つまり預金をいかに集めるかである。銀行のセールスマンと
言える渉外員は個人の家を一軒、一軒回り、大衆の財産を預金に変えていく。そし
て「銀行はつぶれない。国がつぶさない」という安心感がこれを支える。
こうなると銀行の勝負ポイントは支店数であり、都市銀行が次々と支店を拡大し
ていく。さらには日本中どこにいても預金引出し、為替ができるように全国の支店が
ネットワーク化される。
一方、それ以外の地方銀行、信用金庫、信用組合は、ヒトとのつながり（店舗まで
来られないお年寄りや中小企業を自転車で毎日訪問する）を大切にするリージョナ
ルバンクに徹することで、棲み分けされていく。
しかしこうなると、企業から見ると「銀行から借りたカネ」は「いつか返すカネ」では
なく、「事業を続ける限り返さないカネ」、と言うよりも「返せないカネ」となる。銀行の
カネは成長によって返済するものではなく、土地担保のカネである。したがって事業
が生んだキャッシュフロー（後述する営業キャッシュフロー）は銀行への利払いのみ
にあてられ、土地を担保としたカネは土地を売らない限り返せないものとなり、無理
して返せば事業が続行できなくなる。



しかし銀行から見ると貸倒れリスクはどうしても残ってしまう。それは銀行への返
済ができずに貸付先が倒産するのではなく、別の要因でデフォルトしてしまうことで
ある。例えば取引先への支払い不能といったことである。ここでバンザイ（自己破
産）されてしまうと、銀行は大きなダメージを受ける。こう考えると銀行は、企業の収
入、支出を管理したくなる。これがメインバンクと呼ばれるものである。
企業は多くの銀行から貸付を受けるのが普通である。銀行から見てもその方がリ
スクヘッジ（リスクを減らすこと）できる。しかしその企業のファイナンスの管理を各
銀行でやるのは不都合である。そこで各企業が銀行の中で1行をメインバンクとし、
実質的にそこがその企業の財務部となって、ファイナンスを管理する。メインバンク
はその企業へ自行の銀行員を取締役、監査役、管理職として派遣する。役所の天
下り同様にこれが銀行のポストとなり、さらに銀行の経営を安定させる。まさに銀行
ガバナンスである。
こうして銀行は国が設計した短期貸出の担い手ではなく、特定の企業のカネを特
定の銀行が全面的にバックアップするものとなる。これが80ページで述べるメイン
バンクを中心とした企業グループを生んでいく。
（ここから先は、エクイティファイナンス、アカウンティングの説明をしていないので
苦しいがもう少し突っ込んでみる。）



一方、銀行のカネで成長し、大企業となった会社は従業員ガバナンスを確保しよ
うとする。銀行ファイナンスからエクイティファイナンスへシフトし、そのカネで銀行
からの借入金を返済してしまうことである。ここで銀行の新しい借り手となるはずの
「誕生したばかりで成長を目指すベンチャー企業」が、証券市場の変化（63ページ
参照）でエクイティファイナンスへと向かい、銀行は見向きもされない。
銀行はこの状況の中で新しい土地ファイナンス先を見つける。それは「価値の低
い土地」（地価が安い）を開拓して、「価値のあるものにする（地価を上げる）事業」
を行う企業への貸付である。ここには膨大なカネが求められる。それがデベロッ
パー＊（リゾート用や住宅用のニュータウン、工業団地、オフィスビル、マンションな
どを開発する）、大手小売業（地価の安い土地に大型のショッピングセンターを作
る）であり、これらを貸付先のターゲットとしていく。
そしてその土地開拓が土地価格を強く刺激し、バブルはどんどん拡大し、景気は
ぐんぐん上がっていく。この土地融資は信用創造（担保価値上昇）を生むだけでな
く、その貸付競争の中で事業に必要なカネ以上のものが企業に持ち込まれ、その
カネが証券市場のマネーゲームに流れ、株価もぐんぐん上昇していく。

＊ 開発業者のこと。専門の会社の他、不動産会社、鉄道会社、ゼネコン（ゼネラルコントラクターの略。34ページ参
照）などもこれを担う。



（ⅱ）バブル崩壊
そしてバブルは崩壊する。そのトリガーは、国がマネーゲームで膨れあがりす
ぎたカネを抑えるべく、金融引締め（マネーサプライを減らすこと。38ページ参照）
を行ったことである。
この時、証券市場のマネーゲームで、「上がりすぎて異常な株価」（「そろそろ下
がってもおかしくないので、ゲームのやめ時を見計らっていた」）と感じていた投
資家たちがこれにすぐに反応し、一斉に株を売りに入り、ゲーム終了を宣言し、
株価は大暴落する。
そしてこの株安を好機と見て、外国人投資家がファンド（91ページ参照）を通し
て証券市場に参入してくる（ハゲタカファンドと呼ばれた）。
土地のバブルもこれに連鎖するように崩壊し、土地神話が崩れ、土地価格は下
がる。
そして土地を担保に貸付をしていた銀行は大ピンチを迎える。価値4000万円
の土地を抵当に4000万円貸付けていたら、その土地の価格が2000万円になっ
てしまった。よく考えれば「貸しているカネが返ってこない場合」に限って銀行は損
するはずである。しかし景気が急下降していく中で、企業の調子も悪くなり、「返っ
てこないのでは」（不良債権と言う。「返ってこない債権」ではなく「良くない債権」と
いう意味）と言う信用リスク（社会不安と言った方がよい）が膨らんでいく。そして
この不良債権の結着を外国人投資家が迫ってくる。これと重なる形で銀行は前
述の金融ビッグバンによる大競争時代を迎える。



こうして銀行はピンチどころか、「経営破綻」が現実のものとなっていく。
一方、会社は株価下落によってエクイティファイナンスが苦しくなり（理由は後述

する）、銀行ファイナンスへのシフトを図ろうとする。しかし不良債権を抱えた銀行
はこの資金需要に応じる資本がなく、企業のカネは底をついてしまう。
企業によっては銀行から「カネを返せ」と言われ倒産状態に陥ったり、そこまで行
かなくても設備投資をやめ、リストラで高齢者を切り、ヒトの採用を止めていく。
こうして景気は最悪となる。これがバブル崩壊後の「不毛の10年」と呼ばれる日

本の姿である。



（ⅲ）リーマンショック
その後、日本は景気循環（景気は上がればいつかは下がり、下がればいつか
は上がる）の名のとおり、立ち直りの兆しを見せていく。しかしバブル崩壊から20

年後、今度はアメリカでサブプライムローンに端を発したリーマンショックと呼ばれ
る金融危機が起こり、これが日本に津波のように襲いかかってくる。まさに「アメリ
カがくしゃみをすると日本が風邪を引く」である。
サブプライムローンとは、通常なら住宅ローンの与信に通らない低所得者向け
にカネを貸し出すものである。このサブプライムローンでは、購入する住宅を抵当
として、かつリスクプレミアムで利率を高く設定する。しかし最初の数年間は返済
額を低くし、以降はぐっと上がるようにローン設定する。そして数年後の住宅の値
上がりを期待する。数年後にその住宅価格が上がれば、その住宅を売り払って
ローンを返済し、さらに少し価格の高い住宅（これを抵当にしてローンを組む）に
住み換える。本来は低所得で住宅を持てないはずの人がマイホームを持つことで、
アメリカに住宅ブームが起きた。そしてそのブームが住宅の価格を上げていく。ま
さにバブルである。
このバブルによってアメリカの景気は極限まで上がり、バブルが生んだカネは当
然のように証券市場というマネーゲームに流れ、株価が天井まで上がり、多くの
金持ちが生まれる。



金持ちはさらなる刺激を求めてハイリスク・ハイリターンのギャンブルを求める。
金融業もこれに応じる形でデリバティブといった商品を作る。デリバティブとは預金、
保険、株、債券といった伝統的な金融商品（カネを投資するもの）から派生した新
しい商品という意味であり、これらの現物を取引するものではない。例えば先物取
引（将来の取引価格を「今」決めておく）から派生したオプション取引（将来の取引
について一定の価格で売買できる「権利」を取引する）、スワップ取引（カネを交換
する取引すること。利率の異なる商品を交換する金利スワップ、貨幣を交換する通
貨スワップなど）などがある。
これによって証券市場のマネーゲームは極めて難しくなり、素人にはとても手を
出せなくなっていく。そこで大金持ちは、カネをプロの投資家であるファンドへ預け、
自らのギャンブルを委託する。そしてそのプロが行うギャンブルで大儲けが生まれ、
マネーゲームがアメリカ中に広がる。
やがて住宅ブームは終わり、一気にバブルははじけた。
バブルがはじけ、危機を感じた大金持ちは、マネーゲームをこの辺でやめるべく
ファンドからカネを引き上げに入る。ファンドはこれに応じるためにすぐに換金でき
る株を一気に売る。これによってアメリカの株価は暴落する。そして彼らは日本株
ももちろん持っていたので、これも売りに入り日本の株も大暴落する。
このファンドを上客としていた証券会社もピンチとなり、ついにリーマンブラザー
ズという巨大証券会社が破綻することで世界中で金融不安（36ページのシステミッ
クリスク）が起こり、「未曾有の金融危機」とよばれた。
（現在まであと少しであるが、まだ説明していないこともあるので、ここから先は

184ページで述べる。）



（３）社債ファイナンス

①言葉の定義
すでに使ってしまった言葉もあるが、ここでファイナンス用語の整理をしたい。
・有価証券
証券とは財産の権利、義務に関する紙片のこと。その中でその紙によって財産
の権利が移転するものを有価証券、単なる証明書（預金通帳など）を証拠証券と
言う。金融商品取引法＊ではこのうち投資対象（買って、値が上がったら売って儲
けを期待すること）に限って「有価証券」と言う。この有価証券を売買できる市場
が証券市場であり、この売買を投資家に代わって行うのが証券会社である。有
価証券の代表が株、債券である。

＊ 従来は証券取引法と言っていた。デリバティブなど有価証券以外の金融商品も登場したので名前を変えた。

・債券
法人、国、地方公共団体が発行する債権（ここではカネを貸した権利）を表示す
る有価証券。国が発行するものが国債、会社が発行するものが社債。

（３）社債ファイナンス



・証券化
財産を換金化する1つの手段と考えられる。財産を保有者から切り離して別の
組織体に移すことでキャッシュに変え、この組織体がこの財産に関する権利（債
権）を有価証券として発行するものである。この組織体にはSPV（Special 

Purpose Vehicle：特別目的事業体）といったものが用いられる。SPV自体は儲け
を目指す組織ではなく、証券化そのものを目的とする。SPVのうち法人となるもの
をSPC（Special Purpose Company）と言う。
証券化は前述の信託と同じ構造であるが、一般に証券化と言うと財産を移すだけ
でなく、それを小口化して投資対象とするという意味がある。この場合の財産は不
動産、債権などである。例えば、オフィスビル（土地・建物）の所有者が10億円で
所有権をSPCへ移転し、SPCがこれを10万口に小口化して、1口1万円の有価証
券にする。つまりこの有価証券1口は「オフィスビルの10万分の1の所有権」を持
つ。そしてこのオフィスビルから上がるキャッシュフロー（賃料など）を10万分の1

つずつ受け取り、必要に応じてこのオフィスビルを売却し、売却代金の10万分の1

を得ることができる。どこかで見た構造だと思う。そう株である。株は「会社」という
財産を証券化して、フローとストックという権利（株）をやりとりするものである。し
かしフロー、ストックにもリスクがあり、株は紙クズとなることもある。証券化も同様
であり、小口化した1口分の債権のリスクを抱えている。先ほどのリーマンブラ
ザーズはサプライムローンの証券を保有していて、この暴落（「住宅ローンが戻っ
てこない」と投資家が感じて安売りした）で破綻したものである。



社債（Corporate Bond、略してCBと言う）は、会社（カネが不足している）が大衆
（カネが余っている）に対して直接借金をするものであり、証券化される。つまり小
口化された有価証券として発行される。発行形態は公募債（多くの人から募る）と
私募債（特定の人）がある。大規模な社債を発行する時は引受シンジゲート団（複
数の証券会社がメンバーとなり社債を引き受ける）が結成され、均一販売価格方
式（一定の期間内では一定の価格で投資家へ販売する）で行っている。社債は
デットファイナンスなので貸倒れリスクが発生する。特に公募債は貸し手（投資家）
がアマチュアであるので、銀行ファイナンスとは異なる形でそのリスクヘッジをして
いる。
・与信
「格付」（かくづけ）というものが用いられる。これはその会社が将来デフォルトする
確率を記号（AAA、Baaなど。そのスタイルは格付機関によって異なる）で表してい
くことを言う。格付は民間会社がサービスとして行っているが、日本では金融庁が
指定格付機関を定めている。この格付がなされていないと投資家は恐ろしくて社
債に手を出せないためである。
公募債は、格付機関の「投資適格」（例えばBBB以上）を受けたものについて、シ
ンジゲート団が発行条件（利率など）を設計している。発行目的は「発行先の大企
業が大型投資に必要となるカネを得る」というものほとんどである。（「投資不適格」
の社債をジャンク債というが、日本では当初からジャンク債であったものが発行さ
れたことはない。発行後に投資不適格になったものはあるが。）

②社債の構造



・担保
JR、NTT、電力などの特別法に基づく社債を除くと、ほとんどが無担保社債であ
る。
・上乗せ利率
社債の利率は格付が大きく左右する。格付の信用度が高いほど利率は低く、信
用度が低いほど利率が高くなる。まさにリスクプレミアムである。リスクフリーレート
は国債の利率である。
③社債ファイナンスと銀行ファイナンス
社債は銀行などを介せず大衆から直接カネを集めるものであり、直接ファイナン
ス*と言う。（同じように株という有価証券を発行するエクイティファイナンスも直接
ファイナンスである。）一方、銀行ファイナンスのようなものを間接ファイナンスと言
う。
この構造は以下のとおりである。

大衆 銀行 会社

預金（利率1％） 貸付（利率3％）

2％のもうけ

社債（利率2％）

大衆 銀行 会社

預金（利率1％） 貸付（利率3％）

2％のもうけ

社債（利率2％）



この2つのファイナンスを大衆（貸し手）と会社（借り手）の両方から考えてみる。

＊ direct finance。直接金融と訳すのが一般的だが、金融と言うよりも財務なので、本書ではこう表現する。

（ⅰ）大衆から見て
上の図でわかるとおり、大衆から見て社債の方が利率が高くて有利なはずであ
る。また預金はいつでも引き出せるが、社債には返済期限がある。しかし社債も
証券市場で売ってカネにすることもできる。
大衆から見た社債の最大のデメリットは、カネを貸した会社がデフォルトすれば、
多くの場合紙クズとなってしまうことである。かつての金融行政の下ではこのデ
フォルトは起きない（起こさせない、起きそうな時は発行させない）と言われていた
が、規制緩和が進み、ヤオハン、マイカルの社債がデフォルトになり、それが現実
のものとなった。
一方、銀行に預金すればそのカネがどこに流れようと関係なく、その会社がつ
ぶれようともカネは返ってくる（銀行がつぶれてもペイオフがある）。



（ⅱ）会社から見て
例えば10億円の調達を、10年間の銀行借入と社債で比較してみる。どちらも事

業がうまく行けば10年後に10億円返すことができる。しかしうまく行かないこともあ
り、この時は返せない（どんな時でも返せるほどカネに余裕があるならカネは借りな
い）。
銀行から借りた場合は、交渉すればよほどのことがない限り、その期限を待ってく
れる。前述のように「つぶせば元も子もない」。つぶれてもよいと思って「返せ」と言
うと「貸しはがし」と呼ばれ、「銀行はここまでするか」と社会から非難される。社会、
と言うよりも政府が景気が悪くなるのを恐れ、この倒産を嫌って「貸しはがし」をやっ
た銀行を非難する。それでもやる銀行があったので2009年～2013年までは中小
企業金融円滑化法というものがあった。これは「中小企業の債務者や住宅ローン
の返済が苦しい人に対しては、銀行などがその返済を少し待ってあげなさい」とい
うもので、俗にモラトリアム＊法と言われた。銀行ファイナンスは銀行と言うよりも社
会からカネを借りていると言える。
一方、社債は貸し手が不特定多数の大衆であり、交渉しようがない。そして一斉
に返済を求め、会社をつぶしてしまう。社債は、会社にとっては利率は低いが、リス
クの大きいファイナンスといえる。

＊ 戦争や天災などにより金融恐慌が起きないように、債務の支払を一定期間猶予させること。



（４）企業間信用

従来から日本の企業間では商品売買を同じ相手（よく取引先と言う）とくり返し
行ってきた。さらにはこの取引をベースとして一種の企業グループが形成されて
きた。このグループを流通系列（近年ではサプライチェーンと言う）、この取引スタ
イルを仲間取引と言う。
流通系列では多くの場合、最終製品メーカーがその中核を担ってきた。これを
組立メーカーと部品メーカーで言えば「親・下請」という系列である。
これをメーカー⇒卸売業⇒小売業⇒消費者という形で商品が流れるケースで考
えてみよう。
普通に考えれば下図のような形で取引がなされていくはずである。

メーカー

卸売業

小売業

消費者

①商品 ②カネ

③商品 ④カネ

⑤商品 ⑥カネ

商品を受け
取ったら払う

商品を受け
取ったら払う

〔商品の売買〕

（４）企業間信用

➀流通系列



このプロセスで最終的に商品を得て、使うのは消費者であり、商品使用によって
便益（ベネフィットと言う）を受ける。したがって消費者がカネを払うのはわかる。し
かしメーカー、卸売業、小売業を仲間、1つのグループと考えれば、協力して商品
を売ったのだから、「消費者が払ったカネを3者で分け合う」と考える方がノーマル
である。
つまり上図のように流通の各段階で商品とカネを交換していくのではなく、下図
のように商品が消費者に流れ終わってからカネを逆流させて、グループの各メン
バーがそのカネを分け合うと考える。

メーカー

卸売業

小売業

消費者

①商品 ⑥カネ

②商品 ⑤カネ

③商品 ④カネ

小売業からカネ
をもらったら払う

消費者からカネ
をもらったら払う

商品を受け取っ
ても払わない

商品を受け取っ
ても払わない

〔流通系列〕



例えば卸売業から見れば、商品の仕入代金（メーカーへ払うカネ）は自らのポケッ
トマネーではなく、消費者から逆流してくる「小売からもらったカネ」で払えばよいこ
とになる。
流通系列の常識は「買った時に払う」ではなく「売ったカネで払う」である。これが
掛取引（代金を後払いすること）である。「商品を売ってももらってないカネ」を売掛
金、「商品を買っても払っていないカネ」を買掛金、「商品売買から入出金するまで
の時間」をリードタイムと言う。



流通系列におけるリードタイムは、メーカー、卸売業、小売業の順に長い（この順
に消費者から遠いのでカネが届くのが遅い）。メーカーの上流の下請メーカーなど
はさらに長いといえる。日用品（食品など。すぐに売れる）と耐久消費財（自動車な
ど。なかなか売れない）では後者の方が長い。
商品を買う企業から見れば、「買っても払わない」ということは仕入代金を外部から
調達した（借りた）とも考えられる。そこでこれをファイナンス（デットファイナンス）と
見て「企業間信用」と言う。
この「信用」は「与信」のことである。すなわちこれはデットファイナンスなので貸倒
れリスクが発生する。メンバーの誰かがデフォルトして、カネが止まってしまうことで
ある。そこでメーカーが卸売業を与信し、卸売業は小売業を与信するというスタイ
ルを採る。この時、メーカーは小売業がデフォルトしても損害を受けるので、場合に
よっては卸売業から担保（保証金が多い）を取る。そしてこの企業間信用というファ
イナンスには利子がない。
この与信、担保をより確実にするのが次に述べる手形である。



手形＊とは法律上の一定要件を満たした借用書である。ビジネスにおける手形
の基本的使い方は、通常の借金ではなく、「商品売買における企業間信用」を常
時取引している流通系列でなくてもできるように、そのルールを厳密に法律で規
定したものである。
小売業のA社が卸売業のB社から商品を仕入れ、支払いを90日後とし、A社
（「振出人」と言う＝手形の発行者）からB社（「名宛人」と言う＝カネの受取人）に
100万円の手形を発行するというケースで考えてみよう。この時、この手形をA社
から見て支払手形、B社から見て受取手形と言う。
90日というリードタイム（サイト、風速などとも言う）は、A社が90日以内に商品を
売り、その代金が入ってくること（そのカネで払う）をB社に約束するものである。し
かしA社がこの商品を90日以内に売ることができず、支払期日（満期と表現する）
になっても払うカネがないかもしれない。貸倒れリスクである。しかし手形を使うと
いうことは、AとBが流通系列のように常時取引しているわけではなく（仲良しのツ
ケにはいちいち借用書を出さない）、B社（卸売業）はA社（小売業）にセールスをし
ているはずである。ここでのB社のセールストークは「うちの商品は絶対に消費者
に売れるから、お宅の店に置いてくれ」である。だからA社は先ほどのB社のリスク
（90日で売れなかったら）に対しては「『売れる』と言ったでしょう。3ヶ月も店に置い
て、お宅の商品が売れない可能性なんてあるのか？そんな売れない商品はうち
の店には置かない」と言い返すはずである。

②手形



掛、手形などの企業間信用のリードタイムは「まあこの期間なら売れる」という期間
を、売り手と買い手が合意していることになる。だから前に述べた日用品（毎日売
れる）より耐久消費財（なかなか売れない）の方が当然リードタイムは長くなる。

＊ ここで説明した手形は厳密に言うと約束手形である。手形にはこの他に為替手形というものがある。これは手形の
発行人と支払人が異なるものであるが、ほとんど用いられていない。一般に手形と言えば約束手形のことを指す。



この掛、手形を企業間信用というファイナンスととらえると、先ほど述べたように
デフォルトというリスクがつきまとう。リードタイム内で商品が売れないために、
「支払うカネがない」（買い手＝借り手）、「代金回収ができない」（売り手＝貸し
手）という2つのリスクである。実は貸し手の方から見たデフォルトはそれほど怖く
ない。売れないで商品が現金化しないならばその商品を引き取ってしまえばよい
し（もちろん時間で商品機能が劣化しているかもしれないが、これはリードタイム
の長いものが対象であり、その分を販売金額に乗せればよい）、代金回収が遅
れているだけなら少し待てば基本的には入金される。恐いのは、むしろ借り手と
してのデフォルトである。つまり支払手形が満期なのに払えない、買掛金が払え
ないというもので、倒産、そこまでならなくても信用取引の根幹が崩れてしまう。
そのためいくつかのリスク対応が考えられる。貸倒れリスクではなく、デフォルト
リスクの回避である。
（ⅰ）運転資金、運転資本の確保
「翌月売掛金が100万円入ってくるが、今月買掛金100万円を支払わなくては
ならない」という時を考えてみよう。ここでは「今月の100万円の支払い」を行うた
めに資金をあらかじめ調達しておくことが求められる。これを運転資金（つなぎ資
金という表現をとることもある）と言う。銀行などの金融業から借入を行い、その
分の「カネ」を余裕として持っておくことである。余裕として持っておくと、すでにそ
の資金は調達されているので運転資本となる。

③デフォルト



（ⅱ）手形の流通
手形というリードタイムのあるカネを「すぐに使えるカネ」とする方法を、法の下

でルール化している。これを一般に「手形の流通」という。
先ほどの例であれば、B社が商品を仕入れたメーカーC社に100万円の支払を

しなくてはならない時、B社がこのA社発行の手形で支払うことも可能である（もち
ろん「C社が了解すれば」であるが）。つまり手形をあたかも現金のように支払いに
使うことができる。この時B社は「C社に、自らが持っているA社への債権（100万円
を払ってもらえる権利）を移す」旨を手形の裏面に署名する。これを裏書と言い、B

社を裏書人、裏書によって債権が移ることを裏書譲渡と言う。
さらにこの手形がC社から材料を購入した資材メーカーのD社へと流れ、最後の
手形所有者D社が銀行へ行き、A社の当座預金からカネを受け取る。実際にはD

社は自社のメインバンクに手形の現金化を依頼し、手形を預った銀行が手形交換
所に集まって、手形の決済を行う（相互に受取、支払いを行う）。
D社が満期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
ればこの手形は現金にならず、「不渡り」となる。この不渡りを半年以内に2回出す
とA社は銀行取引停止となる。こうなるとすべての銀行との取引ができなくなり、実
質的にはA社は事業を続けられなくなる。これが倒産の典型的なパターンの1つで
ある。



不渡りとなった時は、すべての裏書人がこの債務を保証しなくてはならない。つ
まりB社、C社は、A社の借金（手形）の保証人になっていることになる。D社にする
と、振出人が小売業のA社という見も知らぬ企業であっても、流通したことでB社、
C社という保証人が付いたことになり、かえって支払ってもらえる可能性が高くな
る。
また見方を変えると、A社の与信をB社が、B社の与信をC社が、C社の与信をD

社が、という形で直接の売買取引関係だけで与信を行えばよいことになる。
しかし逆にこの状態でA社が倒産すると、B社、C社が突然の債務（偶発債務）

を背負うことになり、それによって倒産してしまうこともある。これが連鎖倒産であ
る。そしてこれはD社にとっても幸せではなくなり、もしかしたらこれによってD社も
自らの支払いができずに倒産してしまうかもしれない。しかしA社の支払いを少し
待ってあげれば皆が倒産しないで済む。これが32ページで述べた会社更生法、
民事再生法の基本的な考え方である。



（ⅲ）手形の割引
1ヵ月後に手形の入金があるのに今月の支払いができないという時、この手形
を現金に変えることもできる。これを手形の割引と言う。手形の満期日前に手形
の所有者が銀行などに持ち込んで現金化するものである。これは手形を担保に
銀行から借入するというものであり、満期までの利子を払う必要がある。これを割
引料と言い、この時持ち込んだ人は手形に裏書（保証人となる）を求められる。つ
まり手形の割引は銀行に裏書譲渡するものと考えられる。
（ⅳ）ファクタリング
売掛金、手形などを売上債権（売掛債権ともいう）と言う。売上に伴う債権という
意味である。この売上債権を現金化するのがファクタリングである。つまり持って
いる債権をファクタリング会社に売却し、現金を得るものである。その債権回収は
ファクタリング会社が行う。
手形割引は手形法という法律に基づいて手形のみを対象としているが、ファクタ
リングは法ではなく、ファクタリング会社との契約に基づいて行われる。したがって
さまざまなパターン（ファクタリングサービスと表現する）があるが、そもそも割引で
きる手形よりも売掛金を主な対象としている。売上債権がデフォルトした場合、そ
の負担が元の商品を販売した会社にあるのか、ファクタリング会社にあるのかも
ファクタリングサービスによって異なる。



2008年に電子記録債権法が施行され、手形、売掛金といった売上債権の電子
化（要するにコンピュータ上に記録すること）、インターネットでのやりとりができる
ようになった。
これに対応すべく2013年には全国銀行協会（全銀協と略す。日本中の銀行が
作る一般社団法人）が100％出資する子会社が、電子債権をサポートする「でん
さいネット」（全銀電子債権ネットワークの通称）と言うサービスを開始した。

④電子記録債権



２．エクイティファイナンス （１）上場

会社はデットファイナンスの時代から、上場によってエクイティファイナンスの時
代を迎える。まずは上場について述べていこう。
①上場とは何か
前述のように株主は出資したカネを「返せ」とは言えないが、株という権利を他
人に売って換金することができる。しかし株を売るためには「買ってくれる人」を探
さなくてはならない。
そのため株を売りたい人（売り手）と買いたい人（買い手）が集まって、株の取引
を行う「市場」のようなものが社会として求められる。これが証券市場であり、ここ
で株の売り手と買い手が集まり売買を行う。当初は株を対象としていたので株式
市場と呼んだり、会社の資本を売買する場という意味で資本市場とも呼んでいた。
その後、金融業の発展とともに、ここでさまざまな有価証券が売買されるようにな
り証券市場と呼ばれるようになった。
この証券市場で株を売買できるようにすることを「上場」（場に乗るという意味）、
「株式公開」（後で述べるディスクローズするので）、アメリカでは「IPO」（Initial 

Public Offeringの略。直訳すると「最初の社会への提供」）と言う。

２．エクイティファイナンス

（１）上場



この証券市場において、「売り手」は「株主」（株を持っている）と「当該会社」（株を
発行できる）であり、「買い手」は買うためにカネを出すので「投資家」と呼ばれる。
投資家は何のために株を買うかといえば、シェア（配当、ガバナンス）、ストック（清
算して財産を売る）という株主の権利よりも「買った株を売ることで儲けを得る」とい
うことが目的である。そして証券市場では儲かったカネで別の株を買うこと（運用と
表現する）が普通である。したがって売り手の株主もいつかは買い手になるので、
あわせて投資家と言う。
会社から見ると、証券市場は投資家へ株を売ってカネを得る場と言える。つまりエ
クイティファイナンスの場である。
一方、投資家から見れば、証券市場は「株を買った値段より売った値段が高けれ
ば勝ち」（この差額が運用益）というマネーゲーム（ギャンブルと言ってもよいが、普
通この言葉を使う）を行う場である。このマネーゲームのルールを決めるのが金融
商品取引法（金商法と略す）である。金商法は2007年までは証券取引法（証取法）
という名称であったが、有価証券以外のデリバティブ（48ページ）などもマネーゲー
ムの対象となり、「証券」から「金融商品」と名を変えた。
この証券市場、マネーゲームは経済学をベースとしている。経済学は社会を設計
するものとしてイギリスで生まれた。その後、企業経営にもその対象が広がって、
企業の国アメリカで花開く。そのため証券市場もイギリスを中心として発展し、その
中心がアメリカへ移っていく。



経済学は数学をベース（と言うよりも数学の1分野と言ってもよい）としており、理
系学問である。アメリカではファイナンス、特にエクイティファイナンスは経済学の
一分野として学問的に研究されている。したがって数学の世界である。これを学ば
ないで上場会社を経営するのは乱暴とも言える。ビジネススクールでは必須科目
となっている。
一方、日本ではファイナンスと言えば「銀行」であり、ここに「おんぶにだっこ」状態
であった。そこで会社側はアカウンティング（と言うよりも「帳簿を付ける」）だけを担
当していき、上場してもその延長線上で証券会社、監査法人、コンサルタントに「お
んぶにだっこ」状態であった。そしてこの「エクイティファイナンスを知らない会社と、
事業を知らないコンサルタント」が多くの悲劇を生んだ。
無論、学ぶべきは上場会社側であり、その内容が本項である。



証券市場のマネーゲームには経済学で言う「情報の非対称性」（市場におけるメ
ンバーの情報に差があること）がある。売り手は会社のことをよく知ることができる。
会社自身はもちろんのこと、株主になれば株主総会などでその会社に関するさま
ざまな情報が入ってくる。しかし買い手の投資家は部外者なのでその会社の情報
が全く入ってこない。これではゲームにならない。そこで金商法は会社情報に関し、
2つの規制を行っている。上場審査とディスクローズである。
（ⅰ）上場審査
上場時にその会社をチェックすることである。それがIPO（最初の情報提供）であ
る。投資家にとって一番恐いのは株を持った会社がつぶれてしまうことである。会
社がつぶれてしまえば、その会社の株は紙クズとなる。
そこで上場時に証券市場が、その会社の「つぶれない度」をチェックする。つまり
エクイティファイナンスの与信を行っている。
しかし証券市場はマネーゲームを行うギャンブル場であり、ギャンブルにはリス
ク（負ける可能性）が付き物である。そのリスクとリターンによってギャンブルの性
質が決まる。ハイリスク･ハイリターン（つぶれるかもしれないが、大きく伸びる可
能性を持つベンチャー企業などの成長会社の株が対象）か、ローリスク・ローリ
ターン（つぶれないが大きく伸びる可能性が少ない成熟した大会社の株が対象）
かといったものである。

②マネーゲームの規制



そのため日本には金商法で認められたいくつかの証券市場がある。この金商法に
基づいて作られた証券市場を証券取引所（金商法になって金融商品取引所と法律
上は名前を変えたが、この証券取引所自身は従来の名前を使っている）と言い、各
取引所独自の上場時の審査基準を持っている。
一般にプロのギャンブラーはハイリスク・ハイリターン、アマチュアはローリスク・
ローリターンのものを選ぶ。もともと日本の証券市場は比較的ローリスク・ローリター
ンのギャンブルを目指していた。日本ではプロのギャンブラーにあまり良いイメージ
を持っておらず、アマチュアが参加しやすいギャンブル場を社会として求めてきたと
言える。そのため証券市場には「まあつぶれることはないだろう」という会社を上場さ
せるようにしてきた。つまり日本は「つぶれない度」をしっかり審査し、「つぶれない度
の高い」市場ほど格が高く、投資家がより多く集まる場と考えてきた。
具体的には証券取引所が作る証券市場と店頭市場の2つに分けた。前者をローリ
スク･ローリターンとしてアマチュアが証券会社へ委託して（証券市場で売買するの
は証券会社）マネーゲームを行うものである。一方、後者はプロのギャンブラーが直
接マネーゲームへ参加できる（店頭で売買する）ものとした（今はもうないが）。当然
のこととして前者の方がつぶれない度の審査基準を高くした。証券取引所は全国各
地でブロックごとに作られたが、その中で最も投資家が多く集まる東京証券取引所
（略して「東証」）の「つぶれない度」を最も高くし、かつその中を一部と二部にランキ
ングした。つまり東証一部へ上場した会社は“おかみ”（正確には証券取引所）が「ま
あつぶれないだろう」と認めたとも考えられ、企業信用力の証し、さらには社会的な
ステータスシンボルにもなった。



一方、アメリカの証券市場は日本とは異なる。ニューヨーク証券取引所＊1の他に、
プロフェッショナルが好むNASDAQ＊2という「ベンチャー企業の株が売買されるギャ
ンブル場」があり、ITベンチャーの誕生とともに脚光を浴びてきた。このギャンブル
場は「つぶれない度」による審査ではなく、「大きく成長する可能性があるか」、つま
り「株価の下がらない度」ではなく「株価の上がる期待度」に着目している。これが
日本に上陸し、それに対抗する形として各証券取引所にもベンチャー向け市場が
生まれた。そしてベンチャー向けに作られた店頭市場も、実態は証券取引所に上
場できないマイナーな会社の株というイメージがあって停滞していたので、ジャス
ダックと名前を変え、証券取引所というメジャー市場とした。
その後、インターネットの進展によってネットワーク取引が主流となってきた。これ
を受け証券市場は再編成される。現在では各地の証券取引所は東証（大阪証券
取引所と株式市場は統合）、名古屋証券取引所（名証）、福岡証券取引所（福証）、
札幌証券取引所（札証）の4つとなった。さらにベンチャー企業向けの証券市場が
各証券取引所内にある。ジャスダック（東証内）、マザーズ（大証にあったが統合さ
れ東証内）、セントレックス（名証内）、Q－Board（福証内）、アンビシャス（札証内）
である。



どの証券市場でも「つぶれない度」の審査＝与信はあり、これに合格しないとそ
の市場へは上場できない。どの市場の基準も、形式基準（1次筆記試験のようなも
ので、利益などの数字が一定基準を満たしているかをチェックする。そのため合否
がはっきりする。43ページのネガティブチェックにあたる）と実質基準（2次面接試験
のようなもので、抽象的な基準が多い。例えば「損益の見通しが良好であること」と
いったもので、満たしているかは判断による。ポジティブチェックにあたる）がある。
無論東証が一番厳しく、ベンチャー市場が緩やかである。

＊1 New York Stock Exchange、略してNYSE。世界最大で通称“ビックボード”。ニューヨークのウォールストリートに
ある。ウォールストリートには世界の金融業が集結している。
＊2 National Association of Securities Dealers Automated Quotationsの略でナスダックと読む。コンピュータシステ
ムを使った証券市場として誕生し、IT企業がこぞってここで上場した。NYSEに次ぐ世界2位の売買高の巨大市場となっ
ている。



（ⅱ）ディスクローズ
（a）ディスクローズとは
証券市場は13ページで述べた資本主義のシンボル的存在である。ここでの中
心人物は事業を遂行する会社ではなく、会社を所有する資本家＝株主である。証
券市場は現在の株主、未来の株主である投資家がマネーゲームを行う場であり、
そこで生まれたカネを使って企業が事業を遂行し、生んだキャッシュフローを投資
家に還元する場である。そしてこのカネ、事業が社会を支える。ドイツの経済学者
リーフマンが言った証券資本主義である。
マネーゲームに求められるのはフェアさである。フェアには2つの意味がある。
公正と公平である。公正は「インチキ（不正）をしない」ということであり、金商法の
原点はここにある。これについてはこの後の④で述べる。公平については、前述
した情報の非対称性を除去することであり、中核をなすのが前述の上場審査とこ
れから述べるディスクローズである。前者は上場前に既存株主が持っている情報
をすべて明らかにして、証券市場で投資家たちがフェアに取引できるかをチェック
するものである。そして後者のディスクローズは、上場後も引き続き情報を提供し
ていくことである。ディスクローズは「公開」と訳されるが、オープンではない。「隠し
ていること」を一部公開してもオープンであるが、ディスクローズは「クローズしな
い」つまり「一切隠さず公開する」という意味である。



（b）有価証券報告書
上場会社は事業年度終了後、3ヶ月以内に有価証券報告書＊（有報と略す）を金
融庁へ提出しなくてはならない。あわせてEDINET（Electronic Disclosure for 

Invertors NET work：エディネット。ディスクローズのためのネットワーク）へ電子状
態（要するにコンピュータで読める）で提出しなくてはならない。さらに2008年からは
四半期（3ヶ月）ごとにも報告書を出すようになった。これがディスクローズの中核で
ある。
有報はその会社のWebサイト（「IR情報」などと書いてある）およびEDINETで見る
ことができる（PDFファイルになっている）。



有報のディスクローズ内容は次のようなものである。
・企業概要…経営指標、沿革、事業の内容、関係会社（後述）の状況、従業員の
状況（人数、平均年令、平均勤務年数、平均給与！）･･･
・事業に関する情報…業績、売上・仕入・生産の状況（コストの内訳もよくわかる）、
対処すべき課題、事業毎などのリスク、重要な契約、研究開発活動（これさえも
ディスクローズ）、財政状態、経営成績、キャッシュフローの状況･･･
・設備の状況…事業の1項目だが、投資家のカネが主に流れる設備については
独立項目として詳細に記述するよう求めている。設備投資や設備の状況･･･
・提出会社の状況…株の状況（発行状況、大株主）、配当、株価の推移、役員の
状況、コーポレートガバナンスの状況･･･
・経理の状況…連結（後述）と単独のB/S、P/L、キャッシュフロー計算書･･･
見たことがない人が初めて見ると驚いてしまうと思う。上場会社はここまでディ
スクローズして、投資家だけでなく社会（ライバルも含めて）に我が身をさらすの
である。



（c）ディスクローズと株価
ここまで情報をディスクローズさせるバックボーンは、投資家行動に対する次の

3つの仮説である。
・情報がディスクローズされれば、すべての投資家は誤解なく判断し、これが株価
に反映する。
・投資家はその情報から、「妥当な株価」を考えることができる。
・投資家の中には株価を過大評価、過小評価する人もいるが、その割合はほぼ
等しい。そうなると過小評価した人が売り、過大評価した人が買って、「妥当な株
価」となる。
つまり株価には「答え」（＝上記の「妥当な株価」）があり、いつかはそれに収束
するというものである。言い方を変えれば証券市場によるマネーゲームは情報量
の差ではなく、「判断」の差で勝負がつく。「判断」とは「妥当な株価」を当てること
であり、現在の株価がそれより高ければ売り、安ければ買うという行動をとる。こ
れが「株投資」の基本動作である。
この論理は、経済学の基礎を作ったアダム・スミスが言った「神の見えざる手が
働く」（市場メカニズムと表現する）であり、「市場の均衡」というものである。だから
「政府を含めて誰も介入せず、市場メカニズムに任せていくべき」というのが自由
主義である。一方、社会主義、共産主義には証券市場は存在しない。今やNYSE、
NASDAQに次ぐ世界3位の取引高の上海証券取引所も1990年までなかった。



しかし株価はご存知のとおり、企業経営のみならず社会に大きな影響を与える。
国、社会としてこれに介入して（税金で株を買い続ければ株価は上がる）株価を上
げたとしても誰も困る人はいないように思う。しかしそれでも自由主義社会ではこれ
に介入できない。
政府などが介入しようとすると、投資家たちは強く抵抗する。これはディスクロー
ズした情報以外で株価が動いてはあまりにも難しいギャンブルになるからである。
マネーゲームでは株価が下がっても「儲け」を出す人がいる。「今株価が100円で
自分の考えた妥当な株価が80円とする。ただ、1年後には自分の考えた妥当な株
価は90円になる」と考えた投資家がいたとする。この投資家は「今」100円で売り、
その後妥当な株価80円になったら、80円で買い戻し、1年後90円になったら売る」
これで10円儲けを得ることになる。つまり株価が100円から80円に下がっても、そ
れが読めればマネーゲームは勝てるということである。
この「妥当な株価」という考え方は会社経営にとって極めて大切な考え方である。
しかしその算出法を理解するにはまだ説明不足なので後述する。

＊ 上場会社以外でも、有価証券届出書（1億円以上の有価証券を発行する会社に提出を義務付けている）を発行す
る企業、株主が1000人以上の会社（資本金5億円未満は除く）は有価証券報告書を提出しなくてはならない。



（ⅰ）ネガティブコントロール
上場審査、ディスクローズは会社が「やらなければならないこと」を定めたもので
ある。これで投資家の公平さを保つ。これはポジティブコントロールと呼ばれる。
一方、公正さを保つにはネガティブコントロールを必要とする。ネガティブコント
ロールの基本は「やってはいけないこと」、「やったら見つかる仕組み」、「やったら
重い罪を負う」というルールを作ることである。
金商法のネガティブコントロールでは1つ目の「やってはいけないこと」を定めて
いる。これは会社ではなく、投資家に対してのルールである。それが次に述べる
投資行動規制と投資家規制である。
後半の2つを担うものとして、アメリカのSEC（Securities and Exchange 

Commission）をまねて、金融庁に証券取引等監視委員会（SECと言うことも多
い）を設けている。このSECが不正に目を光らせて、不正には厳しい罰を与える。
一時、社会を賑わせたホリエモン（元ライブドア社長の堀江貴文氏）がこの罪で実
刑となり、刑務所へ収監され、社会へ衝撃を与えた。「こんなこと（有価証券報告
書への虚偽記載）で刑務所に行くのか！」と思った人も多い。そしてこれが社会へ
の警告となった。

③証券市場の公正さ



（ｂ）投資行動規制
これは大きく2つに分かれる。インサイダー取引と株価操作である。
（ア）インサイダー取引
ディスクローズにも限界がある。事業活動に支障をきたすものであれば、さす
がにディスクローズできない。例えば不正競争防止法では営業秘密（トレード
シークレット）というものを定めている。営業秘密とは会社が秘密にしている情報
（「部外秘」などとして管理している情報）のことで、会社はこれをオープンにする
ことを阻止できる。
秘密といっても謎ではないので知っている人はいる。しかし一般投資家が知ら
ないような情報を持っている人（これをインサイダーと表現する）が証券市場でマ
ネーゲームをやったらアンフェアと言える。そこで次のような行為をインサイダー
取引としてこれを規制している。
・上場会社の役員、主要株主（10％以上）が当該会社の有価証券を売買した時
は報告書を提出し、ディスクローズする。
・上記の人が短期売買（売ってから6ヶ月以内に買う、買ってから6ヶ月以内に売
る）で利益を上げた時は、その利益を会社に提供すべきであることをその人に請
求できる。



・次のような人が会社の重要事実を知った時は、その上場会社などの有価証券
の売買を禁止する。
「上場会社（その親会社、子会社もすべて）の役員、従業員がその職を通じて」
「上場会社の株主が帳簿閲覧権によって」
「上場会社に対して法令にもとづく権限を持っている人（公務員など）がその行為
によって」
「上場会社の契約締結者がその交渉、履行を通じて」
⇒ここまでの人は会社関係者ではなくなってから1年以内も同様に禁止している。
「上記の人から重要事実の伝達を受けた人」
会社の従業員であっても、正確には「重要事実」を知っていなければインサイ
ダーとは言えない。しかし何が「重要事実」かを判断するのは難しい。したがって
マネーゲーム（株の売買により儲けを期待する）への参加は難しい（と言うよりも
するべきではない。私も上記の「契約締結者」にあたるので、クライアント会社の
株を持たない）。
しかし従業員ガバナンスの会社において、誰が株主であるべきかを考えればや
はり従業員であろう。そこで多くの会社（上場会社だけでなく）では従業員持株会
を作っている。これは従業員が任意で加盟し、給与、賞与などから一定金額を天
引きで積み立て、毎月一定の時期に持株会が証券市場で自社の株を購入してい
くものである（未上場でも増資により可能）。従業員の自社へのロイヤルティ（忠誠
心）向上、福利厚生、株主の安定化、一定量買い続けることによる株価の上昇と
いったことを目的としている。そのため多くの場合、会社が奨励金といった形で援
助をしている。



（イ）株価操作規制
以下のような規制を行っている。
・詐欺的行為の禁止…風説の流布（いいかげんな噂を流す）、虚偽公示（うその
ディスクローズ）…といった行為の禁止。
・相場操縦の禁止…“仮装”や“なれあい売買”（売買をキャッチボール）によって株
価（相場と表現する）を操作することを禁止。
・安定操作の禁止…安定操作（相場の固定、安定を目的として有価証券発行の委
託、受託をすること）は有価証券の募集、売り出しを容易にする時以外は不可。逆
に言えば、株を証券市場に出す時には、買い支えなどを行って価格を安定させる
こと（安定操作取引）は認められている（もちろん条件はあるが）。
（c）投資家規制
証券市場はこれまでの業績や将来から買う値段、売る値段を考えるのが原則で
ある。しかしその株にはガバナンスがシェアされて付いている。株の売買による儲
けにあまり興味がなく、ガバナンス行為（つまり買収）を目指している人がこれを秘
密にして株の売買をすると、証券市場の株価が大きく動き、「妥当な株価」から大
きく離れてしまい、大混乱となる。
そこでこれに対して次の2つの規制を行っている。



・株式大量所有の5％ルール
上場会社の株の5％を超える量を持った人（会社であればガバナンス下にある
会社の分も含めて）は、5営業日以内に大量所有報告書を提出して、提出者およ
び共同保有者（自分は誰か）、保有目的（運用目的か経営権取得か）、保有状況
（現状および最近60日間の動き）、取得資金（株を買うカネをどうやって集めたの
か＝ファイナンス）…といったことをディスクローズしなくてはならない。こうすれば
他の投資家も何が起きているかがわかりやすい。
・TOB

TOB（Take Over Bid：公開買付）とは、証券市場を通さないで不特定多数の人
から買付する時に、これをディスクローズして行うことを言う。
買収しようとする時、証券市場の中でせりによって株を買っていくと株価がどん
どん上がってしまう。だから証券市場の外で個別の株主と価格交渉をして株を買
う方が有効である。しかしこれでは残りの投資家たちは何が起きているのかわか
らず、きわめて難しいマネーゲームとなってしまう。
そこで証券市場の外で大量の株（5％以上買う、買うことで1／3超になる、…な
ど条件を決めている）を買う時は、原則としてTOBを強制している。外でやってい
ることをディスクローズして、他の投資家から見てその状況がわかるようにするた
めである。

TOBでは買い手に対し次のような厳しい規制をしている TOBを実施する場合、
買う期間（20日以上60日以内）、買う値段（期間内は一定）、買う予定の株数を新
聞などに公告しなくてはならず、原則としてキャンセルできず（売る方はOK）、
TOB期間中は他の方法でその会社の株を買うことを禁止している。



（２）増資

株式会社の資本金を追加させることを増資と言い、これによって会社がカネを
得ることがエクイティファイナンスである。
①授権資本
前述のとおり株式会社は発行可能株式総数（授権資本、授権株式）を定款で決
めておき、その範囲内であれば取締役会の決議だけで必要に応じて株を発行で
きる（これが「授権」という意味である）。ただし発行に規制があり、授権資本は設
立時の発行株式総数の4倍まで、また定款変更でも発行済株式総数の4倍までし
か授権資本を増やすことはできない（株式譲渡制限会社にその規制はない）。
新株を発行すれば株数が増え、1株あたりの価値が下がることもある。これを希
薄化（希釈化）と言う。理論的に考えれば、現在の株主が持っている1株あたりの
価値（先ほどの「妥当な株価」）と同じ金額で1株を発行すれば下がらないはずで
ある。しかしこの「妥当な株価」には答えがないので、それよりも低く発行する可能
性がある。
そこで「新株の発行で、既存の株主が不利益になる場合は、授権資本内であっ
ても取締役会だけでは発行できない」という規定がある。しかしこの表現がファ
ジーなので、買収の際（買収されそうになり、会社側が買収先の株のシェアが落ち
るように増資する）などにその株発行が「不利益かどうか」でもめ、裁判所に判断
を求めることもたびたび発生している。

（２）増資



会社が自社の株を持つことは理論的に考えると矛盾している（自分が自分に出
資）こともあり、特別の場合を除き禁止していた。
しかし日本では2002年より基本的には自由に自社株（法では「自己の株式」と
表現する）を持つことができるようになった。取得後の自社株は金庫株（そのまま
保有することをこう言う。金庫に株を入れる感じ）にして後で売ったり、後述する株
式交換やストックオプションに使うこともできる（と言うよりもこれをやりやすくする
ために自社株取得を認めたと言える）。またその権利を消却つまり減資（増資の
反対）することもできる。この場合発行株数が減るので（先ほどの希薄化の反対）、
シェア、ストック（1株あたりの財産価値）が上昇する。
金庫株であっても自社株には配当はできないので、配当総額が同じであれば1

株あたりの配当も増える。そのため配当とともに自社株取得は会社の株主への
利益還元策の1つとして考えられている。

②自社株



株を発行して特定の人に渡すことを割当という。この割当先によって増資は3つ
のパターンに分かれる。
・株主割当増資
既存の株主すべてに対して株を発行するもの。上場会社の株主割当は、一般
に証券市場の現在の株価（時価と表現する）よりも低い額で発行することが多い。
株主から見れば有利な条件で株数を増やすことができ、株主構成も変わらない。
そのため反対も少ない。会社から見るとエクイティファイナンスが安定してできる。
・第三者割当増資
株主以外の第三者に株を発行するもの。一部の株主にだけ発行するものもこう
呼ぶ。このパターンで増資を行えば株主構成に変化が出る。と言うよりもその変
更が目的ということも少なくない。これを既存の株主から見れば希薄化のリスクが
あり、既存株主が不利になるケースもある。これを有利発行（第三者側は有利）と
言う。上場会社ではややイレギュラーなものであり、考えられるケースとしては「買
収されそうになった時、第三者に新しい株を引き受けてもらうことで買収側の株の
比率を下げる」（敵対的買収防衛。87ページ参照）、「一緒にビジネスをやる証しと
して互いに株を持ち合う」（資本提携）、「株を持ってもらうことでその会社の支配
下に入る」（グループ入り）、「会社がピンチの時に金融機関や取引先などにスポ
ンサーになってもらう」といったものである。最近では、最後のパターンの1つとし
て「国が特定の会社を救済するために株を引き受ける」という公的資本注入、公
的機関による救済といったことが話題になっている。

③割当先



・公募増資
募集し、応募してきた人に株を発行するというもので、上場会社の増資の基本
的パターンである。上場会社は、一般に証券市場の株価を目安に発行することが
多く、時価発行増資と呼ばれる。



会社法では多様な株の発行を認めている。その多様さは２つある。
（ⅰ）特別な条件を付ける株
会社の定款で自社の発行する株について「すべての株が特別である」と決めるも
ので、次の3つのパターンがある。
・譲渡制限株式･･･もう何度も述べたとおり、株の譲渡に制限があるもの
・取得請求権付株式･･･株主が会社に株を買い取ってもらうことを請求できる
・取得条項付株式･･･一定の“事由”が発生した時、会社側が強制的に株を買い取
ることができるもの。この“事由”（どういう時に買い取れるか）も自由に設計できる。
そのため敵対的買収防衛策などにも用いることができる。
（ⅱ）種類株式
株主としての権利内容が異なるタイプの株を複数種類出すことが可能であり、こ
れを種類株式と言う。この種類株式の中でベースとなる株を普通株式と言う。
種類株式としては上記3つの条件（譲渡制限、取得請求、取得条項）の他、配当、
残余財産分配、議決権に制限を付けるものがある。このうち普通株式より有利なも
のを優先株式（配当が有利になるものは配当優先株式）、不利なものを劣後株式
と言う。また配当金額が子会社などの業績に連動するものを日本版トラッキングス
トック（アメリカで生まれたもの）と言う。

④株の種類



新株予約権とは株におけるコールオプションのことを言う。オプションとは一定
の期間中に、一定の価格で、何かを売買できる権利のこと。このうちコールオプ
ションとは買うことができる権利、プットオプションとは売ることができる権利。つま
り新株予約権とは「一定の価格（行使価格と言う）で株を買うことができる権利」の
ことである。
この新株予約権は日本でも従来から限定的に認められていたが、2002年に全

面的に認められることになった。これは会社が持っている債務を、相手に新株予
約権という債権（株を買う権利）を与えることによって相殺すると考えられる。つま
り債務にあたるカネを調達したと考えられる。したがって増資、エクイティファイナ
ンスの1つの手段と言える。
従来から認められていた新株予約権には次のようなものがある。

⑤新株予約権



・ストックオプション
経営者、従業員への報酬（これが上に書いた「債務」。会社が支払わなければな
らないもの）として、カネではなく新株予約権で払うというものである。受けた方か
ら見れば新株予約権で株の購入価格が固定となるので、株価がそれより上がっ
ていると、買ってすぐに売れば差額が収入となる。会社から見ればこの報酬にあ
たるカネを調達した（株による資金調達＝エクイティファイナンス）と考える。
またこれによって経営者、従業員が株価が上がるように努力するようになり、株
主と目標を一にすることができるようになる。
しかしもし株価が行使価格を下回ってしまうと、ストックオプションは紙くずとなっ
てしまう。そのデメリットを排除するため、近年では株式報酬型ストックオプション
というものがよく行われている。これは1株あたり行使価格を1円とするストックオ
プションであり、すべての人がこれを行使し利益を得ることができる（倒産しない限
り）。例えばこれを取締役、執行役員などの退職金代わり（行使条件に「退任」を
付ける）にするものである。



・転換社債（Convertible Bond：略してCB）
請求すれば、社債を一定数の株に転換できるもの（つまり一定の価格で株に転
換できる）を言い、従来から社債の1つのパターンとして金融商品化されていた。
これを新株予約権という考え方に統一し、「社債に新株予約権が付いていて、そ
の株の購入代金を社債で払うもの」と定義し、転換社債型新株予約権付社債（略
して転換社債）とした。会社から見ると、株価が上がるとデットファイナンス（返すカ
ネ）からエクイティファイナンス（返さなくてよいカネ）に変わることになる。
・新株予約権付社債（ワラント債とも言う。Warrant-linked Bond:略してWB）
社債（CBとは異なり、これは最後まで残る）に新株予約権が付いているもの。こ
の予約権が「セットのもの」と「分離」（離して売れる）されているものがある。



エクイティファイナンスというと、上場会社の公募による時価発行増資を指すこと
が多い。感覚的には「証券市場へ株を売る」（正確には証券会社へ株を発行し、
証券会社が売るのだが）というものである。つまり会社のマネーゲームへの参加
である。しかしマネーゲームでは「売った値段と買った値段の差」が勝敗であり、
買わないで売れる会社は「絶対に負けないゲーム」ができる。
次のような例で考えてみよう。
会社誕生時1株50円＊で1000万株発行し、5億円のカネを得た。その後、会社は
順調に業績を上げ、上場し、今では証券市場の株価は5000円になっている。ここ
で公募増資を時価の5000円で行えば、同じ5億円のカネを得るのに10万株で済
む。つまり株価が上がれば、同じカネを得るのに発行株数は少なくてすむ。

⑥株価とエクイティファイナンス
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既存の株主から見れば発行株数が少ないので、その構成比率に影響は少なく
（1000万株発行されたら既存株主の持株比率が大きく下がってしまう）、かつ会社
から見ると配当が少なくてすむ（配当は1株当りいくらという形で行う）。
まさにこれが上場の醍醐味である。
そのため逆に株価が下がると、エクイティファイナンスに大きなダメージを与える。
株主から見れば株価が下がったうえに株数が増えてシェアが減り、増資によって
売られる株数が増えるのでさらに株価は下がることになる。そのため増資に対する
株主からの抵抗が強くなる。
この時考えるのが転換社債である。これは株価が一定額より上がった時にだけ
増資するというものであり、現在の株価が「妥当な評価」（66ページ）より低い時に
はこれが用いられる。つまり証券市場の株が下がっている時である。行使価格は
会社が考える「妥当な株価」である。
しかし市場全体の株価が低迷している時は、証券市場が「これ以上市場の株を
増やすと、さらに市場全体の株価が下がってしまう。市場の株価が落ち着くまで当
面は新規発行はさせない」といった制限を入れてくる。株が全面安となったバブル
崩壊時には、上場会社の公募増資は実質的には不可能となり、ファイナンスを大
きく苦しめた。
上場会社がエクイティファイナンスをスムーズに進めるためには、株価の上昇が
大きなポイントとなる。株価については200ページで述べることにする。

＊ この誕生時の1口金額を昔は「額面」と言っていたが、2001年から株の額面金額はなくなり、すべて無額面となっ
た。さらには額面といっても現在の株はペーパレスである。



（３）IR

上場会社のエクイティファイナンスでは、投資家との関係を良好にすることが求
められる。これをIR（Investor Relations）と言う。
①日本のIRの変化点
約20年前にバブルが崩壊し、証券市場の株価は急落した。そして「株を売って
精算する」という形で多くの投資家が去っていった。それに代わって日本の会社の
株価の割安感から、数多くの外国人投資家が証券市場に入ってきた。ここがIRの
変化点となる。つまり会社と投資家の関係が大きく変化するターニングポイントと
なった。
外国人投資家たちは日本の会社、特に東証一部上場の老舗大会社（日本的株
式会社と呼ばれる）がルールどおりに運営されていないことに気づいた。中でも株
のシェアの中核の権利であるコーポレートガバナンスについて指摘した。「会社は
誰のものか？それは経営者を選ぶ株主のものだ」と声高に宣言し、そのルール通
りの運用を日本に求めてきた。それは次のようなものである。

（３）IR



（ⅰ）株主総会
外国人投資家が真先に指摘したのが株主総会である。東証一部上場会社の多
くは3月決算である。株主総会は決算から3ヶ月以内に開催すればよいのだから、
6月末までのいずれかの日にやればよいことになる。上場会社の株主となった投
資家は複数の会社の株を持っていることも多く、上場会社がみな同じ日に株主総
会を実施すると、物理的に出席することができない。本来なら日をずらしたり、土
曜日や日曜日にやればよいと思うのだが、多くの会社はあえて6月末ごろの平日
の「同一日」に開催していた。株主総会がもっとも集中した1995年には、何と90％
以上（！）が同一日に株主総会を開催していた。できるなら「株主に来て欲しくない
と考えている」と言われても仕方のないところである。最近はこの傾向が弱まって
いるとは言え、3月決算の東証一部上場会社の4割程度が同一日に集中している。
日本の株主総会のもう1つの特徴は、その実施時間が極端に短く、「しゃんしゃん
総会」（始まったと思ったらあっという間に手を「しゃんしゃん」と締めて終わらせて
しまう）と言われていた。逆にこれがあたりまえとなり、「進行を妨げるぞ」と脅して
カネを取る総会屋まで生まれ、さらにはこれと戦う会社側の総会屋もいて、という
状況であった。さらに総会屋への利益供与事件＊1という形でこの実体がわかって
しまい、マスコミを騒がせた。



これほどひどくなくても、多くの株主総会は何かを決めたり、審議する場というより
も、形式的な集まりとなっている所がほとんどであった。今でも株主総会へ取締役
会が出した案が否決されれば、新聞に載るほどイレギュラーなことである（と言うよ
りも反対票を入れる株主がいたり、株主が議事案を出すことさえもあまりない）。つ
まりほとんどが現経営者の意向どおりに株主総会で決まっていることになる。
こうなると株主が経営者を選んでいるとは言えず、配当が低くても了承してくれる
ことになり、サイレント株主＊2と呼ばれた。

＊1. 総会屋に会社がカネを渡したということがわかった事件。今やると相当な罪となる。
＊2. 「物言わぬ株主」という意味。逆に株主が取締役会の案を否決したりすると「物言う株主」と言われる



（ⅱ）コーポレートガバナンス
株主総会が機能しないため、取締役を株主ではなく会社自身、と言うよりも従業
員のリーダーたる現取締役が選ぶことになる。そして当然の結果として自らの部
下であり、仕事仲間である従業員が選ばれる。さらにこれをチェックする監査役、
会計監査人も20ページで述べた従業員ガバナンスでは従業員が選んでいく。
外国人投資家はこの従業員ガバナンスがすべての根源ととらえた。これによって
会社は従業員の益ばかり考えるようになり、配当、株価といった株主の益はない
がしろにされてきた。この株のガバナンスを株主に奪還することが益になると、投
資家、その集まりである証券市場、そしてその設立母体である日本国へと訴えた。



（ⅲ）株の持ち合い
ではなぜこのような日本的株式会社が生まれたのであろうか。この原因として挙
げられるのが「株の持ち合い」である。
日本では前述したように2002年まで自社株を持つことができなかった。これでは
買収のために株を買い占められると、経営者はほとんど無抵抗となってしまう。そこ
で株を持ち合う。A社はB社に自社の株を持ってもらって売らないように頼み、代わ
りにA社がB社の株を持って売らないようにする。そのうえで互いの経営には口出さ
ない。
よく考えればA社は自社の株を自分で持っているのと同じであり、A社の経営者は

A社のガバナンスを永久に手に入れることになる。また配当についても、A社が利益
を出してB社に配当し、B社から代わりに配当をもらうくらいなら、「利益を出さないで
（利益には税金がかかる）お互いに将来の会社のために投資しよう」となる。
しかしA社から見て、B社1社に自社の株を大量に持たれてしまうと危険なので、い
くつかの会社に少しずつ持ってもらい、一方でこれらの会社の株を少しずつ持つの
が安全と言える。これを「株の持ち合い」、この持ち合い株主を安定株主と言う。



この「株の持ち合い」を最初に実現したのが、「旧財閥系」と呼ばれる企業グルー
プである。戦前の日本にあった財閥＊1では持株会社（他社の過半数株を持ち、ガ
バナンスすることが事業目的の会社）が、配下の金融会社（銀行、保険会社）の株
を過半数持ってガバナンスし、その金融会社が事業会社（メーカー、商社･･･）の株
を過半数持ち、事業会社（一般の事業をやっている場合）が子会社を持ち…として、
企業グループを作っていた。財閥が持株会社の過半数の株を持てば、少額のカネ
で膨大な数の会社を支配できることになる。
戦後「財閥解体」と称し、独占禁止法で持株会社は全面的に禁止された。しかし
これを機にこの企業グループは銀行を中核として、事業会社が互いに互いの株を
少しずつ持つ形で、「株の持ち合い」を見事に実現した。さらに財閥に属さない会
社も、これに属さない銀行（45ページのメインバンク）を中核として、同じように「株
の持ち合い」で企業グループを形成していった。特に旧財閥系はその結束力が強
く、従業員ガバナンスの安定化だけでなく、グループ間取引により、事業自体も安
定していった（よく言われたのは「三菱グループは皆グループ企業のキリンビール
を飲む」）。これら企業グループは系列とも呼ばれる。
日本のリーダーである大企業たちは、こうして会社自身が株主からガバナンスを
手に入れる。会社は法律が想定した次ページ右図のようなスタイルとは異なるも
のとなり、次ページ左図のように社長を頂点とするピラミット型組織となる。そこに
株主はいない。
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ここで組織内はワンマン・ワンボス＊2というライバルと戦うには最高のものとなり
（戦争する軍隊は必ずワンマン・ワンボス）、世界中でそのジャパンパワーをふるう
ことになる。
この日本的経営とピラミット型組織は、事業マーケットがボーダレスとなっていくグ
ローバル化において、外国などから「あまりにも強すぎてアンフェアだ」と指摘され
た。「株主に儲けを回さないで、カネをすべて会社自身のために使う。」「ピラミッド
なので意思決定が早く、誰にも文句を言わせないオーナー会社のようであり、社会
から膨大なカネを集めている上場会社としては不適切だ」というものである。
この声を受け、外国人投資家たちは証券市場を通して「外からは実体が見えず、
不透明」と指摘し、その是正を求めた。
これを受け、日本的経営がやりづらくなるように法律が改正されていく。さらには
バブル崩壊で日本企業の成長も曲がり角を迎え、戦後築き上げてきたこれらのこ
とがすべて音を立てて崩れていく。
この変化によって、日本の上場会社はエクイティファイナンスに大きな影響を受け
ただけでなく、外国からの圧力によるルールの変更に振り回されていくことになる。

＊1 コンツェルンとも言う。三菱、三井、住友、安田･･･など。
＊2 1人の人間に必ず直属の上司が１人いる。



このバブル崩壊によるIRの変化に伴い、会社のルール（会社法、金商法）は改定
されていくことになる。そしてその代表が21ページで述べた委員会設置会社などの
ガバナンスの透明化である。この動きを整理してみよう。
（ⅰ）親会社･子会社
（ア）連結重視
もう本書には登場しているが、連結決算とは「親会社、子会社を1つの会社として
見てアカウンティングを行うこと」を言う。証券市場は上場会社に連結決算の実施と
子会社のディスクローズを求めるだけでなく、単独決算（親会社だけの決算）ではな
く、連結決算を重視する方向へ向かっていく。
親会社、子会社の定義は法律によって微妙に違うが、金商法では次のように定義
している。
・子会社･･･株（正確に言うと議決権）の過半数（関係者も含めて）を持っている場合
だけでなく、持株比率が40～50％であっても実質的に支配している会社（取締役会
の過半数を占めているなど）も含める。
・関連会社･･･株の20％～50％を持っていて子会社でないか、関係者の分を合わ
せると20％以上で、経営に重要な影響を与えることのできる会社。連結決算の対
象も子会社のみならず、関連会社にも及んでいる。関連会社の連結には持分法
（実質的に所有していると思われる割合を連結の対象とする）が用いられる。
連結決算をすると、利益はトータルでは圧縮されることが多いので、税法では別々
の納税しか認められていなかった。しかし2002年から連結納税を認めることになり、
この波を後押ししている。

②ルールの変更



（イ）持株会社の解禁
80ページで述べたように独占禁止法で持株会社では禁止されていたが、1997年
の法改正で原則OKとなった。
日本では巨大企業が膨大な数の子会社を持つようになり、その子会社が証券市
場から資金を得るために、子会社のまま（親会社が支配権を持ったまま）上場して
いる。しかもその成長過程に事業部があるため、実質的には事業部が子会社を持
つような場合もあって、混乱を極めてきた。
下図のようなMC電気をグループとして見ると、成長分野にはどうしてもいくつか
の会社が進出してしまい、場合によっては競合してしまう。そしてMC電気本体から
はもはやコントロール不能となってしまう。
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一方、証券市場から見ると次のような問題を抱えており、株価が上がらない理由
の1つと言われてきた。
・自らが投資したカネがどこに流れていくのかとらえづらい。
⇒MC電気でやるゲームソフトが儲かると思っても、そこにどうやって投資してよい
かわからない。
・子（MCソフト）が上場すると、親子関係が今一つとらえづらい。
⇒MC電気に投資するとMCソフトにそのカネが流れ、MCソフトに投資してもやは
りカネが流れる。
上のような老舗の大企業だけでなく、ベンチャー企業が買収によって急成長して
いく中で、上のMC電気と同じように複雑な親子関係を生んでいった。そこでこれを
下のように持株会社を用いて、フラットな形にすることで、証券市場に対してわかり
やすくしようとする動きが出てきた。
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MC

コンピュータ
MCソフト MCゲーム

MC

ネットワーク
インフラ

MC

インターネット
MC家電

MCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

MC

コンピュータ
MCソフト MCゲーム

MC

ネットワーク
インフラ

MC

インターネット
MC家電

上場

非上場

持株会社



子会社の上場をすべてやめ、MCホールディングス（持株会社にはホールディン
グスという名前を付けることが多い）がグループを代表して上場するというものであ
る。こうなるとMCグループは証券市場に対して「MC」というブランド（コーポレートブ
ランドと言う）を上場させていることになる。投資家はMCというブランドに投資し、
MCホールディングスの経営者がそのカネをどの事業に投資するかを決めるという
ものである。連結決算、連結納税によって１つの会社として見られるということもこ
れを後押ししている。
さらに74ページで述べたように、会社が自らの子会社の業績に連動した種類株
式を証券市場へ発行できるようにしている（日本版トラッキングストック）。例えば
「MCゲームの業績に連動して配当を受けることのできるMCホールディングスの
株」というものである。（実際にはほとんど活用されていないが）
この持株会社と後で述べる株式交換によって買収、合併、分割などの変革を簡単
にできるようになった。



（ⅱ）会社の結合
（ア）会社の結合とは
外国人投資家が求めたものは「会社の売買ルール」の変更である。株にはガバ

ナンスが付いており、これを売買することで実質的に会社（と言うより事業）を売買
することができる。いわゆる買収である。買収とは「株主が別の株主（会社）へガバ
ナンスを渡すこと」である。従業員ガバナンスの日本におけるサイレント株主がこん
なことを経営者の意に反してやることはありえなかった。やろうとすれば「会社乗っ
取り」として社会から非難されるものであった。
投資家から見れば特定の株を大量に欲しがる人が登場するということは、株価

が上がるビッグチャンスである。このチャンスが生まれるように、つまり買収をやり
やすいように外国人投資家はルール変更を求めてきた。
そこで日本はそれに応じる形でさまざまなルール変更を行った。
買収は「会社の結合」の１パターンである。会社の結合とは「会社と会社の関係を
変化させること」を言う。例えば「会社が2つに分かれていくこと」は「マイナスの結
合」となる。
ここではルール変更の経緯を述べることはやめ、変更された現状のルールの下

での「会社の結合」について整理していくこととする。



（イ）結合のパターン
結合にはその強さによって2つのパターンがある。1つが提携であり、会社同士

がゆるく結合していくことを総称している。もう1つが譲渡で、会社と会社が何かの財
産を「売買する」ものである。
また結合はその結合する財産によって2つに分かれる。1つが営業財産（会社が仕
事をやる上で持っている財産）、もう1つが株である。これによって次のような4つの
パターンに分けることができる。
そして結合の最後の姿が合併である。

結合

提携

譲渡

合併

営業提携（業務提携と言うことの方が多い）

株式提携（資本提携と言うことの方が多い）

営業譲渡

株式譲渡（一般に買収と言う）

Ｍ＆Ａ

結合

提携

譲渡

合併

営業提携（業務提携と言うことの方が多い）

株式提携（資本提携と言うことの方が多い）

営業譲渡

株式譲渡（一般に買収と言う）

Ｍ＆Ａ



株式譲渡は一般に買収（Acquisition）と言われ、合併（Merge）と合わせてM&Aと
言われる。M&Aは結合度のもっとも高いものであり、他社を完全にガバナンスする
ものである。
さらに営業提携と営業譲渡の中間に位置するものとしてライセンシングがある。ラ
イセンシングとはある会社の営業財産を、その会社が所有権を持ったまま、他企業
に使用権のみを認めることを言う。ライセンシングでは財産の所有権を持っている
方をライセンサー、使用権を受ける方をライセンシー、ライセンスの使用料をロイヤ
ルティという言葉で表現する。ライセンシングは特許、ブランド、キャラクターなど広
範囲に渡る。このライセンシングを経営全般（店名ブランド、販売システム…）に
渡って行うものをフランチャイズシステムと言う。フランチャイズシステムでは、ライ
センサー（フランチャイズではフランチャイザーと言う）を中心として、多くのライセン
シー（フランチャイジー）があたかも１つの企業（バーチャルカンパニーとも言う）の
ように見える。



（ウ）会社分割
営業譲渡とは、売り手の会社の「営業に関する財産」を買い手の会社に売ること
をいう。ここで言う営業財産は目に見える財産（B/Sに載っている財産）だけでなく、
後述する「のれん」（109ページ）などもその対象となる。この営業譲渡をするために
は、売り手会社がその対象となる財産をはっきりさせることが必要となる。これをス
ムーズにやるための方法として、会社分割というスタイルがある。
会社分割は従来から一部認められていたが、2000年の法改正で正式に導入さ

れたものである。従来から認められていたのはいわゆる分社化（一部の事業を子
会社にする。スピンアウトとも言われる）というもので、法改正では狭義の「分割」
（分社以外の分割。本書ではこれを分割と言う）を認めた。
分割とは下図のように本当に「株券を2つに切る」感じである。

株主

会社

株主

親会社

新会社
（子会社）

分社

株主

新会社A

＋

新会社B

分割

株

親会社の株

子会社の株

Ａ社の株 Ｂ社の株

A社の株だ

けを売ること
もできる



（エ）買収
株式譲渡は一般には買収と表現されるもので、他社の株を取得してその会社の
ガバナンスを握るものである。次の2つのパターンがある。
・友好的買収･･･現在の経営者の合意のもと、株を取得するもの。一部の経営者
は留任することも多い。
・敵対的買収･･･現在の経営者の意に反して株を取得するもの。ガバナンスを意
に反して取るということは、当然のことながら現経営者の多くは退陣させられる。
友好的買収では発行済の株を買ったり、第三者割当増資を受けるなどいろいろな
方法がとられる。
最近ではMBO（Management Buy Out）という経営者による買収も見られる。上
場会社の経営者がディスクローズや投資家からの圧迫を嫌って自社の株を買い、
上場をやめてオーナー会社としたり、創業オーナー（株主兼社長）が次世代の経営
者に株を売ったり、子会社の経営者が親会社から株を買ったり…といったものであ
る。
（オ）株式交換
この友好的買収をスムーズに進めるものとして、株式交換という方法が認められ
た。株式交換とはA社とB社の株主が合意の上、B社がA社の完全子会社になる時、
「B社の株」と「A社が新たに発行する株」を交換して行うというものである。
具体的には次のようなイメージである。



A社株主

A社

B社株主

B社

A社株主

A社

B社株主

B社
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B社

子会社化
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発行



ここでこの親会社を新たに作る場合は株式移転と言う。次ページで述べる経営統
合でよく用いられる。
（カ）敵対的買収防衛策
敵対的買収は多くの場合、すでに発行されている株を経営者の意に反して取得し
ていく。70ページで述べたように、買収のために上場会社の株を証券市場以外で
買う時は、原則としてTOBが求められている。また証券市場内で買う時でも、70

ページで述べたように5％以上の株主になったら、大量所有報告書で保有目的（買
収）をディスクローズしなくてはならない。したがって「隠れて買収」ということはでき
ない。
上場会社の敵対的買収防衛策としてはポイズンピルというものが考えられている。
ポイズンピルとは日本語に直訳すると「毒薬」であり、買収をやりにくくしたり、断念
させたり、しても魅力がなくなるようにする方法を総称して言う。買収する側へ毒薬
のように機能するのでこう呼ばれる。
ポイズンピルには色々な方法がある。もっともポピュラーなものは、新たな株を発
行して買収した株を薄めてしまうもの、つまり71ページの希薄化である。アメリカで
はゴールデン・パラシュート（買収されて自分が解任または辞任する場合に、巨額
のカネがもらえることを会社と契約しておくこと。これによって会社に巨額の損失が
出るようにしておく）なども考えられている。



（キ）合併と経営統合
A社とB社が合併するには次の2つの方法がある。
・新設合併･･･A社とB社を解散し、C社を作る。
・吸収合併･･･A社を残し、B社を解散。
実際には新しい会社を作る手間がかからない吸収合併がほとんどである。
合併とよく似たものに、下図のような共同の持株会社の設立による「経営統合」と
いうものがある。
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これは共同で持株会社の親会社（ABホールディングス）を作り、その傘下に入る
というものである（これが前ページの株式交換で述べた「親会社を新たに作る場
合」という株式移転）。ABホールディングスは両社を株によってガバナンスし、その
株をいつでも売ることができ、かつC社を買収したければ株式交換で傘下に入れ
ることも可能となる。
41ページで述べた銀行業界の再編に使われてから、数多くの事例が生まれた。
合併、経営統合では合併比率、統合比率がポイントとなる。合併比率、統合比率
とは旧会社の1株につき新会社の株を何株もらうことができるかという比率のこと
である。



（ⅰ）機関投資家と一般投資家
投資家とは証券市場でマネーゲームを行う人であり、プロフェッショナルとアマ
チュアに分かれる。プロフェッショナルはこのマネーゲームを本業としている人たち
であり、機関投資家と呼ばれる。この人たちは主にヒトのカネを集めてゲームを
行っている。アマチュアは別に本業を持ち、本業で稼いだカネをゲームにあてる人
たちで一般投資家と呼ばれる。
プロフェッショナルには証券会社、投資顧問会社（投資のコーチをしてくれる会社。
証券会社もこれをやっている）、信託銀行（42ページ）、投資信託会社（自らおよび
証券会社、銀行などが集めたカネを1つにまとめて、どうやって運用していくかを決
め、信託銀行にその運用を任せる）、ファンド（資金という意味ではなく、投資信託
会社のような形態を行う企業のことや、カネの集め方のことをファジーに呼んでい
る。マスコミなどが使う時は「ごく少数の大口投資家からカネを集めて運用するプロ
フェッショナル」を指している）などがある。
この他、本業は別にあるが他人のカネを運用しているセミプロもいる。34ページ
に書いた金融業のうち上記以外のもので、保険会社（カネが滞留しているのでか
なりのマネーゲームをする）、銀行、農協などである。このセミプロも入れると一般
投資家は個人投資家と呼ばれる。

③IRと投資家



（ⅱ）ゲームスタンスごとのIR

IRを考える時、大切なのは上記のような投資家区分ではない。投資家をマネー
ゲームへのスタンスによって、次の3つに分けて考える。
第1のタイプはデイトレーダーとよばれる投資家である。極端に言えば「宵越し
の株は持たない」というもので、1日ですべて買い、すべて売るというものである。
マネーゲームの本当のプロである。これは機関投資家のファンドだけでなく、個
人投資家にも多くいる。このプロの職業をファンドマネジャーと呼ぶ。彼らはひた
すら株の動きをチェックしており、その会社の情報よりも「値動き」によって売買を
行う。彼らはその会社の業績など見ていない（これでは短期的に株価は動かない。
毎日業績が変わるわけではない）。「値動き」以外では株価を短期的に動かす情
報がポイントであり、景気動向（353ページの為替、外国市場の動き）などのマー
ケットニュースと呼ばれるもので売買を行っていく。彼らへのIRは何もない。その
会社のWebサイトも有価証券報告書も見ていない。



第2のタイプはロングトレーダーである。特定の会社の株が上がりそうと思い、長
期的に持つことで配当、そして最後は株価の上昇によって儲けを出すタイプである。
マネーゲームの本来のプレイヤーと言えるが、想像よりもその割合は多くない。
ゲーム好きの個人投資家、デイトレーダー以外の機関投資家、そして前述の外国
人投資家である。
彼らは配当が出て、株価が上がっている時（下がっていない時）は、まさにサイレ
ント株主であり、株主として暖かくその会社を見守っている。しかし株価が下がった
時は2つの手を打つ。「Exit or Voice」である。Exitとは株を売ることであり、従来の
日本ではほとんどがこのタイプであった。これによってさらに株価が下がり、さらな
るExitが生まれる。こうして株価が下がり続けてしまう。これが一気に連鎖的に起き
たのがバブル崩壊であり、リーマンショックである。

Voiceとは株主総会で何らかの声を出す人である。近年日本でも少しずつこのタ
イプが増えている。株主総会で発言したり、取締役会の提案に反対票を入れる人
である。これを機関投資家が行うものが「株主総会で決着」というタイプのM&Aであ
る。



ロングトレーダー型のIR対応は、会社として株を保有して欲しい期間をはっきりさ
せることである。そしてそれをできる限り長くすることである。具体的にはディスク
ローズする経営計画の期間であり、そのために起きている現象が経営計画の長
期化である。従来は3年程度の中期経営計画（中計と略す）が普通であったが、近
年では10年程度の長期経営計画（長計と略す）を掲げることも珍しくない。株を10

年持っていて欲しいということである。そして期間中はリアルタイムのディスクロー
ズを積極的に行う。つまり投資家に何も隠さないことを誓う。



第3のタイプがポートフォリオと呼ばれるものである。近年の投資家の中でウエイ
トが高くなっている。これは数多くの会社の株を少しずつ持ち、それを長期間売らな
いことである。このタイプが多いため、株価は少数のデイトレーダーたちの売買取
引、と言うよりもマネーゲームのテクニック（思惑）で大きく動いてしまう。
このポートフォリオタイプの代表が今や証券市場のカネのかなりのウエイトを占
めると言われる「年金」である。年金とは「現役時代の所得の一部を老後の生活に
生かすこと」である。
年金には2つの方式がある。1つは積立方式であり、自分たちのカネを積み立て
て自分たちで老後に使うものである。もう1つは賦課方式であり、今の現役世代（収
入のある人）が今の老齢世代（収入が途絶えた人）を支えるものである。日本の公
的年金は賦課方式を採っている。そうなると年金の積立残高はないはずであるが、
日本では将来の高齢化社会に備えて年金の積立を行っている。これが100兆円を
超えている。一方、企業年金（企業がカネを出し、退職時に手当てとして支給する）
は積立方式であり、これも100兆円を超えている。さらに個人年金（個人が将来の
ために積立する）もあるが、これはいくらあるかよくわからない。この巨大のカネが
国債を中心とする債券、そして株に流れている。



この年金は機関投資家を通して運用されるが、マネーゲームとしてはもっとも安
全なポートフォリオタイプで行われるものが多い。ここでは証券市場全体の株価（日
経平均株価など）がポイントであり、マネーゲームと言うよりも景気の世界である。
したがって66ページの論理に反して自由主義社会においても、この株価を上げる
努力をする政府も多い。日本もその1つである。
ここでのIRはルールどおりに社会へディスクローズするだけのこととなる。



第２章アカウンティングを知る

・・・第２章アカウンティングを知る



１．アカウンティングの基本 （１）アカウンティング
の構造１．アカウンティングの基本

（１）アカウンティングの構造
アカウンティングは7ページで次のように定義した。
「カネの出入りを管理して（簿記＝インプット）、ある時期にその明細を“特定の人”
に報告する（決算＝アウトプット）する仕事」
この仕事においてポイントとなるのはインプット（簿記）よりもアウトプット（決算）で
ある。本章では決算、決算書について述べることとし、簿記については第3章で解
説する。
アカウンティングにおいてもっとも大切な要素は上記の定義にある「特定の人」＝
「報告先」である。会社が行うアカウンティングでは、報告先の求めるルールで、報
告先の求める時期に、報告先が求めるアカウンティングレポートを提出する。
このアカウンティングレポートを作るのは会社であり、それは会社、経営者の成
績表と言ってもよいものである。したがってどうしてもその成績を自分にとって都合
よく表現したくなる。



報告先

会社

コントロール

監査

ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ

だから報告先としては「アカウンティングを決めたルールどおりやっているか」を担
保すること（その通りやっていないと「不正」と表現する）が求められる。そのため報
告先は「コントロール」と「監査」という2つの手段を取る。
アカウンティングにおけるコントロールは、「不正をやりにくい仕組にし（やれない
仕組は作れない）、かつ不正をやれば見つかる仕組」をルールの中に入れることで
ある。
アカウンティングにおける監査とは、報告先が会社に対して不正がないことを
チェックすることをいう。



（２）アカウンティングの種類

①MASTとWANT

会社から見たアカウンティングは大きく2つに分かれる。MUST（法律で定められ
ていて、やらなければいけないアカウンティング。制度会計とも言うが、あまりこの
言葉は使わない）とWANT（会社が自らの意思で行うアカウンティング）である。

MUSTは報告先によってタックス･アカウンティングとファイナンシャル･アカウン
ティングに分かれる。このように××アカウンティング（××会計）といった場合の
××はその目的、報告先を指すと思えば間違いない。タックス･アカウンティング
（tax accounting：税務会計）は税務当局＊1が報告先であり、目的は税金を計算す
ることである。税法でそのアカウンティングルールが定められている。
ファイナンシャル･アカウンティング＊2（financial accounting：財務会計）は「ファイ
ナンスしてくれたヒト」、つまり「カネを出してくれたヒト」が報告先であり、「出しても
らったカネの状況を報告すること」が目的である。株式会社の報告先は株主であ
り、そのルールは会社法で定められている。株主へは決算書以外にもいくつかの
レポートを併せて報告する。決算書を含めた株主へのアカウンティングレポートは
財務諸表と呼ばれる。

（２）アカウンティングの種類



さらに会社が上場すると、ファイナンシャル･アカウンティングの報告先が1つ増え
る。それは上場した先の証券市場（投資家の集まり）であり、アカウンティングルー
ルは金商法で定められている。ここでは財務諸表以外にさまざまなものを求めてお
り、アカウンティングレポートは65ページで述べた有価証券報告書の一部として位
置づけられる。
一方、WANTの代表はマネジメント･アカウンティング（management 

accounting：管理会計）であり、マネジメントへの報告である。ここでのマネジメント
は幅広い意味で使われており、会社の経営者、管理職、マネジャーなどを指す。そ
の目的は経営、マネジメントの高度化である。
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タックス･アカウンティングについてはこの後で少し触れるが、本章のメインをファ
イナンシャル･アカウンティングに置く。またマネジメント･アカウンティングPARTⅡ
第1章で述べることにする。

＊1 税金の事務をやっている所。税務署、国税庁、地方公共団体など。
＊2 財務会計と表現するのが一般的だが、その使い方を見るとファジーである。本書ではこれをファイナンシャル･ア
カウンティングとして、ファイナンスに関するアカウンティングとはっきり定義する。



（ⅰ）税金の分類
税金は、決められた時期に一旦締めて、自分でその期間のカネの動きを計算し、
その結果を報告してから納税するのが原則である。つまり納税者にはアカウンティ
ングという仕事が求められる。納税者は人間だけでなく、会社を含めた法人もその
対象である。
税金は納付先によって大きく国税（国へ納税）と地方税（地方公共団体）に分か
れる。地方税は道府県民税と市町村税（東京都だけこの分類は少し違う）に分か
れる。国税の税務当局は国税庁であり、下部組織として国税局、税務署（実際の
窓口）がある。地方税は総務省がとりまとめ、実際の窓口として道府県は出先機
関としての税務事務所、市町村はその役所内に税の窓口がある。
また税金はそのチャージ対象（何に対して税金が分配するか）によって大きく次
の3つに分かれる。
（a）儲け（税金では所得とよばれる）にチャージされる税金
個人と法人で異なる。個人は所得税（国税）、個人住民税（道府県民税と市町村
民税）、事業税（事業を行っている個人、法人にチャージされる道府県民税）、法人
は法人税（国税。個人の所得税にあたる）、法人住民税（道府県民税と市町村民
税）、事業税がある。
会社から見ればこの中の法人税がタックス･アカウンティングの中心である。また
この法人税には以下のような特別な税金がある。

②タックス・アカウンティング



・連結納税
82ページで述べたとおり、上場会社を対象とした金商法では連結決算が重視さ
れる。法人税もこの流れを受け、国税庁長官の承認を受ければ親会社と子会社
（金商法の定義とは少し異なる）を1つの法人として納税することが可能となった。
・同族会社
一般に同族会社（ファミリービジネスとも言う）とは、取締役などの経営者を同族
で占めている会社をファジーに呼んでいる。同族会社は法人税の計算上、有利な
点もあると考えられるので（微妙な表現であるが）、法人税法で同族会社を「上位
3人の株主で50％超を所有される会社」と定義して、特別な規制、課税をしている。
・タックス・ヘイブン対策税制
「自国の法人」の所得は外国で発生したものにも課税し、外国法人でもその国で
の所得について課税すると二重課税になってしまうので、租税条約を結んで国際
調整をしている。しかし世界には税が著しく低い国（タックス・ヘイブンと言う。「税
の天国」という意味）があり、その国に子会社を作れば税を低く抑えることもできる。
この場合には海外子会社の所得を、親会社の内国法人にも一部合算して課税し
ている。



（b）財産にチャージされる税金
財産を所有したり、移転した時にかかる税。国税としての相続税、贈与税、地方
税としての固定資産税がある。会社としても固定資産税などがあるが、（a）に比べ
れば簡単であり、アカウンティングと呼ばれるほどの仕事はない。
（c）消費にチャージされる税金
酒税、たばこ税、石油ガス税（ガソリン税）、関税（輸入品が対象）など特別な消
費にチャージされるものもあるが、もっとも基本的なものは消費税（正確に言うと国
税の消費税と地方税の地方消費税）である。最終的な消費税の納税者は、何かを
買った人すべてでなく、それを消費する人（正確に言うと購入した商品、サービスを
再販売しない人や企業）である。しかし消費者が自ら消費税を計算し（つまりタック
ス･アカウンティングし）、納めるのは大変なので、消費税は間接税（「税を払った
人」と「税を納める人」が違うもの）という方式をとる。



例えば消費者が100円の商品を買う時、代金とともに10円（消費税率10％＊）の
消費税を店に払い、店が一定期間に受け取った消費税をまとめて計算し、申告
し、納付するというルールである。しかしこれでは企業が物を売る時に、相手が消
費者かどうかを判断しなくてはならない。それでは大変なので、日本では商品や
サービスを売った時は原則としてすべての場合に消費税を払い（受け取った方か
ら見ると「預り消費税」）、代わりに支払った消費税（「支払い消費税」）を差し引い
て納付することにしている。例えば先ほどの店で商品を卸から70円で買ったのな
ら、買った時に消費税を一旦7円払い（消費していないので本来は支払わなくて
よい分）、この店は10円から払わなくよい7円を引いて3円納付するというもので
ある。この卸がメーカーから50円で買っていれば税込み55円支払い、その差額2

円を納税し、メーカーはこの5円を納税することで、消費者の「10円」が納税され
ることになる。



消費税は企業が商品に付けた付加価値に対して税金を掛けているとも考えられ
るので付加価値税という表現をとることがある（小売は70円で買って100円で売
るので30円の付加価値で3円納税しているとも考えられる。この考え方は323

ページで使うので覚えておいてほしい）。
このように企業は決算時に「預り消費税－支払い消費税」というタックス･アカウ
ンティングをして税務当局に報告する必要がある。

＊本書を執筆しているのは2014年であり消費税率は8％であるが、この時点では「2015年10月より10％に上がる」
予定になっている。本書では説明上税率を10％としている。
以降本書ではタックス･アカウンティングとしては法人税に関するものだけを指すことにする。

メーカーメーカー 卸卸 小売小売

①50円で売る ④70円で売る ⑦100円で売る

⑧税込み110円支払う⑤税込み77円支払う②税込み55円支払う

③5円消費税

を預っている

⑥7円預り
5円支払って

いる

⑨10円預り
7円支払って

いる

5円納税 2円納税 3円納税＋ ＋ ＝ 10円消費税を払っている

消費者



（ⅱ）タックス･アカウンティングのB/S、P/L

タックス･アカウンティングとファイナンシャル･アカウンティングに共通しているア
カウンティングレポートが2つある。それが8ページのB/S、P/Lである。そこで述べ
たようにB/S、P/Lとも「財産目録」「儲けの明細」というレポートのスタイルを言って
いるだけである。アカウンティングルールが違えば異なるレポートが出るのが当然
であり、両アカウンティングに共通と言っても、税法（法人税）によるB/S・P/L、会社
法によるB/S・P/L、金商法によるB/S・P/Lという形で同じ会社に異なる（書いてあ
る数字が違う）B/S、P/Lがある。
例えば会社法のファイナンシャル･アカウンティングでは交際費は支出となるが、
税法のアカウンティングでは資本金1億円を超える会社の交際費は支出として認
められていない＊。したがって税法上のP/L（儲け）と会社法上のP/L（儲け）は異な
る数字になっている。不思議に思うかもしれないが、儲けは単なる計算値であり、
ルールが変われば結果は変わる。



このB/S、P/Lを通してタックス･アカウンティングを考えてみよう。
あなたが会社を辞めて魚屋を始めたとする。この時あなたは（魚屋に限らず企
業となった時、つまり計画的に継続して事業を行うようになった時）税務当局に開
業届を出す必要がある。それは魚屋をやることで「儲け」が発生し、この儲けに
チャージされる税金（所得税、法人税など）を納めなくてはならないからである。こ
の税金は「収入－支出＝儲け」という形で「儲け」を出した人が自ら計算し（アカウ
ンティングし）、これを税務当局に報告し、そのうえで税金を支払わなければなら
ない。つまりすべての企業はP/Lというアカウンティングレポートを作らなくてはな
らない。これを申告と言う。企業におけるP/Lの原点は税金である。
人間は弱い動物であり、「少しでも税金を安くしたい」と思う。つまり「儲けを少な
く計算したい」と思うのが人情である。「収入－支出＝儲け」であり、支出を大きく
計算すれば儲けは小さく計算される。だからどうしても支出を大きく計算したくなる。
そこで報告先（税務当局）はコントロールを作り、申告のための支出を限定する。
例えば魚屋が店舗と生活で水道を共有している時、「魚を売る」という仕事をする
ために使った水道代だけが支出として認められる。魚屋の裏に店主が住んでいて
「魚を洗う水道代」を支出に入れても、「魚屋の店主が入る風呂の水道代」を入れ
るのは問題がある。「店主の清潔が魚屋の第一だ」と言っても、これはやりすぎで
ある。



さらに報告先である税務当局が監査を行う。これが税務調査（税務当局が申告し
た企業や人を調べること）であり、ここで指摘されて風呂代をはずして再度申告し
直すことを修正申告という。この時よく「税務署と意見が合わなかった」と言う。申告
をしたことがない人が聞くと「インチキの言い訳だ」と思ってしまうが、必ずしもそう
ではない。どこまでを支出とするかは、ルールが同じでも意見の分かれる所である。
この「ルール解釈」の統一性をもたらすことが税務当局の仕事と言える。
ここで「支出」という言葉を使うと、どうしても納税者が幅広くとらえてしまうので、
「支出のうち特に仕事に使うカネだけを税法で認める」という意味で、タックス･アカ
ウンティングではこれを「損金」と言う。これに対し収入は「益金」、儲けは「所得」と
言う。したがってタックス･アカウンティングにおけるP/Lでは「益金－損金＝所得」と
計算し、この所得に税率をかけて税額を計算する。
税法では支出のすべてではなく、損金に限定するなどしてできるだけ「儲け」（所
得）が大きくなるようにルールを定めている。それは人間に「儲け」を少なくしたいと
いう気持ちが働くからである。
このようにP/Lだけを使った申告を白色申告（申告用紙が白い）と言う。企業の申
告にはもう1つ青色申告（申告用紙が青い）というやり方がある。青色申告はP/Lだ
けでなく、B/Sという財産目録を付けるアカウンティング方法で、これで税金は安く
（!）なる。なぜB/Sを付けると税金が安くなるのだろうか。



収入（益金）－支出（損金）＝儲け（所得）である。税金を小さくするために儲けを
小さくするには「税務当局との意見の違い」だけでなく、不正によって収入（益金）を
減らしたり、支出（損金）を増やすことも考えられる。例えば魚屋でさんまを1匹200

円で売った（収入）のに、このデータを隠してしまうことである。申告は自分で計算
するものであり、これを隠しても誰にもわからないかもしれない。しかしこの200円
という収入を隠すと、金庫にある現金が200円多くなってしまう。この不正を繰り返
していくと、「儲け」のわりにB/Sに書いている財産が大きくなりすぎて、つじつまが
合わなくなってしまう。B/Sがなければわからないが、青色申告ではこれが一目瞭
然でわかってしまう。そこでB/Sの財産から200円減らし、それだけでなく実際のカ
ネを金庫から200円出してどこかに隠さなくてはならない（そうでないと税務当局に
金庫を調べられるとわかってしまう）。200円ならまだよいが、これが1億円、2億円
となってくると隠すのが一苦労となる。銀行に預けても口座に名前が付いているの
で隠したことにはならない（銀行には仮名口座は作れない）。たまに大金の落し物
があっても落とし主が出てこないことがあるが、落としたことを忘れてしまったので
はない。1億円、2億円といったら1万円札で大変な量であり、持っていることを忘れ
るはずはない。「私のものです」と言えないだけである。つまり落としても盗まれても
警察に届けることもできない。そこでこれを「金ののべ棒にして、家の壁に埋め込
んでおく」（実話である）。ここまでやれば計画的で悪質な犯罪（脱税）である。



青色申告でB/Sを付けるというのは、このような不正、そして過失（間違えると儲け
と財産が合わないので発覚する）を防止する役割を果たす。これがアカウンティン
グにおけるコントロールである。
青色申告は「私はきちんとタックス･アカウンティングをやっている」という証しであ
り、そのため税金を安くしてくれる。

＊ 2014年度から2年間限定（予定）で50％は認められる。



（ⅲ）タックス･アカウンティングとファイナンシャル･アカウンティング
魚屋は儲けが出てくると株式会社というスタイルをとる。これを「法人成り」と言
う。しかし株式会社というものはこのようなスタイルを想定して設計されたもので
はない（実はこのスタイルが数としては圧倒的に多いのだが）。株式会社は次の
ようなタイプを想定している。
「カネがあり、魚屋をやると儲かると思うが、魚屋ができない人」が「魚屋をやり
たくてもやるカネがない人」にカネを出して、魚屋というビジネスを行うというもの
である。前者が株主、後者が経営者である。
経営者は株主が出したカネで魚屋をやり、その結果を株主に報告しなくてはな
らない。これがファイナンシャル･アカウンティングである。
この時、やはり「どれくらい儲けがあったか」というP/L（株主は儲けの分け前を
もらう）、「魚屋というビジネスを行い、出したカネがどのような財産になっている
か」という財産目録としてのB/Sをアカウンティングレポートとして使うのがGood

である。



この経営者には、先ほどのタックス･アカウンティングをやった魚屋の店主とは反
対の気持が生まれる。それは「株主に儲けを大きく報告したい。財産がたくさんあ
るレポートにしたい。そうしなければクビになってしまう」というものである。そして魚
屋の店主と同様に経営者は自分でアカウンティングを行う。そのため会社法のアカ
ウンティングでは税法とは逆に「儲けを小さくする」ようルール化している。これを企
業会計原則では、保守主義の原則（安全性の原則とも言う）と言う。利益は「安全
側（少なめ）に計算する」という原則である。企業会計原則とはアカウンティングとい
う仕事をやる上での原理・原則のことである。この企業会計原則を含め、法律以外
のアカウンティングに関するルールのことを会計基準と言う。
例えば先ほど述べたように税法では交際費を認めず（儲けは大きくなる）、会社
法では認める（儲けは小さくなる）といったものである。



そこで会社法のP/Lでは収入を「収益」、支出を「費用」、儲けを「利益」と別の名称
とする。ルールが違うのだから、当然「収益、費用、利益」と「益金、損金、所得」は
違う数字となる。多くの場合「費用＞損金」となり、「利益＜所得」となる。
手続きとしては、まず会社法にもとづいてファイナンシャル･アカウンティングを行
う。そのうえでタックス･アカウンティングとの「ルールの差」の部分を調整する。まず
は費用の中から損金として認められていないものを取り去る。ここで認められるも
のを損金算入（俗に損金繰入と言う）、認められないものを損金不算入と言う。大企
業の交際費は損金不算入である。益金、所得についても違いがあれば調整し、所
得を計算する（ここまでの作業を申告調整と言う）。この所得に、原則として一定の
税率（中小企業には特別税率があって少し低い）を掛けて法人税を計算する。その
うえで決算後2ヶ月以内に税務当局へ申告し、税金を納付する。また原則として年
度の中間（6ヶ月）で中間申告、中間納付を行わなければならない。これは前年度
所得か、中間決算によるかのどちらかである。
もう1つのファイナンシャル･アカウンティングのルールである金商法は会社法と同
様に、経営者が投資家に「儲けを大きく見せたい」という心理が働くので、「儲けを
小さくする方向」にルールづけされている。さらに株主と経営者は近い関係（株主が
数字をチェックしやすい）で、投資家と経営者は遠い関係なので、会社法よりも金商
法のアカウンティングの方がより厳しく「儲けを小さくするルール」となっている。



２．B/S、P/Lの構造 （１）B/S、P/Lに基本

２．B/S、P/Lの構造

①集計
アカウンティングは何度も述べているが、「カネの出入りを管理して、ある時期に
その明細を特定の人に報告する」ものである。そしてファイナンシャル･アカウン
ティングとは株主および投資家へ報告するアカウンティングである。ビジネスの世
界では単にアカウンティング（会計）と言えばファイナンシャル･アカウンティング
（財務会計）のことを指している。
現代ではこのアカウンティングという仕事はコンピュータ中心になされている。と
言うよりも363ページで述べるが、コンピュータを企業で使うきっかけとなったのが
このアカウンティングである。
コンピュータの世界で考えるとアカウンティングは「企業内で発生するカネに関す
るデータを人間がインプットし、コンピュータが処理して、B/S、P/Lなどのアカウン
ティングレポートをアウトプットする」というデータ処理となる。データ処理にはさま
ざまなパターンがあるのだが、アカウンティングは「集計」というもっとも基本的な
「処理方式」（＝アルゴリズムと言う）である。アカウンティングデータを集計したも
のがB/S、P/Lという集計表である。

（１）B/S、P/Lの基本



集計キー 数値

集計する単位 この単位にこれを足し上げる

データ

集計キーは多くの場合階層的（数学の集合で言う親子関係のこと。親が子を含
んでいる形）となっている。大区分、中区分、小区分、細区分…といったものであ
る。
「集計」の例として、会社の部門別売上集計表を考えてみよう。ここでは売上が
上がるごとにデータを起こす（コンピュータに入力する）。データには集計キーとし
て部（大区分）、課（中区分）、営業担当者（小区分）を付け、そのうえで一定期間
（月、年）ごとに同じ集計キー（部、課、営業担当者）のデータを足し上げていけば、
部別、課別、営業担当者別の集計表がアウトプットされる。

「集計」とは「データが下図のように集計キーと数値に分かれていて、同一の集計
キーを持つデータの数値を足し上げて、合計値を計算するもの」である。



集計キー

部
（大区分）

課
（中区分）

営業担当者
（小区分）

売上金額
（数値）

集計処理

部門 売上金額

営業第一部

一課

山田太郎

内山力

二課

佐藤花子

全社合計

･･･

78,545,000

24,513,000

7,820,000

3,456,000

14,520,000

4,243,000

898,286,000

･･････

売上データ

部門別売上集計表



B/S、P/Lも上の部門別売上集計表と全く同じである。前ページ図では「部門」に
なっている集計キーを、会計データではアカウント（account。a/cと略すこともある）
と呼んでいる。アカウントは日本語では勘定、勘定科目と訳されているが、日本語
の勘定（数えること）とは少し違うので、本書ではアカウントと訳さずに使う。
このアカウントは「集計する単位」という意味であり、ビジネスの世界では他の分
野でも使われている。会社でアカウントマネジャーと言えば、売上、利益、原価と
いった業績をそのマネジャー単位（彼が率いるチーム）に集計する人である。
アカウンティングではこのアカウントごとに集計値が計算される。数値の部分はカ
ネに関するものだけであり、単位はすべて「円」である。
アカウンティングにおけるアカウントは大切な所は標準化されているが、細部は各
企業のビジネスの実態に合わせて設定してよい。ただ各社がこれを勝手にやると
混乱してしまうので、業界（同じような仕事をやっている会社群）ごとに大体同じアカ
ウントを使っている。
アカウントの大区分は資産、負債、純資産、収益、費用の5つに標準化されている。
したがってアカウンティングデータはこの5つのうちのどれかに属する。この大区分
の内訳としての中区分、小区分、細区分が設定される。
アカウンティングではこれを1つの集計表とせず、2つに分けている。1つがB/Sで
資産、負債、純資産を集計表としてまとめたものである。もう1つがP/Lで収益、費用
を1つの集計表とし、「収益－費用」として、利益を計算するものである。
ファイナンシャル･アカウンティングを理解する第一歩は、このアカウントの意味を
理解することである。

②アカウント



（２）B/Sの見方

①資産
（ⅰ）資産とは
大区分の1つである資産の定義は10ページで述べたとおり「カネ（資本）で買っ
た財産」（カネそのもの、カネに関する債権も含む）である。だからB/Sに会社のす
べての財産が書いてあるわけではなく、「カネで買っていない財産」は入っていな
い。この代表的なものは「のれん」（good will）であり、会社がビジネスをやってい
くうちに自然に生まれたノウハウ、ブランド、得意先、仕入先といったものである。
しかし「のれん」も他社から買ってくれば資産となり、B/Sに計上される。
資産は資本というカネの使い道を示すものなので、「買った価格」で書くことが原
則である。これを取得原価主義という。
資産は10ページで述べたようにキャッシュフローを生む（カネを生む）ために購
入するものなので、カネへの変わりやすさ（10ページで述べた回転のスピード）を
見る。このスピードが速いものを「流動」、遅いものを「固定」と表現する。これに
よって資産を流動資産と固定資産という中区分に分ける。
流動資産は「すぐカネになる資産」（概ね1年以内になる）、固定資産は「なかな
かカネにならない資産」（1年以上かかる）という意味であるが、ビジネスでは流動
資産を「カネにすることを目的（取得目的という）に買った財産」、固定資産を「使う
ことを目的に買った財産で、使うことでゆっくりとカネを生んでいくもの」として見る
とよい。

（２）B/Sの見方



だから同じ財産でも取得目的によって流動資産にも固定資産にもなる。自動車を
売る目的（自動車ディーラー）で買えば流動資産、使う目的（一般企業）で買えば固
定資産である。もちろん買った後に気が変わって流動資産の自動車を使っても
（セールスマンが営業用に使う）、固定資産の自動車（営業車）を売っても構わない。
アカウンティングでは「取得目的」で流動資産と固定資産に分ける。



（ⅱ）流動資産
流動資産の下の小区分は流動性が高いもの、つまりカネになりやすいものから

B/Sへ並べていくのが一般的である。これを流動性配列という。
小区分は業界、ビジネススタイルによって異なるが、一般的には次のようなもの
である。
・現金・預金…もっともカネになりやすいカネ
・受取手形…56ページ参照
・売掛金…これも54ページで出てきたが、受取手形より現金になるスピード、と言
うよりも可能性がやや低い。受取手形は「借用書あり」、売掛金は「借用書なし」と
言える。この2つを合わせて売上債権という小区分とすることもある。
ファイナンシャル･アカウンティングにおいては「本業（定款の事業目的にある事
業）と本業以外に分ける」という基本的な考え方がある。株主、投資家は本業に期
待してカネを出資しているからである。一般に売掛金とは本業が終わってしまって
いて（商品を売った。サービスが終わった。128ページで述べる「売上を立てた」）
のに入っていないカネのことである。「不動産業ではない企業が土地を売ってまだ
入っていないカネ」のように、「本業以外で入っていないカネ」は未収金（未収入金
とも言う）として区分しておく。
売掛金を工事業では完成工事未収入金といったアカウントにすることもある。
・短期有価証券…株、債券などの有価証券のうち「カネにすることを目的」として
買ったもの。事業に使うことを目的としたものは固定資産に入れる。



・棚卸資産…その会社の商品など、これから先「売ってカネにすることを目的」と
して持っている財産のことで、普通は「在庫」と表現するものである。当たり前の
ことであるが棚卸資産は売れないこともあり、カネになるとは限らない。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という意味で当
座資産と言う（短期有価証券は「必ず売れる」と考えてここに入れる）。「当座」と
いう言葉もファイナンス、アカウンティングの世界ではよく使われる（36ページの
当座預金など）。これも「カネになるスピード」を指しているのだが、流動よりもさら
に速い場合に使われる。
棚卸資産は商品（購入して売るモノ）、製品（作って売るモノ）、仕掛品（作りか
けのモノ）、半製品（作りかけのモノだが、それ自体をそのままでも売るモノ）、原
材料などがある。
当座資産、棚卸資産以外は「その他の流動資産」と区分されるが、次のような
アカウントがある。



・未収金…前述
・前払費用…これもアカウンティングのおもしろい考え方である。本来払わなけれ
ばいけない時期よりも前に払ってしまったカネのことである。後で返してもらうと考
える。つまり「後でカネになる」というものであり、1年以内にカネになると考えれば
流動資産、1年以上先であれば固定資産になる。商品を受け取る前に払う手付金
のようなものをイメージすればよい。アカウンティングの世界では商品を受領する
時に債務（カネを払う義務）が発生すると考え、手付金（前払費用）は商品を受け
取る時に返してもらい（返してもらう権利がある。つまり債権なので資産）、商品代
金全額を支払うと考え、資産とする。これを企業会計原則（105ページ参照）では
総額主義の原則という。「もらうカネと払うカネを相殺するのではなく、それぞれ書
きなさい」ということである。



（ⅲ）固定資産
流動資産はすぐカネになるものであり、管理は楽である（棚卸資産には在庫管
理という仕事があるにはあるが）。一方、使う財産である固定資産は企業の中に
長くとどまっており、使っていくうちに価値が下がっていき、減価償却（151ページ
参照）という処理をしなくてはならない。そのうえ固定資産税という経費を払うため
にいちいち申告をしなければならない。だから管理するのが結構大変であり、こ
の仕事を固定資産管理と言う。
固定資産管理において、建物くらい大きいものなら固定資産としてきちんと帳簿
に付けて管理するのもわかるが、机、いす、キャビネット、さらには電球…など企
業で使う財産は果てしなくある。
ここには「重要性の原則」というものが適用される。企業会計原則にはこれまで
出てきた保守主義の原則、総額主義の原則の他に、あたり前といえばあたり前
の真実性の原則（ウソはだめ）、明瞭性の原則（わかりやすく）というものなどがあ
るが、この重要性の原則はなかなかユニークである。
これは「アカウンティングは正確にやることが大切だが、重要性の乏しいものは
アバウトにやってよい」というものである。要するに「ささいなことはどうでもいい」
ということである。これを適用する代表が固定資産である。長く使うもの（1年以上
使う）であっても、重要性の乏しいものは固定資産として帳簿に書かないで「買っ
た瞬間に使い切って資産を持っていないことにして、固定資産管理というめんど
うくさい仕事をやらなくてよい」というものである。



しかしこの「重要なものか、そうでないものか」という基準では、結構いいかげんで、
企業がいかようにも判断できてしまう。この「いいかげんさ」をもっとも嫌うのがタッ
クス･アカウンティングであり、税務当局がこの「ささいな」という基準を決めている。
これは政策的にしょっちゅういじっているのだが、2014年現在では「取得金額が10

万円未満（中小企業は30万円未満）の財産は固定資産ではなく、消耗品費（買っ
た瞬間に使い切って消耗したと考える）などとして処理できる」としている。
しかしこれはタックス･アカウンティングのルールであり、ファイナンシャル･アカウ
ンティングではこの通りにする必要はない。しかし両アカウンティングで固定資産か
どうかが違うのはあまりにも手続きが煩雑なので、ファイナンシャル･アカウンティン
グをタックス･アカウンティングに合わせるのが普通である。
固定資産はB/Sへ次のように小区分、細区分として書くのが普通である。
・有形固定資産…「目に見える財産」という意味で、固定資産の定義にある「使う財
産」という感じがもっともフィットするものである。固定資産というと多くの人はこれを
イメージする。この細区分として土地（土を買った訳ではないので目に見えない使
用権と思うが、一般的にはここに入れる）、建物・構築物、機械・運搬具、工具・器
具・備品（工場やオフィスで使われる道具。左記3項目以外のものをここに入れる）、
建設仮勘定（作りかけの建物や機械）･･･といったアカウントにするのが一般的であ
る。



・無形固定資産…「目に見えない財産」という意味である。特許権などの権利や
他社から買ってきた“のれん”（109ページ）などの他、コンピュータのソフトウェア
もここに入れる。
・投資その他の資産…投資有価証券（子会社、関連会社以外）、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年を超えるもの。
1年以内なら流動資産）、差入保証金（29ページ）などがある。



負債はその会社が「払う義務のあるカネ」（カネに関する債務）であり、要するに
広い意味での借金である。負債はすっきりとワンイヤールールで流動負債と固定
負債に分ける。払う期日が決算日から1年以内であれば流動負債、1年を超えれ
ば固定負債である。

1年を境にしている理由は、ファイナンシャル･アカウンティングではこのB/Sは株
主、投資家が見るためのものだからである。株主にとってもっとも恐ろしいのは倒
産状態になることである。間近に返済期間が迫った流動負債が払えなくなった時、
会社は倒産する（固定負債もいずれは期日が1年以内の流動負債になるが）。そ
こで株主がガバナンスを行使して経営者を指名する「1年に1回の定時株主総会」
で「B/Sを見て、来期の経営者が来期の借金（流動負債）を返すことができるかを
判断できるように」はっきりと分けておく。
流動負債には支払手形、買掛金（本業に関して払っていないカネ。つまり棚卸
資産を買ったが払っていないカネ。先ほどの工事業なら完成工事未払金）、短期
借入金、未払金（棚卸資産以外のものを買ったが払っていないカネ）、前受金（前
払費用の反対で先に受け取っているカネ。後で返すと考える）、固定負債には長
期借入金（いつかは短期借入金になるが）、社債（49ページ、1年以内に返すもの
は流動負債）、退職給付引当金（165ページ）、預り保証金などがある。

②負債



B/Sを見る時のポイントは、この純資産を理解しているかである。純資産は次の
3つの角度から見る。
（ⅰ）基本構造
「純資産＝資産－負債」と定義する。純資産はこのように「資産と負債の差」とい
う計算値であり、実態のないものである。
あなたが5000万円の家を、住宅ローンで3000万円借金して買った。この時、資
産は「家5000万円」、負債は「住宅ローン3000万円」なので、純資産はその定義
から「5000万円（資産）－3000万円（負債）＝2000万円」となる。この時、家（資
産）5000万円は目の前にあり、住宅ローン3000万円もあるが、純資産2000万円
はどこにも存在していない。純資産は単なる計算値である。
純資産の「純」とは「私は5000万円の財産を持ち、3000万円の借金を抱えてい
るので、言ってみれば正味の財産は2000万円だ」といった感じである。
「純資産＝資産－負債」なら「資産＝負債＋純資産」となる。だからB/Sは下図
のようなグラフで表現できる。

負債

純資産

資産

負債

純資産

資産

③純資産



この「左右が同じ集計値になる」というのがB/Sの基本構造であり、バランスシート
の「バランス」という意味である。
（ⅱ）自己資本
ここで家を買った瞬間に戻って、ファイナンスから考えてみよう。5000万円の家を
買った時、5000万円のカネ（資本）があったはずである。5000万円の家を3000万
円の借金（返すカネ）で買ったということは、2000万円という「返さなくてもよいカネ」、
つまり自己資金があったはずである。会社で考えれば、この2000万円は使える状
態になっているので「資本」であり、自己資金ではなく自己資本である。つまり「資産
を買う時」には、純資産は自己資本としてあったはずである。「純資産は元々は自
己資本というカネであり、これが資産という財産に投資されている」というのが自己
資本の見方である。
一方、住宅ローン3000万円（負債）も家を買った時点では「使える状態のカネ」で
あったので資本（家を買うために使える）であり、自己資本に対して他人資本（返す
カネ）と言う（と言ってもほとんど使わない言葉である。これは「負債」と言うのが普
通）。
自己資本と他人資本を合わせて総資本と言う。「会社が集めてきたカネの総量」
である。
アカウンティングの負債、純資産は、ファイナンスで言えばそれぞれ他人資本、自
己資本であり、資産は総資本にあわせて総資産と表現することもある。B/Sは左側
（資産）が「今持っている“カネで買った財産”」なら、右側は「その財産を買った時の
“カネの内訳”」を表している。



他人資本
（負債）

自己資本
（純資産）

財産を買ったカネの出所買った財産

住宅ローン3000万円

自己資金2000万円

家5000万円買った値段 総資本
資産

会社において「返さなくてよいカネ」（自己資本）は2つある。1つは「もともと返さ
ないつもりで集めたカネ」である。13ページで述べたように資本金である。家の自
己資金でいえば「親からもらったカネ」であり、これが500万円だったとする。
もう1つは「会社が自ら生み出したカネ」である。これは会社が生み出した利益
（過去の儲けも含めて）のことである。家の自己資金（2000万円）で言えば、親か
らもらった500万円の残額1500万円（自分で稼いだカネ、貯金）がこれにあたる。
つまりアカウンティングの純資産（ファイナンスから見れば自己資本）というアカ
ウントは、資本金と「過去から積み上げた利益」という2つのサブアカウントから成
り立っている。
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5000万円←

資本金

借金→3000万円

株主に出してもらったカネ→500万円

自分で稼いだカネ→1500万円

使ってしまったので
もう手元にはない

先ほど述べたように純資産は実体がない（すでに使ってしまった自己資本であ
る）。だからその内訳である資本金も利益も実体はない。資本金（先ほどの家な
ら親から出してもらったカネ）は家を買ってしまった今となっては“家の柱”であり、
利益（貯金）は今や“家の屋根”となっている。ただB/Sの右側にその財産をどう
いうカネで買ったかを書いておくものである。



（ⅲ）株主資本
今度は純資産を株主から見てみよう。株主には最後の権利といえるストック（残
余財産処分権。会社を解散し、清算する権利）がある。清算とはすべての資産を
売り払い、すべての負債を返すことである。こうすれば純資産が手元に残る。そし
てこの純資産は株主がすべて受け取ることができる。ストック取得である。
このように株主が財産処分を考える時は、資産を買った値段（取得原価主義）で
はなく、「その資産をもし売ったらいくらになるか」をベースに書いて欲しいところで
ある。この「売ったらいくらか」を一般に「時価」と呼んでいる（この「時価」を後述す
るIFRSではfair valueと呼んでおり、日本語では「公正価値」と訳している）。この
考え方を取得原価主義に対し時価主義、これに則って計算された純資産を解散
価値という。
しかし時価の算定は極めて難しい。取得原価は買った値段なので“事実”である。
しかし時価は「もし売ったら」であるから“予測”となる。ここではその予測に「評価」
と言う言葉を使う。この「評価」は「価値を算定する」という意味である。
世の中に全く同一の財産はなく、同じような財産が「ある値段」で「ある時」に売
れたからといって、その会社の持っている財産がその値段で売れるわけではない
（売る時期が違う、使い方が違う）。しかし株主から見ればストックと考える資産は
何としても時価で書いてほしい。そうしないと解散という株主最大の権利を行使す
るかを判断するのが難しい。



これまで日本では、株主が倒産していない会社を解散することなど考えてもいな
かった。まさにゴーイング・コンサーン（会社は解散しないで継続すべき）であった。
しかし前述のようにバブル崩壊後、外国人投資家が増加していく中で、上場会社に
は時価会計が適用されていくようになる。このゴールが後述するIFRSである。
B/Sの注記（B/Sの各項目の内訳などを細かく説明するもの）に「虎ノ門に土地100

万円を持っている」と書いてあって、それがずっと前に買った値段で、「今売れば何
億円にもなる」と言っても、外国人から見れば、虎ノ門の土地の値段など想像もつ
かない（日本人なら少しはわかっても）。それなら「今の土地相場」で「この土地を
売ったらいくらくらいになるか」を書いて欲しいという気持は自然なものである。そし
て「そんなに高い土地を持っていて、これだけしかキャッシュフローを生めないで、
株価も安い会社なら、解散して今すぐにその土地を売ってカネを得て、そのカネを
別の会社へ投資したい」という気持もよくわかると思う。
株主はこの純資産を受け取ることができるのに、あえて解散しないということは

「解散価値分のカネ」を株主が会社へ出資していると考えられる。そこでこの純資
産（解散価値）を株主資本という。



（ⅳ）剰余金
取得原価で書かれた資産を時価で計算するとどうなるであろうか。先ほどの例
でいえば、5000万円で買った家（土地付き）が、土地の値上がりで実質7000万円
の価値評価（不動産屋に査定してもらったら「今売ると7000万円」と言われた）に
なったとする。時価評価のファイナンシャル･アカウンティングではこの資産（家）
5000万円を売らないうちに7000万円と書き換える。

資産

土地

負債

資本金

利益

500万円

1500万円

3000万円

7000万円

2000万円⇒評価益 3500万円



資産を7000万円の価値としてB/Sに書いても、負債は変わらないので「純資産
（株主資本＝株主の取り分）＝7000万円－3000万円＝4000万円となる。資本金
は500万円と変わらないので、過去からの利益の積み上げは4000万円－500万円
＝3500万円となる。つまり「過去からの積み上げ利益＝資産－負債－資本金」と
なり、資産価値が上がると増えていく。これを評価益（含み益）と言う。もちろん価値
が下がれば利益も下がるので、これを評価損（含み損）と言う。
時価評価で考えるとこの「過去から積み上げた利益」という表現は適切ではなく、
「剰余金」という表現が適切といえる。剰余金はsurplus（surは「超えて」plusは「加
えた」という意味）の訳であり、「超えてしまった分＝増えてしまった分」という意味で
ある。
株主から見ると、もともと出したカネは資本金だけであり、会社を清算するとストッ
クとしてこの剰余金が乗ってくれたことになる。剰余金は「自分が出した資本金
（500万円）を使って会社がビジネスをやり、それによって資産（株主のもの）を増や
してくれた分（3500万円）となる。
この剰余金は正確には利益剰余金と言う。それは資本剰余金というものが他に
あるためである。資本剰余金とはエクイティファイナンスで得たカネ（会社に株主か
ら新たに払い込まれたカネ）のうち、資本金に入れなかったものを言う。これについ
て簡単に解説しよう。



株主は会社を解散しなくてもカネを得ることができる。それが配当である。この配
当限度額が利益剰余金である。しかし会社のステークホルダー（利害関係者）とし
て株主の他に債権者（この会社にカネを貸している）がいる。この人たちから見ると、
会社が事業によってカネを増やすと思ってカネを貸したのに、増えた分を株主がす
べて受け取ってしまうのは不公平である。そこで配当をする時は、その配当額の
1/10を利益準備金として会社の中に積み立てておくことを求めている。法的には資
本金の1/4に達するまで積み立てなければならない。つまり配当を1000万円するの
なら、1100万円の利益剰余金が必要になる。
一方、増資した場合、その分だけ資本金が増加するが、そのカネは利益ではない
ので既存株主に配当できない。そこで「払い込まれた資本金のうち2分の1以下は
資本金に組み込まず、資本準備金というアカウントとしてよい」というルールにし、
その上で先ほどの利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の1/4に達すれば、
その積み立てをやめてよいことにしている。つまり資本準備金と利益準備金で資本
金の1/4に達してしまえば、利益準備金を積み立てなくてよくなり、1000万円の配当
は1000万円の利益剰余金でよくなる。
資本剰余金とは、この資本準備金と「その他の資本剰余金」から成る。「その他の
資本剰余金」とは資本金の払い込み以外で（つまりイレギュラーな形で）資本金を
動かすものであり、例えば自己株式処分差益（自社株を証券市場で売って得た儲
けのこと）などがある。



アカウントルールによって利害を受ける人は多い。上記でいえば株主、債権者、
そして会社自身である。これらの利害をうまく調整するためにルールをしょっちゅう
変えている。そしてそのうちに何をやっているかよくわからなくなってしまう。上の例
などはややこしいと言うよりも、一体何をやろうとしているのかがわからない。
これらをきちんと整理してつじつま合わせしようとするのが後述するIFRSという国
際ルールである。しかしこの通りにすれば皆がハッピーになるわけではなく、当然
のことながらアンハッピーな人も生まれ、この人たちが大反対して調整は大変なこ
ととなる（今の日本がまさしくこの状態である）。
一般ビジネスマンから見ればアカウンティングの細かいルールを覚えてもあまり
意味がない。それはルールがどんどん変わるからである。知らなくてはならないの
はルールの裏にある「考え方」のようなものである。
ここまで書いてきてしまったが、一般ビジネスマンはその「考え方」だけを知れば
十分である。B/Sの純資産を見る時は「資本金」（資本剰余金も含めて）と「利益」
（過去からの積み上げ＝利益剰余金）に分け、利益部分は株主に配当できるもの、
資本金部分は配当できないもの、そして最後はともに株主が取得できると考えれ
ばよい。



（３）B/Sも見方

B/Sを整理すると次のようになる。
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（３）B/Sの見方



B/Sというアカウンティングレポートは見る人によって異なる。直接の報告先でな
い人も含め、その見方を整理してみよう。
①税から見る（タックス･アカウンティング上のB/S）
このB/SはP/Lのサブレポート（B/Sの利益の内訳レポート）である。ここでB/Sを
作る目的は過失、不正を防止し、P/Lで計算されている所得（利益）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る。簡単に言えば所得（利益）がど
のような形で財産として保有されているかを見て不正、不公平をなくしていくこと
である。所得というカネの使い道なので、取得原価（使ったカネの額）で書いてな
くてはつじつまが合わない。
②株主から見る（会社法上のB/S）
ここには3つの見方がある。



（ⅰ）カネの使い道
株主が出した元手（資本金）、それによって稼いだ利益、そして借金という資本
（カネ）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というものであ
る。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、資産
は取得原価で書いておくことがベターである。
（ⅱ）倒産のチェック
会社が抱えている借金、特に流動負債が本当に来期返せるかをチェックする。
ここでの資産は最後はこれを売って借金を返すものとして見るので、取得原価よ
りも時価で書いてほしいところである。
（ⅲ）ストック
ストックホルダーとしての見方であり、この会社を解散して清算すればどのくらい
の財産が残るかというものである。この場合も資産は時価で書いてほしいところで
ある。



投資家は株主および株主予備軍なので、上記②(ⅰ)～(ⅲ)の見方もできる。た
だ投資家の最大の関心は株価である。この株価を見て買う、売るかを決める。次
章で詳しく述べるが株価は企業価値そのものと言え、その資産が生み出す将来
のキャッシュフローによって決まると考える。したがって固定資産、特に事業を行
う上での設備の内訳が大きな意味を持つ。この場合資産は何としても時価で、か
つ詳しく書いてほしい。「建物が全部でいくら」と総額ではなく、個々の財産につい
て具体的に書いてほしい。カネで買った財産だけでなく、会社が生んだ“のれん”
などの財産も時価で書いてほしいところである。この会社を解散ではなく、M&Aな
どで会社ごと売れば買い手側にのれん代も要求できる。さらにはこの“のれん”を
生む最大の会社の財産と言える「従業員の能力」も書いてほしいところである。
実際の有報には「設備の状況」として設備の内訳を記載しており、従業員の能
力を表すものとして、従業員の人数、平均年齢、平均勤務年数（ベテランほど能
力が高い）、平均年間給与（給与が能力を表している。と言うよりも能力に給与を
支払っている）も記載している。

③投資家から見る（金商法のB/S)



借入金を提供している金融業は残念ながらB/Sなどのアカウンティングの報告
先ではなく、見たいものが必ずしも入っていない。そのため貸付先に対してアカ
ウンティングレポート以外の資料も要求する。ただファイナンシャル・アカウンティ
ングのレポートはもし記載に不正があれば法的に罰せられるので、信頼性が高
い資料と言える。ここでのP/LはB/Sの中の利益という1項目の内訳であり、B/S

がその中心となる。見方は次の2つである。

④金融業から見る



（ⅰ）与信
「貸したカネが返ってくるか」である。そのために短期的な流動資産の換金度（流
動性＝カネになりやすさ）を見る。これは「手元流動性」と「それ以外」に分けて考
える。手元流動性とは当座資産の中でもほぼ間違いなくカネになるというものであ
り、現金・預金、有価証券などがこれにあたる。したがって「それ以外」は受取手形、
売掛金（ともに取引先がデフォルトすることもある）、在庫（売れないとカネにならな
い）といったものである。
長期的には固定資産のパフォーマンスを見る。これは固定資産は使う中でゆっ
くりとカネになっていくので、その資産が生んでいるキャッシュフローがポイントと
なる（具体的には283ページ参照）。そういう意味では後述するキャッシュフロー計
算書が最重要レポートと言える。
（ⅱ）担保
「返せなくなったらどうするか」である。会社をやめれば株主よりも先に債権者が
カネを得ることになる（残ったカネを株主が受け取る）。つまりB/Sは抵当明細であ
り、抵当権を持っている固定資産の時価を厳密にとらえるとともに、他金融業に
入っている抵当の財産、偶発債務なども知りたいところである。



その会社と売買取引などがある取引先も、金融業同様にアカウンティングレ
ポートの報告先ではない。ただ上場していれば、有報がディスクローズされている。
非上場会社は取引開始時に会社法上のアカウンティングレポートを提供してもら
うのが普通である。これらのアカウンティングレポートは、上で述べたように法の
下で正当性が担保された資料として見ることができる（そういう意味では、より厳し
いルールを持つ有報が手に入る上場会社の方が安心と言える）。そして④同様に
B/Sがその中心である。つまりB/Sの流動負債にある買掛金、支払手形を債権と
して自社が持っていれば、それがデフォルトすることもある。
逆に自社から見ると債務となっているその会社のB/S上の売掛金などの売上債
権についても、この会社が倒産すれば別の債権者へ譲渡されることもある。常に
取引をしている相手なら資金繰りが苦しい時支払いを待ってくれることもあるが、
債権者が変われば厳しい取立てになるかもしれない。この会社の支払手形に裏
書している時は（偶発債務）特に注意が必要である（連鎖倒産）。
そうなると金融業同様にデフォルトがポイントとなる。上記④の(ⅰ)(ⅱ)に加えて、
特に自らが債権を持っている流動負債を流動資産、できれば販売しないでもカネ
になる当座資産、さらには手元流動性で返済可能かを見たいところである。

⑤取引先から見る



しかし実際にはもっと大切なことがある。その会社が仮に自らのカネで流動負債
を返済できなくても、メインバンクがカネを貸してくれれば返すことができる。つまり
メインバンクから借りている借入金の量と質がポイントとなる。借入金の多い会社
は返すのが大変そうであるが、逆の見方をすればメインバンクが正当に貸している
（返済を迫ってはいないもの。30ページで述べたように金融業は利子を払い続ける
限り、借りていてほしい）カネが多いということは、銀行からの信頼がある（返済で
きると判断してカネを貸している＝与信）と見ることもできる。よく言われる「借金も
財産のうち」とはこういう意味である。



「会社の成績表」としてのB/Sが一般ビジネスマンにとってもっとも大切な見方で
ある。ここでは「カネの調達＝ファイナンス＝負債＋自己資本」と「カネの運用＝投
資＝資産」としての見方が基本となる。負債（返す）、自己資本（返さない）として調
達したカネをどのような資産に投資しているかという見方である。持っている固定
資産は適切か、ビジネス上有効活用されているか、借金したり増資したりしている
のにビジネスに関係のない財産を持っていないか（預金、有価証券など）、流動資
産はもっと早くカネにならないか、財産を調達するためのバランスは良いか（借金
に頼りすぎていないか、もっとエクイティファイナンスを使えば）、負債は返済でき
るのか、そして最後はB/Sに書いていない自社の財産（のれん）は何かをよく考え
てみることである。

⑥会社から見る



（４）P/Lの見方

①ルール
P/Lは収益、費用というアカウントを集計し、「収益－費用」で利益を計算するアカ
ウンティングレポートである。収益は「入ってくるカネ」、費用は「出ていくカネ」であり、
B/Sよりはずっと直感的である。かつファイナンシャル･アカウンティングではB/Sの
付属帳表（利益というアカウントの内訳表）であり、重要度はB/Sに比べずっと低い。
ただP/Lの問題点は常識では考えられないようなルールがあることである。これが
ビジネスマンを悩ませ、P/Lを誤解してしまう。逆に言えばこのわかりづらいルール
さえ理解すればP/Lは読める。
このP/Lのルールに限らず、アカウンティングルールを理解するポイントは「なぜ
そういうルールにしたか」ということにある。
（ⅰ）営業と営業外

1つ目のルールは「営業」と「営業外」に分けることである。111ページで述べたよ
うにアカウンティングでは本業（定款に書いてある事業目的）と本業以外にはっきり
と分ける。アカウンティングの世界では本業のことをなぜか「営業」と表現する（日
本語の「営業」の意味とは異なる）。したがって本業の収益を営業収益と表現する。
ただ多くの会社では従来からこれに売上（売上高とも言う。これも株、株式同様に
ほとんど同じ意味で使っている。本書は売上で統一する）という表現を使っている。
本書でもこれに従って営業収益を「売上」と表現する。111ページの工事業であれ
ば完成工事高などと呼んでいる。
本業の費用は営業費用であり、本業以外は営業外収益、営業外費用とよばれる。

（４）P/Lの見方



（ⅱ）費用収益対応の原則
これは「費用を収益と同時に発生させる」という企業会計原則である。現実の世

界とはもっともかけ離れたルールと言ってよい。収益の定義は「会社に入ってくるカ
ネの内で、負債でも資本金でもないもの」である。ファイナンス以外のカネ、つまりオ
ペレーションによって増えたカネである。
一方、費用は「収益を得るために出ていったカネ」である。
いわしを専門に売る魚屋で考えてみよう。この魚屋ではいわしを1匹80円で現金

仕入れをし、100円で現金販売している。102ページの損金で説明したのと同様に、
費用の定義にある「収益を得るために」というのは「魚を売るためにかかったカネだ
けが費用」ということである。
ここで費用収益対応の原則とは「収益を得るために」かかったカネを「その目的で

ある収益と同時に出す」ということである。逆に言えばいわしが売れるまで費用は出
さない（出せない）というものである。
魚屋がいわしを1千匹仕入れたら代金は8万円である。しかしこの仕入れ時点で

は費用はゼロである。この8万円を今日現金で払おうが、2ヶ月先に払おうが売れな
い限りずっとゼロである。



魚屋
いわし1匹80円で
8万円仕入

1匹100円で売れた

費用0費用0
売上100円
費用 80円（1匹なくなった）
売上100円
費用 80円（1匹なくなった）

利益20円

このルールは利益を公平に計算するためのものである。もっと言えば利益をモ
ノを買うタイミングなどで操作できないようにすることが目的である。つまりコント
ロールである。ファイナンシャル･アカウンティングでも利益操作に対するコント
ロールは求められるが、さらに強くコントロールが求められるのはタックス･アカウ
ンティングである。これは利益（所得）によってその会社が実際に払うカネ（経費）
が異なってくるからである。

魚が1匹だけ100円で売れたとする。この時100円という収益が（売上）が発生す
る。これを「売上を計上する」「売上を立てる」と表現する。売上計上と同時に80円と
いう費用（80円のいわしという在庫が売れてなくなったので）を発生させ（計上して）
、収益100円－費用80円＝利益20円を計算する。
つまり魚屋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（その
ために従業員に給与を払っても）費用はゼロで、売れた時しか費用を出せない。



ある販売会社が今日決算日を迎えたので、今期の利益（所得）を計算してみたら、
5000万円であった。現在法人の利益にかかる税率（利益と「法人税、住民税、事
業税の合計」の比。実効税率という。政策的に変えている）は40％弱＊なので、
2000万円の税金を払わなくてはならない。「こんなに儲かっているなら、今期のうち
に（今日すぐに）商品を5000万円買っておこう」と購入して、これを費用（損金）とし
て計上できたら、利益（所得）はゼロになってしまい、税金を払わなくてよいことに
なってしまう。ファイナンシャル･アカウンティングであれば今期の利益目標をオー
バーした分については、商品を購入することで来期のためにとっておくことも可能と
なってしまう。
これでは買うタイミングで利益を調整できることになってしまい、確かに不公平で
ある。そこでアカウンティングの世界（タックス･アカウンティング、ファイナンシャル･
アカウンティング）では「売れるまで費用は絶対に出すことはできない」というルー
ルにしている（経営者がルールを決めるマネジメント･アカウンティングでは、もちろ
んどのように費用を出してもよい）。



利益には、収入から支出を引いて「手元に残るカネ」というイメージがあるが、何
度も述べてきたように利益はこうやって計算した単なる計算値である。目的は税金
や配当を決めるためであり、公平に経営者の成績を出すためのものである。先ほ
どの「手元に残るカネ」はすでに述べたキャッシュフローと呼ばれる。
しかし仕入代金のように「買う」と「売る」が1対1で対応している費用（「100円の
いわし（売上）」に対して「80円のいわし費用」）はこれでよいのだが、結びつかない
費用は収益（売上）と同時に発生させるのは難しい。魚屋でいえば店の家賃、電気
代、従業員の給与…といったものである。
費用収益対応の原則を厳密に適用するなら、いわし1匹1匹にこの費用を振って
しまえば可能にはなる。しかし手間のわりに得るものは少ない。そこで重要性の原
則である。つまり「ささいなことは気にしない」である。
営業費用を2つに分ける。1つが商品を買った費用、製品を作った費用のように
売上1件1件に対応して同時に出せるものであり、これを売上原価と言う。売上原
価は本業を実施するため、売上を出すため、各売上に“ひも付いた”（“対応してい
ること”をこう表現することも多い）原価という意味である。もう1つは個々の売上に
対応しない（させない）ものであり、販売費・一般管理費と呼ぶ。これはその費用の
発生時に計上する。

＊ 本書は2014年に書かれているが、安倍首相はこの先法人税を減税すると言っている。本書では実効税率を40％
で設定する。



（ⅲ）発生主義
3つ目のルールは、売上を中心とする収益を発生させるタイミングである。費用と

収益を同時に発生させ、そこで利益を計算するのであれば、収益をいつ発生させる
かである。このルールをはっきり決めておかないとやはり利益を調整できてしまう。
収益は「いつカネが入るか」ではなく、「その行為が終了した時点」をもって計算

する。これを発生主義の原則と言う。モノを売っている企業であれば、売上は販売が
終了した時点、すなわち「商品、製品の所有権が移った時」である。サービス業であ
れば「債務として実行した（顧客と約束した）サービスが終了した時」であり、ホテル
でいえばチェックアウト時、飲食店なら出店時（7ページの「お会計して！」）である。



（a）モノを売っている企業の売上基準
モノを売っている企業の「所有権が移る時」というタイミングはなかなか微妙である。
実はこのルールは企業ごとに（と言うよりもやっている仕事の実態に合わせて）決
めていて、これを売上基準と呼んでいる。
売上基準は引渡基準（モノの引渡時。伝票でいえば「顧客から受領書をもらった
時」に売上を計上）を原則としている。この「引渡」という行為が今1つはっきりわか
らない時は、出荷基準（「顧客に直接モノを渡しておらず、受領のタイミングが今1

つはっきりしない企業」で、モノが倉庫を出た時に売上を立てること。出荷伝票を
もって売上を計上）、検収基準（「顧客にモノを渡しても、顧客がその後テストなど
をして、そのテストに合格しない時は返すような企業」で「確かに頼んだ商品だっ
た」という検収が済んだら売上を立てる。「顧客からの検収書」をもって売上を計
上）などがある。
このように企業によって異なる基準を採用していると不公平なようだが、企業会
計原則には継続性の原則というものがある。これは売上基準のように一度選択し
たルールは「ずっと続けていく」というものである。その時の都合に合わせてやり方
を変えなければ、長い目で見れば公平といえる。「月末で売上が不足しているから、
普段は引渡基準だけど、今日は出荷基準で売上を計上してしまおう」ということは
できない。



（b）サービス業の売上基準
サービス業の方は比較的すっきりと「終了」という概念で売上が計上できる。しかし
サービスでもモノの販売でもどちらとも言えない（どちらとも言える）ものがある。それ
が「工事」である。工事は「工事する」というサービスを請負っているとも考えられるし、
「工事して完成したモノを売っている」とも考えられる。そのため従来は決算期をまた
ぐような長期の工事については、判断（アカウンティングの中でもっとも大切な仕事
＝ルールから人間が判断する）によって2通りの方法が考えられる。

1つはサービスとして考え、決算時点で終わっている工事の分を売上計上するもの
で、工事進行基準と呼ぶ。もう1つはモノの販売と考え、すべての工事が終わり、そ
れによってモノが完成してから売上を立てるもので、工事完成基準と呼ぶ。
前者の工事進行基準では前もって「工事の進行度合を測るものさし」（マイルス
トーンと言う）が必要となり、そのものさしで正確に測る必要があり、結構大変と言え
る。しかもタックス･アカウンティングを考えると、工事進行基準ならその利益（所得）
に相当する分の税金を毎期払わねばならず、工事完成基準なら完成時点まで税金
の支払いを繰延べられる。そのため日本では工事完成基準を採用する企業がほと
んどであった。



一方、国際的には工事進行基準が一般的であった。後で述べるIFRSの動きに合
わせる形で日本も国際的な基準に合わせることとした（これをコンバージェンスと言
う。215ページ参照）。具体的には2009年から工事進行基準を原則として強制適用
するものとし、例外的なケースに対してのみ工事完成基準を認める（マイルストー
ンを作ることがどうしても難しい）こととした。あわせて売上基準があやふやだった
ソフトウェア開発についても、同様に工事進行基準を原則とすることになった。
これはファイナンシャル･アカウンティングの世界の話であるが、タックス･アカウン
ティングの税務当局としては工事進行基準の方がウェルカムである（早く税金が納
付される）ので、いち早く2008年度から適用している。
この適用により工事業、ソフトウェア業は売上、利益そして税金の前倒し（工事完
成前に売上を立てる）となり、その瞬間は増収増益（収益、利益とも増加）となる。
ただ前倒ししているだけなので翌期はその分ダウンすることになる。ルールに振り
回されて、業績の推移など訳がわからなくなってしまった。



（ⅳ）今期と今期以外
4つ目のルールは「今期と今期以外の成績は分ける」というものである。
アカウンティングは7ページで述べたように「期間」が大切な要素であり、ファイナ
ンシャル･アカウンティングのレポートは「今期の経営者の成績表」である。しかし
今期に行ったオペレーションが原因でないのに、たまたま（アカウンティングでは
「特別な要因」と表現する）今期に、以前に行ったオペレーションの結果が出てしま
うことがある。これを特別利益、特別損失として“通常”の成績とは分けておく。この
“通常”のことをアカウンティングでは「経常」と言う。「特別か特別でないか」の判断
は経営者が行う。そうなるとどうしても特別利益（私が出した利益ではない）より特
別損失（私が出した損失ではない）の方が多く計上されることとなる。
特別利益には前述の評価益の他、固定資産売却益、有価証券売却益（固定資
産、有価証券が帳簿に書いてある金額より高く売れた）などがある。どうしても利
益が足りない時に、資産を売却するなど無理して利益を絞り出すものが多い。
特別損失（特損と略す）としては、特別利益の反対の含み損、売却損の他、近年
では特別退職金（リストラ費用と言われるもの）が目立っている。一般の退職金は
「働いてくれてありがとう」であり、給与同様に労働対価である。したがって“通常の
費用”として計上される。一方、特別退職金は定年（本来退職金をもらう時）が来て
いない人に「今退職すれば退職金を上乗せする」（リストラと言うとこれを指すこと
が多い）というものである。リストラにおけるこの“上乗せ分”が特別退職金である。



これはリストラを実行した経営者が「この特別退職金は今期の成績ではない。私
の成績ではなく、ずっと以前にこの人たちを雇った経営者の成績だ」（少し言いすぎ
か）と考えて、これを特別損失としている。なかなかシビアである。
105ページで述べたようにファイナンシャル･アカウンティングでは保守主義の原則
から利益は出しづらいが、損失は出しやすい。もっとはっきり言えば、損失を出すこ
とに対してファイナンシャル･アカウンティングは無抵抗である。そのため業績不振
で会社のトップが変わる時などに「これまでのウミを出す」という形で出せるだけの
特別損失を出し、身ぎれいになって、会社を次のトップに渡すということがよくなさ
れている。しかしタックス･アカウンティングはその逆であり、利益計上は簡単だが
損失計上は極めて難しい。つまりファイナンシャル･アカウンティング上で特別損失
を出しても、多くの場合（それが実体ではなく、評価のような場合）、損金としては認
められず（費用であっても）所得は下がらない



P/Lを理解するにはルールの他にもう1つのことが必要である。それは前述した
費用収益対応の原則から来る棚卸についてである。
売上原価は商品・製品などが“売れた分だけ”計上するのだが、アカウンティン
グでは「売れたモノをカウントしていく」のではなく、「在庫として残っているモノをカ
ウントして売れたモノを計算する」という形を取る。この仕事が棚卸であり、その対
象となるものが棚卸資産（棚卸をする資産という意味）である。
棚卸を「商品を仕入れて売る販売会社」と「製品を作って売るメーカー」に分けて
考えてみよう。
（ⅰ）販売会社
ここでは次のように売上原価を計算する。
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
棚卸は在庫している商品がどれくらい残っているかを調べるものであり、「棚か
らおろして商品を見る」というのが語源である。コンピュータなどを使って売れるた
びにカウントしていっても在庫は計算できる。これを帳簿棚卸、実際に倉庫で棚か
ら商品をおろして見ることを実地棚卸と言うことがある。しかし帳簿棚卸は「在庫
があるはず」であり、この商品がどこかに消えてしまったり、腐ったり、壊れたりし
て商品とは呼べないものになっているかもしれない。そのため一般には実施棚卸
のことを単に棚卸と言う。

②棚卸



棚卸では商品がいくつ残り、いくらくらいの価値があるかを評価して、トータルの
商品在庫の価値を「円」で計算する。
アカウンティングには「期間」があり、その初めを「期首」、終わりを「期末」と言う。
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であ
り、当期商品仕入高とはその期間内（期中という）に仕入れをした商品の総額であ
る。もし1つも商品が売れていないなら、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ある。そのうえで期末商品棚卸高を棚卸して計算し（実際に
はこれだけしか残っていないので）、その差額を売れた分として計算する。これが
売上原価である。

当期商品
仕入高

期首商品
棚卸高

買
っ
た
分

持
っ
て
い
た
分

何も売れないと
これだけあるはず

これだけ売れた 売上原価

これだけ残っている期末商品
棚卸高



売上原価をアカウンティングではこのように計算しなくてはならない。したがって商
品在庫を持っている企業は、年に1回（前期末と当期初は一緒）は棚卸を行う義務
がある。
会社の利益はこの売上原価の計算によって確定する。つまり棚卸によって利益
が計算されることになる。
例えば期末在庫のうち明らかに陳腐化して「これはもう売れないなあ」と思った商
品があったとする。棚卸商品の評価（いくらの価値があるか）は原則として取得原
価で行う。しかしもしタックス･アカウンティングにおいてこの陳腐化した商品を「もう
実際には売れないから価値がゼロ、あるいは80円で買ったけど10円くらいの価値
しかない」（公正価値＝時価法）と認めてくれれば、期末商品棚卸高はこの分減り
（これを棚卸評価損という）、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、税金が少なくて済む。逆にファイナンシャル･アカウンティングでこの陳腐
化した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
く出て“良い成績”となる。
棚卸評価は利益調整に使いやすいものと考えられる。そのため報告先が行う監
査の最大の対象の1つであり、透明性（第三者が棚卸をやるなど）が強く求められ
る。



在庫を多く抱えている会社では棚卸は膨大な作業となる（大型店舗などは1日店
を閉めてやるのが普通。「本日棚卸のため休業」と書いてあるのを見たことがある
と思う）。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
ていると「利益」と実際のカネの増減（つまりキャッシュフロー）が離れて、利益が出
ても資金不足となって倒産してしまうこともある。「勘定合って銭足らず」と言われる
ものである。黒字倒産の典型的パターンは在庫過多である。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カネに変えて
しまう会社もある。



（ⅱ）メーカー
モノを作って、これを在庫しているメーカーでは、販売会社の売上原価の式にあ
る「当期商品仕入高」の部分が「当期製品製造原価」となり、次のようになる。
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らない。これを原価計
算と言う。受注メーカー（売れてから作るメーカー）のように製品在庫がなくても、
売上原価を計算する必要があるので原価計算をやらなくてはならない。
原価計算というアカウンティングは製造原価という特別なアカウントを使って集
計するのだが、このアカウントを次の2つのディメンションで区分して、製造原価報
告書というP/Lのサブレポート（売上原価の内訳）を作る。



（a）形態による区分
カネの発生形態によって次の3つに分かれる。
・材料費…モノの消費に関してかかったカネ。原材料費、買入部品費…。
・労務費…ヒトに関してかかったカネ。給与…。
・経費…上記2つ以外にかかったカネ。外注加工費、水道光熱費、減価償却費
（後述）…。
この3つの合計が製造原価となり、そこから売上原価が計算される。したがって
原価計算の経費には、販売費・一般管理費は含まれない。例えば「モノを作るの
にかかった水道光熱費」（製造原価の経費）と「売るのにかかった水道光熱費」（販
売費・一般管理費）は分けなくてはならない。この2つの項目は決め事（会社が
ルールを決める）だが、組織によって分けるのが普通である。これが“工場”という
概念である。工場という組織で使った水道光熱費は製造原価、それ以外の本社や
販売部門で使った水道光熱費は販売費・一般管理費として分ける。そのため工場
（モノを作る）とそれ以外の組織を建物やフロアによって分けてしまうのが普通であ
る。



（b）製品との関係
製品に製造原価を割り当てるのだが、工場で1種類の製品しか作っていないとい
うことはあまりない。そこで製造原価を2つに分ける。特定の製品を作るために使
われたカネであることを明確に認識できるものを直接費、認識できないものを間接
費と言う。A、Bという2種類の製品を作る工場で、製品Aを毎日作っている人の給
与（労務費）は直接費、AとBの製品両方に携わっている人（例えばマネジャー）の
給与は間接費とする。
この(a)、(b)の2つのディメンションで、製造原価というアカウントを分けるのが一
般的である。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区分とする。
原価計算は次のようなステップで計算していく。



要素別原価計算

部門別原価計算

製品別原価計算

原価計算は次のようなステップで計算していく。

→直接費を製品別、費用別に集計する（注文単位に製品を作る受注メーカーは製品を注文
と置き換えればOK）
・直接材料費･･･「材料消費量×材料単価」で計算
・直接労務費･･･「作業時間×賃料」で計算

→賃率は「その人の給与総額÷総労働時間」で求める（いわゆる時給。）
・直接経費･･･費目ごと

→間接費の集計・配賦

・間接費を部門個別費（発生部門が明らかなカネ、例えば部門長の給与）と部門共通費（工場の建物の減
価償却費）に分けて集計
・部門共通費を何らかの基準（作業時間や売上構成比など）で部門へ配賦（カネを振り分けること）

→製品別原価＝直接費＋部門費×製品配賦率
・この製品配賦率にも作業時間や売上構成比が用いられる



原価計算にも発生主義の原則は適用される。材料費は使った分だけが対象で、
「材料費＝期首材料棚卸高＋当期材料仕入高－期末材料棚卸高」で計算する。仕
掛品、半製品がある時は棚卸をしてその分を原価計算からはずさなくてはならない。
材料は買っても費用にならないだけでなく、使っても使っても費用にならない（売
上原価にならない）。
こうして販売会社よりもさらに利益は実際の現金からはかけ離れていく。そうなる
と工場としての業績をとらえるのが極めて難しい（原価を落として作っても、売れな
い限り成績にならない）。そこで製品、そして部品の在庫を売れる分だけ、使う分だ
けにしていくという努力がなされている。これをカンバン、JIT（Just In Time）と言う。
さらには販売会社を作り、そこに製品を販売し、生産部門としての業績を“見える
化”するという手法もよく取られている。



P/Lは収益と費用をいくつかに分けて、いくつかの利益を計算していく。まず収益
と費用というアカウントを次のように分類する。

費用

売上原価 商品・サービスに対応している

販売費・一般管理費 その他の費用

収益

営業外収益収益

営業外費用費用

特別損失費用

本業以外

特別利益収益
今期以外

今 期

本 業

売上 ｏｒ 営業収益売上高ｏｒ売上 ｏｒ 営業収益売上高ｏｒ

③利益計算



これを使って次のようなステップで利益を計算していく。
（ⅰ）売上総利益
売上から売上原価を引いたものを売上総利益と言う。128ページの魚屋で80円
で仕入れたいわしを100円で売れば、100－80＝20円の売上総利益となり、いわ
ゆるマージンを意味する。売上総利益は、和風に言えば粗利益（略して粗利）、差
益、洋風に言えばGP（Gross Profit）、GM（Gross Margin）、工事業では完成工事
総利益と呼ばれる。
利益は売上対比で見るのが普通である。売上総利益を売上で割ったものを売上
総利益率（いわしなら20％）、粗利率などと言う（これをGMということもある）。売上
総利益率は「80円の商品に20％のマージンを乗せて100円で売ることができる」と
いう商品力、ブランド力、会社の力、セールスマンの力、お店の力、製品の勝ち、
品質といったものを表している。
（ⅱ）営業利益（マイナスは営業損失）
売上総利益から販売費・一般管理費を引くと営業利益が計算される。営業利益
は「本業の利益」（営業収益－営業費用）である。これは株主や投資家がもっとも
期待しているものであり、彼らの投資対象と言ってよい。これを売上で割った営業
利益率は「売上の異なる他社との利益比較」、「自社の別期との比較」といった形
で使用されている。
ここまでのP/Lは次のような棒グラフで表現することができる。



売上原価

販売費・
一般管理費

営業利益

売上（営業収益）

営
業
費
用売

上
総
利
益

売上総利益率＝
売上総利益

売上
売上総利益率＝

売上総利益

売上

売上総利益

売上

営業利益率＝
営業利益

売上
営業利益率＝

営業利益

売上

営業利益

売上

（ⅲ）経常利益（マイナスは経常損失）→税引前当期純利益→純利益（マイナス
は純損失）
営業利益に営業外収益を足し、営業外費用を引いて経常利益を計算する。

133ページで述べたように経常は「通常」という意味である。「計上」と区別して「ケ
イツネ」などと言う。
経常利益に特別利益を足し、特別損失を引いて税引前当期純利益を計算する。
ここから法人税など税金費用を引いたものを税引後当期純利益（これを単に純
利益と言う）と言う。
日本では従来から経常利益を「当期の経営者の成績」として考えることが多
かった。しかし133ページで述べたように経常と特別の区分はファジーであり、経
常利益は今期の経営者の成績に入れるかどうかを今期の経営者が判断して決
めることになる。そのためフェアさを求める証券市場では（後述するIFRSもあっ
て）、本業の成績としての「営業利益」、最終成績としての「純利益」を重視する傾
向が強まっている。



（５）利益の見方

利益はP/L、B/Sという2つのアカウンティングレポートに出ている。この見方をま
とめておく。
①P/Lの利益

102ページで述べたようにP/Lの利益は、タックス･アカウンティングでは利益（所
得）を計算して税金を確定するものである。ファイナンシャル･アカウンティング（会
社法、金商法）では配当限度額を求めることが目的である。具体的にはP/Lの純利
益を前期の利益剰余金に足して、今期の利益剰余金を出し、利益準備金が必要な
時にこれを控除し、その他資本準備金は足すことで配当限度額を出し、配当額を
決定する（正確に言うと株主総会へ提案する）。
これには「株主資本等変動計画書」という難しそうな報告書（難しいのは名前だ
け）を使う。
配当が決定すると、当期純利益から配当を引いて会社の手元に残るカネを計算

する。このカネは内部留保と呼ばれる。また当期純利益に対する配当の割合を配
当性向と呼んでいる。前期末の利益剰余金にこの内部留保を足せば今期末の利
益剰余金となり、これがB/Sに引き継がれる。

（５）利益の見方



B/Sについては前述のように「純資産＝資産－負債」「純資産＝資本金（資本剰
余金を含む）＋利益剰余金」という2つの式から、次のようになる。
利益剰余金＝資産－負債－資本金
つまり利益剰余金は企業が持っている財産から、借金と元手を引いたものとして
表現される。
ある会社の期首（前期末）のB/Sが次ページ左図のようであったとする。何度も
述べてきたように借金、株主からの元手、そして自分の稼いだカネ（過去の利益）
というカネ（左側）でB/Sの右側に書いてある資産を買ったことを意味している。

②B/Sの利益
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資
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この資産をベースとして1年間オペレーションを行い、その結果B/Sが上右図のよう
になったとする（負債と資本金は変わっていないとする）。期末の資産価値が増え
た分はB/Sの右側の利益分（正確に言うと内部留保分）となる。つまりB/Sにおける
今期の利益（内部留保）は資産価値の増加分と言える。内部留保は29ページで述
べた内部ファイナンスであり、このファイナンスで「資産増加分が購入された」とい
うわけである。

P/Lの利益は計算プロセスの明細であるが、B/Sの利益は「資産の明細」という意
味であり、そこから見た利益の明細である。だからこの資産増加分（何が増えた
か）がわかるように作成すべきであり、一般にB/Sは前期末（＝当期首）と当期末
の数字を併記している。



では資本金や負債の変動はどう考えればよいのだろうか。
資本金が増加している場合、何かを買って資産が増えているはず（何も買わない
と現金という資産が増えるが）である。負債の増加も同様である。負債の減少（借
金を返す）は現金・預金の減少という形で資産を減少させる。つまり今期外部から
集めてきたカネ（＝ファイナンス）以上に財産価値を増やした分が利益（内部留保）
ということである。80円の現金（資産）を80円の魚に変え（仕入れ）、それを100円
の現金（資産）に変えれば80円の資産が100円の資産に変わり、その差額20円が
資産増加（B/Sの左側）、利益増加（B/Sの右側）となる。これが10ページで述べた
回転をB/Sから見たものである。
株主から見ると、自らの出した元手をベースとして買った資産を、経営者がどのくら
いアップしてくれたか（利益剰余金）を見るものであり、株主は資産価値アップの一
部を配当としてもらい（シェア）、かつ最後は資本金、利益剰余金のすべてをもらう
（ストック）権利を持つということである。



第２章 投資を知る

・・・第３章 投資を知る



１．キャッシュフローと投資

会社における投資を理解するためには、キャッシュフローという考え方を理解し
なくてはならない。キャッシュフローを理解するには、減価償却というアカウンティ
ング･テクニック（会計技術）を理解しなくてはならない。減価償却を理解するため
には簿記というアカウンティングのベース理論を理解しなくてはならない。そこで投
資を理解するために、簿記⇒減価償却⇒キャッシュフローの順に説明し、あわせ
てキャッシュフローと投資回収の関係について説明する。

１．キャッシュフローと投資



（１）簿記

①簿記とは
簿記はアカウンティングという仕事の具体的なやり方である。96ページの定義の
ように決算がアウトプットであり、簿記はそのためのインプットという仕事である。
つまりデータの入力方法と見ることができる。したがってこの簿記という仕事を担
当しない一般ビジネスマンにとっては全く不要な知識である。
さらには簿記という仕事はコンピュータを使って行うので、その具体的なアルゴリ
ズム（データ処理方法）はコンピュータにプログラミング（コンピュータが覚えていて
データ処理を実行する）されているので、この仕事を担当する人（経理部、会計
部）にとってもブラックボックスとなっている。そうなると、知っているのはそのプロ
グラムを設計したシステムエンジニア（SE)であるが、363ページで述べるようにこ
のプログラミングはコンピュータ導入当初という数十年も前に行っており、ほとんど
のSEがそのアルゴリズムを知らない（私もSEであったが、このアルゴリズムは勉
強するまで知らなかった）。
結局、世の中で知っているのは、このプログラムを使って作られたアカウンティン
グレポートをチェック（監査）している人だけになる。つまりこれをプロとして行う公
認会計士（会計監査人）と税務当局、そしてその税務当局からの監査に企業に代
わって対応する税理士だけである。

（１）簿記



だからこのルールの下でのアカウンティングを学ぼうとすると、公認会計士、税理
士に教わらなくてはならない（税務当局は教えてくれない）。しかし彼らの説明を聞
いても多くの人はちんぷんかんぷんである。ルールを教わってもなぜそういうルー
ルにしているかを教えてくれないため、どうしても納得がいかない（私もサラリーマン
時代にこの人たちに教わったが、何を言っているか全くわからなかった）。彼らは会
社に勤めた経験がない人がほとんどなので、ビジネスの何たるかをまったく知らな
い。だからアカウンティングで発生するデータの使い方さえ知らない。
実はもう1人このアルゴリズムを知っている、と言うよりも研究している人がいる。
会計学者と呼ばれる人である。この人たちがビジネススクールと称される学校でア
カウンティングやファイナンスを教えている。しかしこの人たちは監査さえもやったこ
とがなく、もっとビジネスを知らない。だから社会は証券資本主義、会社は株主のも
のであり、資本家と労働者の戦いの場と本気で思い込んでいる。そのため従業員
ガバナンスの会社の人たちがこの講義を受けると、何だか別の国の話をしているよ
うで、実態と合わずアメリカの会社の話ではないかと思ってしまう。言ってみれば英
語しか話せない外国人（学者）と日本語しか話せない日本人（ビジネスマン）が通訳
を入れずに会話をしているようなものである。
こうしてすべてのビジネスマンに経理アレルギーが生まれる。私はコンサルタント
として何万人ものビジネスマンに会っているが、アカウンティング＆ファイナンスに
ついて理解している人に会ったことがない。



多くのビジネスマンがアカウンティング＆ファイナンスを学習しようとして壁にぶつ
かるのは、やさしそうで（ルール自体は簡単）実は謎の多い（なぜそんなルールにし
たのかがわかりにくい）簿記から入るからである。そしてとりあえず簿記のルールを
覚えようとしてその学習途上でやめてしまう。それはこんなルールを覚えても自ら
の仕事に役立たないことを直感するからである。
ビジネスマンにとって簿記は学ぶべきテーマだが、それはその仕事をやるためで
はなく、キャッシュフローを理解するために学習するものと割り切り、細かいルール
（正確に言うとデータ入力の判断、つまりそのデータをどのアカウントに入れるか）
は無視することである。そして簿記を学ぶと副次効果がある。それはコントロール、
内部統制といった概念を学べることである。と言うよりもそれがこの簿記ルールの
謎を解くカギである。



簿記はbook-keepingの訳でブックキープ、ブッキ、ボキとなり、これに「簿記」（帳
簿記入）という漢字をあてたとも言われている。この“あて字”が諸悪の根源である。
簿記をブック（帳簿、台帳）をキープする（正当性を維持する）ととらえれば、その
ルールの意味がわかってくる。だから決して逃げないで簿記の概念を学んでほしい。
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数値

数値

数値

〔締め〕

＋の箱 －の箱＋の箱 －の箱

キー単位の集計値＝

残高

＋ 集計キー
（アカウント） 数値－

＋ 集計キー
（アカウント） 数値－

＋ 集計キー
（アカウント） 数値－
集計キー
（アカウント） 数値－

数値
集計キー
（アカウント）

集計キー
（アカウント）

集計キー
（アカウント）

集計キー
（アカウント）

同じ集計キーのものを足す 同じ集計キーのものを足す－

数値

数値

数値

〔締め〕

アカウンティングデータは107ページの形であるが、次のようにプラス（増加）と
マイナス（減少）がある。

②仕訳



アカウンティングのルールを決めた時にはコンピュータがなく、そろばんで計算し
ていた。そろばんの数字にはプラス、マイナスという概念がないのでこれを取ってし
まおうとした。またそろばんは足し算は得意だが、引き算は苦手なのでこの回数を
できるだけ減らそうと考えた。
そのために前ページ図のように＋の箱と－の箱を用意して、これによってアカウ
ンティングデータの＋、－を取り、集計キー（アカウント）を付けて、それぞれの箱に
入れておく。このようにデータを2つの箱に振り分けていくことを仕訳（journalize＊1）
と言う。
そのうえで“締め”のタイミングで集計キーが同じものを足して、最後に引き算をす
る。この集計キー（アカウント）単位の集計値を「残高」と言う（アカウントによっては
その表現がそぐわないものもあるが）。
しかし簿記の仕訳はもうひとひねりしたルールになっている。まず箱は＋と－では
なく、左側（借方＊2というが意味はない）、右側（貸方＊2）とする。そのうえで次のよう
なルールに基づいて発生したアカウンティングデータを箱に入れ、＋と－の符号を
取る。
こういう形にして、データを箱に入れても（仕訳しても）特に問題はない。決算時に
集計キーであるアカウントが同じものを左と右に分けて集計し、左から右（または右
から左）を引き算すれば、集計ができ、残高が計算できる。



集計キー
（勘定）

数値

左側の箱
（借方）

右側の箱
（貸方）

左右純資産

左右収益

右左費用

左右負債

右左資産

－＋
集計ｷｰの
大区分

左右純資産

左右収益

右左費用

左右負債

右左資産

－＋
集計ｷｰの
大区分

＋
－

大区分が資産のデータ
は＋は左の箱に入れ、
－は右の箱に入れる

＊1 もともとは「日記を付ける」と言う意味の英語。「毎日、帳簿を付ける」ということであるが、これが日本語の簿記と
言える。book-keepingはjournalizeによって生まれる帳簿の正当性（keep）のこと。
＊2 借方、貸方はそれぞれdebit account（Debtor、Drと略す）、credit account（Creditor、略してCr）の直訳である
が、なぜ借方、貸方というかは知っても意味がない。現代の簿記ではそういう名前だと思えばOKである。ただ少し気
になるので調べてみた。日本では元々はカネ貸しが簿記を付けていた。上のルールではカネ（資金）が増えると借方
に、減ると貸方に書くことになる。カネ貸しが内山（借りた人）に300万円カネを貸すと（「内山に300万円貸し」）と借方
に書いた。借方とは借りている人（内山）であり、この人の現金が増える。逆にA銀行から300万円カネを借りると「A
銀行に300万円借り」と貸方（銀行が貸している）に書いた。まあ知っても仕方がないことであるが、本書では「ルール
の意味を説明する」としたので書いておく。



こういうルールにすると不思議なことに、1つのアカウンティングデータが左の箱
に入ると、もう1つのアカウンティングデータが同時に右側の箱に入り、そのデータ
の数値は一致する（正確に言うと、そのようにすることができる）。2つのデータが同
時に起きるので複式簿記と言う。
このようにアカウンティングデータをうまく設計していくことをアカウンティング･テク
ニック（accounting technique。「会計技術」と訳されるが「技術」よりも「テクニック」
の方が正確な訳だと思う。）と言う。
これはコントロールを実現するためのテクニックである。
例えば銀行から100万円借金したとする。現金（資産）が100万円増える（プラ

ス）ので、先ほどのルールに従い左の箱に入れる。一方、借入金（負債）が100万円
増える（プラス）ので右の箱へ入れる。

＋
現金
（資産）

100万円

左の箱へ

＋
借入金
（負債）

100万円

右の箱へ

銀行から100万円借金した

銀行側の帳簿に貸付金100万円

③コントロール



ここで現金の額を間違えると、負債のデータと合わなくなり、誤りが発見できる
（現代ではコンピュータがエラーチェックをしてデータを入れさせない）。仮に借入金
の額も同時に間違えても、今度は銀行の帳簿にある「貸付金のデータ」と合わなくな
り、借入金額の誤りが発見され、いもづる式に現金のデータの誤りを発見できる。
こうして2つのデータを起こすことで過失、エラーをチェック、修正できる。
今度は「100万円の請負業務＊1が終わって請求書を顧客へ渡した」というシーン

で考えてみよう。
次のように資産である売掛金が100万円増えて左の箱へ、あわせて収益である

売上を100万円立て右の箱へ入れる。これをよく「債務の終了（物品の引渡し、サー

ビス完了＝売上）をもって、債権（売掛金という債権が発生したので請求書を発行し
た）が発生する」と表現される。24ページで述べた契約（債権、債務の取り交わし）

の基本であり、売上の大原則である。逆に言えばこれによって債務終了データ（売
上）と債権発生データ（売掛金）という2つのデータを同時に発生させることができる。

これが先ほどのアカウンティング･テクニックである。つまりルール（「売上」という
ルールで決まるもの＝目に見えない）と事象（「売掛金」という相手方のいること＝
「請求書」という目に見える）を結び付けていくテクニックである。そしてこのテクニッ
クこそが複式簿記の原点であり、もっと言えばこのために簿記（book-keeping）を
やっていると言ってもよい。



＋
売掛金
（資産）

100万円

左の箱へ

＋
売上
（収益）

100万円

右の箱へ

請負業務が終了して顧客へ
100万円の請求書を発行

顧客の帳簿に買掛金100万円

請求書

「収益－費用＝利益」である。前に述べたように会社（経営者）としては「利益を
何とか多く出したい」（良い成績にしたい、見せたい）、あるいは逆に「利益を減らし
たい」（利益に税金がかかるので、これを少なくしたい。今期は目標達成したので
来期にこの分を回したい）と思うことがある。これまで何度も述べたように利益は
計算値である。その計算値の基となる「売上」という収益は、現金とは異なり（まだ
100万円は入金されていない）目に見えない「実体のないもの」（売上を立てただ
け）であるから、これを操作しても発見しづらい。発見しづらければ「つい」と考えて
しまうのが人情である。
しかしここで売上をいじれば、売掛金も変えなくてはならない。売掛金を変えてし
まうと販売先にいくら貸しているかがわからなくなってしまうので、どこかに書いて
おかなければならない（これを裏帳簿と言う）。さらにはニセの請求書（控え）も作
らないとバレてしまう。



仮に裏帳簿を秘密に作って、ニセの請求書を作って残しておいても、表の帳簿と
顧客の帳簿（同額の買掛金というデータがあるはず）が合わなくなってしまう。つま
り顧客を調べれば一発でわかってしまう（税務当局が行う監査では「反面調査」と
呼んでいる）。こうして不正を発見、そして防止（発見できることがわかればやらな
い）することである。
もちろん売掛金を隠して、裏帳簿を作って、顧客とも口裏を合わせて･･･とやれば
脱税や粉飾決算（化粧した決算という意味。実際より良い成績に見せること）もでき
る。しかしここまでやれば「過失」と言い訳はできず、どこからみても犯罪である。そ
してこの脱税、粉飾決算には厳しい罰が科せられる。やれば重い罰を受けることが
わかれば、さらなる防止効果がある。
もうわかったと思う。簿記というアカウンティング･テクニックは96ページで述べた
コントロールである。
「2つのデータを同時に起こしていくこと」という複式簿記はミス、不正から守る役
割を果たすコントロールであり、これがbook-keeping（帳簿の正当性を維持する）
という意味である。



複式簿記のような社会ルール（これをソーシャルコントロールと言う）に加えて、
社内にさらに厳しいコントロールを持つことを内部統制＊2と言う。
簿記で言えば、「仕訳によって同時に発生する2つのデータは、それぞれ異なる部
門で処理、管理する」といったコントロール（社内ルール）を持つことである。先ほど
の例で言えば、売上データ、売掛金データを、事業を行っている支店内ですべて
セールスマンが入力し、支店長が承認（支店長が両データをチェック）するのでは
なく、売上データは支店のスタッフ（セールスマンなら直接的に支店の利益が自ら
の成績となってしまう）が入力し、売掛金データは本社の経理部門が他の入出金と
あわせてデータ入力、データ管理していくというものである。いわゆるコントロール
における相互監視である（詳細は312ページで述べる）。
上場会社は金商法で自社の「内部統制に関する報告書」（コントロールの内容とそ
の実施状況を報告。主にアカウンティングに関すること）を提出し、公認会計士の
チェックを受けることが義務づけられている。この規定はアメリカのSOX法（サーベ
ンス・オスクリー法）を基にして作られたので、金商法のこの部分を俗にJ-SOX法
（日本版SOX法）と呼んでいる。

＊1 納期と金額を決めて仕事を引き受けることを請負という。
＊2 internal controlであり、本書では内部コントロールと訳すべきであるが、金商法で「内部統制」という言葉を使って
いるので、本書もこれに従う。



（２）減価償却

①減価償却とは
仕訳というアカウンティング･テクニックではうまく処理できないものも出てくる。つ
まりすべての場合に同時に2つのデータが自然に起きて、左右に同じ数値が入っ
ていくというわけにはいかない。しかし例外を認めてしまうと、左右の数字が多少
合わなくても「例外のため」と言い訳ができてしまい、エラーも不正もコントロール
できなくなってしまう。
このコントロールを守るために用いられるのが、固定資産データを対象とした減
価償却というアカウンティング･テクニックである。少し凝ったテクニックであるが、
これを理解しないとキャッシュフロー理論がわからない。
あなたの会社で100万円のコンピュータ（使用するので固定資産）を現金で買っ
たとする。下図のようにコンピュータという資産が100万円増えたので左側に100

万円のデータ、現金という資産が減るので右側に100万円のデータが入って左右
がバランスしている。しかしこれでは費用が発生しない（発生させられない）。コン
ピュータを買ったことによる費用データを左側に発生させると、右側に入るデータ
がない。

＋ 100万円 －
現金
（資産）

100万円
コンピュータ
（資産）

左 右バランス

左側に費用データを発生されられない

（２）減価償却



5年後、このコンピュータがこわれたので捨てた。このシーンでは、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する。しかし左側にはどんなデー
タを起こしたらよいだろうか？

148ページにある「簿記のルール」を見てほしい。「左側」にデータが入るのは5パ
ターンである。「資産の＋」といっても資産は増えない、「負債の－」→減らない、
「純資産の－」→純資産（資本金、利益）は減らない、「収益の－」→売上は減らな
い、という4パターンは起こすことはない。そうなるとコントロール（2つのデータを同
時に起こす）を守るためには、費用を100万円出すしかない。

＋ 100万円

－
コンピュータ
（資産）

100万円

費用

100万円のコンピュータを

捨てた

コントロールを守るた
めにはこれしかない

左側は？

右側



しかしこれではコンピュータを買った時「費用ゼロ」、使い続けて5年後に捨てると
「費用100万円」となって現実の感じからかけ離れてしまう。128ページの売上原
価と同じようだが、ここでは「買う」と「売る」のタイミングが近いので何とかなるが
（それでも長い時は工事進行基準で近づけていく）、固定資産のように何年（何十
年）にも渡ってしまうものは「いくらなんでも」という感じである。コンピュータなら5

年くらいでまだよいのだが、固定資産の建物を買って、50年後に壊したら費用が
ドカンと発生してしまう。
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、費用を出していくようにする。
100万円で買ったコンピュータが1年後に価値が（1年間ビジネスに使うことで）20

万円下がって80万円になったと考えれば、左に費用がプラス20万円、右に資産
がマイナス20万円と出て、先ほどよりはつじつまが合う。この100万円、80万円の
ように帳簿に書いていく固定資産の価値を簿価という。

＋ 20万円 －
資産

（コンピュータ）
20万円

費用
（減価償却費）

左 右バランス

コンピュータの価値が
使用することで20万円
減って80万円（簿価）に

なった

使ったことで20万円

の費用を出す



これを次のように毎年やっていけば、費用は均等化されていく。このように固定
資産（使う資産）の価値を、「使い減りした」と考えて毎年（毎期＝1年に1回）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言う。

〔簿価〕 〔費用〕 〔簿価〕
〔費用〕

（減価償却費）

0年目 100万円 0 0年目 100万円 0

1年目 100万円 0 1年目 80万円 20万円

2年目 100万円 0 2年目 60万円 20万円

3年目 100万円 0 3年目 40万円 20万円

4年目 100万円 0 4年目 20万円 20万円

5年目 0 100万円 5年目 0 20万円

費用の均等化

減価償却をやらない時 減価償却をやる時



しかしこのやり方を取ると、いくつかの問題が生まれてしまう。その最大のもの
は利益操作である。
「収益－費用＝利益」である。減価償却費という費用を、各企業が自らの判断

（「うちはコンピュータの使い方が激しいので、年に20万円ではなく30万円出そう」
「うちはあまり使わないので10万円」「今期あまり使っていないので10万円」･･･）で
出せるとしたら、利益も（所得も）自由に操作（今期は目標達成が苦しいからもう少
し費用を減らそう。今期はもうかりすぎるので少し増やして税金を少なくしよう）でき
ることになってしまう。これでは人の判断によって利益（所得）が変わってしまうの
で、フェア（公正、公平）を強く意識する（直接的に税金というカネに関わる）タック
ス･アカウンティングでは大問題となってしまう。
そこで税法でこれをコントロールしている。具体的には減価償却を行うすべての
固定資産（減価償却資産）について、耐用年数（各減価償却資産が何年持つか）
を決めている。例えばコンピュータについてはパソコンは4年、それ以外のサー
バーなどは5年としている。
また減価償却のやり方については「耐用期間中は毎年同じ金額にする」という定
額法を基本として、資産の種類によっては定率法＊（毎年一定比率だけ減少させ
る）を選択できるようにしている。

②減価償却のコントロール



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は5年）につい
て定額法を採用すれば、5年に渡って毎年20万円ずつ減価償却費が出ることに
なる。

＊ 簿価に一定比率をかけていくものである。使い始めの時に多く減価償却費が出ることになる。固定資産を取得す
る時は、一般に利益（所得）が上がっているはずである（儲かってなければ固定資産など買っている場合ではない）。
したがってこの期に減価償却費を多く計上すると所得が少なくなり、その期の税金が減る。つまり設備投資しやすい。
このように減価償却のルールを変えることで投資を促進させることもできる（その分、法人税が減るが）ため、景気向
上策としてこのルールを国がよくいじっている。



（ⅰ）有税償却
こうやって耐用年数を「おかみ」に勝手に決められてしまうと、さまざまな問題が出
てくる。そもそも世に出て間もない（まだ使い切った人がいない）モノなどは、いくら
「おかみ」でも推定できない。
サーバーなどのコンピュータは果たして5年持つだろうか？本当は持たないと思っ
ても、これ以上減価償却費を多く出すことはタックス･アカウンティング上認められて
いない（減価償却費を多く出せば利益が減って税金が減ってしまう）。
一方、ファイナンシャル･アカウンティングでは保守主義の原則で「利益は少なめ
に考えること」が基本である。したがってコンピュータが5年持たないと思ったら、使
用している期にもっと減価償却費を多く出して利益を減らすべきである。そう考えて
ファイナンシャル･アカウンティング上で、「タックス･アカウンティングでは出せない
減価償却費を多く出すこと」を「有税償却」（税金を払うという意味）と言う。つまり
ファイナンシャル･アカウンティング上で減価償却費という費用を増やして利益を減
らしても、タックス･アカウンティング上はこの増やした費用を損金とは認められず
（106ページの損金不算入）、所得は減らず、税金は減らないということである。

③減価償却コントロールの問題点



（ⅱ）リース
しかしこれでは固定資産の簿価が2通り（タックス･アカウンティング上、ファイナ
ンシャル･アカウンティング上）あり、固定資産管理が複雑なだけでなく、「所得は
減らしたいのに減らず、利益を増やしたいのに減る」という納得のいかないものに
なる。
これを解消する手立てとして使われてきたのがリースである。
ビジネス上で一般的に言われている「リース」は次の条件を満たすものである。
・利用者の購入意思でリース会社が物品を購入する
・リース会社は利用者に対し、一定期間内（リース期間）に一定の方法（多くは月
額）で料金支払（リース料）を受け、購入代金の全額を回収する（もちろん回収す
るだけではなく利益も出す）
・リース契約の解約を基本的には認めていない（途中解約にはリースペナルティ
を取る）
これは明らかに「物を借りる」というものではなく、支払の繰延であり、「購入代金
をリース会社から借りている」（購入物を担保として）と言える。そのためこれをファ
イナンスリースと言う。（これ以外の賃貸借契約＊1をオペレーティングリースと言
う。）オペレーティングリースの代表例はレンタル（物はレンタル会社の意思で購
入し、比較的短期で1人の利用だけで金額を回収するわけではない）である。オペ
レーティングリースは明らかに賃貸であり、賃貸料として費用計上するのが当然と
言える。一方、ファイナンスリースは判断が別れる所である。



従来はこのファイナンスリースのうち、所得権移転外ファイナンスリース（固定資
産の所有権がリース会社にあって、利用者に移転しないファイナンスリース）につ
いては、リース料を損金（費用）にすることを認めていた。こうすればそもそも固定
資産として管理する必要がなくなり、先ほどの問題をクリアできる。しかしファイナン
シャル･アカウンティングとしては実際には所有しているのと同じなので、簿外資産
（帳簿に固定資産として書いていないが、実質的には持っている）と呼ばれ、B/Sの
注記に表示されていた。このような取引のことをオフバランス処理（バランスシート
に載っていないという意味）と呼んでいる。
しかし諸外国では、ファイナンスリースをオンバランス処理、つまり所有権が移転
していなくても固定資産を取得したとみなして、B/Sに資産計上するというのが一般
的である。そして2008年から日本でもこのオンバランス処理にファイナンシャル･ア
カウンティング、タックス･アカウンティングともルール変更された。（と言っても対象
は大企業＊2だけで、中小企業は対象外でありオフバランス処理が残っている。）
すなわち大企業は所有権移転外ファイナンスリースであっても固定資産を取得額
で計上し（左側に固定資産データを計上）、全額をリース会社から借入（右側に借
入金データを計上）したものとし、ルール通り減価償却処理を行う。そのうえで取得
額を超えた支払分はリース会社への利子支払とするものである。



今までファイナンスリースが使われたのは、固定資産購入費の支払の繰延べと
言うよりも（もちろんこれが目的の会社もあるが）、リース料が全額損金処理できる
ということにあった。すなわち固定資産などの設備投資を行う会社は業績好調なこ
とも多く、現金が手元にあったとしても税金（リース料が損金となるので）を考慮して
ファイナンスリース契約を結んでいた。特に最新鋭の設備のように本当の耐用年
数がわからないもの（まだ使い切った人がいない）は経営上のリスク（法定耐用年
数まで持たずに最後にドカンと費用が出る）を考慮してリース契約を結んできた。
リース会社から見れば「現金が手元にある好調の会社」がカネを借りてくれるなら、
それは最高の顧客と言える。絶対に返済してくれるからである。カネを貸す難しさ
（プロがやる理由）は借金して返さなくても犯罪ではないからである。消費者金融会
社が法定金利を超えた30％弱の利率で貸していて、過払い請求が起きてピンチを
迎え、倒産する所も多く出た。しかしこのノンバンクが利益を30％も出していたのだ
ろうか。それなら過払い請求にも耐えられたはずである。この30％には「貸倒れリ
スク分＝リスクプレミアム」も入っている。4人に1人が返済不能であれば、実質的
には「30％－25％=5％」の利率で貸していることになる。もっと返済不能者が多け
れば金融業の利益はなくなってしまう。



もしカネが手元にあるのに借りてくれれば（絶対に返済してくれる）、金融業は安
全に利益を稼ぐことができる。しかも最新鋭の機器のリースほどGood（良い顧客
＝カネがあるから他社よりも早く投資した）である。だからIT機器を始めとする最新
機器のリースビジネスはノンバンクにおいては最高のビジネスであった。そのため、
多くの最新機器メーカーおよび販売会社はリース会社と提携して価格競争を行っ
ており（利子を原資とした値引き）、場合によっては自社でリース会社を設立し、
リースの利子をビジネス利益としていた。
このリースビジネスは崩壊し、リース契約を結ぶのは本当に機器購入資金が手元
にない顧客が中心となっていった。こうしてリース業界はピンチを迎えている。実際、
リース残高は2007年に7兆円台であったが、改正後の2009年には4兆円台へと落
ち込んでしまった。

＊1 動産、不動産などを有料で貸借する契約。
＊2 ここで言う大企業は金商法が適用される上場会社グループ、および資本金5億円以上または負債総額が200億
円以上の未上場会社。



（ⅲ）非減価償却資産
減価償却の最後の問題点は、「減価償却しない（と言うよりもできない）固定資
産がある」ということである。土地や長期保有の株のように使い減りしない固定資
産である。これは152ページのように固定資産を購入しても費用は発生しないこ
とになる。つまりビジネスに使う土地をいくら買っても、M&Aのために他社の株を
持っても、費用はゼロということである。これをよく「土地や株を買っても利益を傷
つけない」と言う。
利益が計算値ということがよくわかったと思う。46ページで述べたバブル崩壊で
は土地を多く持っている小売業が倒産していったが、直近のP/Lは黒字である。
土地購入分は利益を傷つけないからである。しかし実際の経営ではデフォルト状
態となっていた。
これが業績を利益からキャッシュフローにすべきという議論の出発点となった。



（３）キャッシュフローと減価償却費

①減価償却のもう１つの意味
（ⅰ）現金支出を伴わない費用
減価償却にはもう1つの意味がある。それは「減価償却費が入ってくるカネ」

（正確に言うと「そう考えることができる」）ということである。ビジネスマンにはもっ
とも理解しづらい点である。
減価償却費は年に1度発生するものであり、販売費・一般管理費というアカウ

ントの下の区分、つまり一部である。メーカーなどでは136ページで述べたように
工場設備の減価償却費は製造原価の中の経費に入れる。
ここでは販売費・一般管理費に入っているパターンで説明していく。
減価償却費と他の販売費・一般管理費を比較してみよう。

152ページの100万円のコンピュータを購入した例で考えてみる。ここで「買っ
て2年後の期末に減価償却費を20万円計上する時」と「同じ会社で同じ期末に電
気代を20万円払う時」を比較してみる。ともに販売費・一般管理費であるが、次
ページ図でわかるとおり、電気代はカネが実際に出ていくが（電力会社に払う）、
減価償却費は払う相手がいない。つまりこの20万円は「払う相手がいない費用」
であり、「出ていかないカネ」である（もう2年前に全額払っている）。これをよく「現
金支出を伴わない費用」と表現している。

（３）キャッシュフローと減価償却費



〔電気代20万円払う〕

＋ 20万円 －
現金
（資産）

20万円
電気代
（費用）

〔減価償却費を20万円計上〕

＋ 20万円 －
コンピュータ
（資産）

20万円
減価償却費
（費用）

左 右左 右

左 右左 右

現金の20万円は

出て行っている

バランス

バランス

現金ではない

⇒現金は変わらない⇒カネは出て行かない

しかし「出て行かないカネ」だからと言って、すなわち「入って来るカネ」になるわけではない。



（ⅱ）利益と減価償却
収益、費用ではなく、実際に入ってくるカネをキャッシュイン（日本語では入金）、実
際に出て行くカネをキャッシュアウト（出金）と定義する。キャッシュフローは現金の
増減量なので「キャッシュイン－キャッシュアウト」となる。
128ページの魚屋の例で考えてみよう。この魚屋は今期の期首および期末に在
庫はなく（すべて売り切った）、すべて現金取引で、今期は固定資産を買っていない。
今期この魚屋は売上が2000万円、売上原価1200万円、販売費・一般管理費は減
価償却費が20万円、それ以外が600万円であった。この時P/Lは下図のようになる。

売上 2000 万円

売上原価 1200 万円

販売費・一般管理費 620 万円

減価償却費以外 （600） 万円

減価償却費 （20） 万円

180 万円

うち

利益（正確に言うと営業利益）



これを収益、費用というP/Lではなく、キャッシュイン、キャッシュアウトで考えてみ
よう。
まず今期のキャッシュインは「売上2000万円」（全額が現金で入っている）であ

る。次にキャッシュアウトは、売上原価1200万円（いわし仕入代）、販売費・一般管
理費のうち600万円がキャッシュアウトし、減価償却費はキャッシュアウトしない。
したがってキャッシュフロー（キャッシュイン－キャッシュアウト）は次のようになる。
キャッシュフロー＝キャッシュイン－キャッシュアウト

＝2000万円－1200万円－600万円

＝200万

キャッシュイン キャッシュアウト

キャッシュフロー 今期増加したカネ



売上原価
（1200万円）

減価償却費以外の
販売費・一般管理費

（600万円）

利益
（180万円）

⇒キャッシュアウト（出ていくカネ）

売上 2000万円

減価償却費
（20万円）
減価償却費
（20万円）

⇒キャッシュアウト（出ていくカネ）

⇒入ってくるが
出ていかないカネ

キ
ャ
ッ
シ
ュ
イ
ン

（入
っ
て
く
る
カ
ネ
）

⇒キャッシュフロー

魚屋の200万円というキャッシュフローの内訳は、「利益（180万円）＋減価償却
費（20万円）」である（正確に言うと利益に対し税金がかかり、キャッシュアウトされ
るので、当期純利益＋減価償却費が魚屋のキャッシュフローの内訳）。
減価償却費は利益と同様に、本業（魚を売る）をオペレーションすることで得られ
る売上を通して、「実際に入ってくるカネ」である。正確に言うと「入ってくるが出て
いかないカネ」である。160ページの電気代などは上図の600万円の中に入ってお
り、「入ってくるが出ていってしまうカネ」である。

この魚屋は1年間がんばって魚を売って、カネを200万円増やしたことになる。こ
れが「キャッシュフロー200万円」という「成績」である。
これをグラフで書くと下図のようになる。



Z事業の売上

Y事業の売上

X事業の売上
全
社
の
売
上

このグラフは全社の売上の内訳がX事業の売上、Y事業の売上、Z事業の売上
ということを意味している。もう1度先ほどのグラフを見てほしい。まったく同じ構造
である。つまりこのグラフは売上の内訳が、「売上原価」、「減価償却費以外の販
売費・一般管理費」（現金支出のある費用）、「減価償却費」（現金支出を伴わない
費用）、「利益」の4つであることを意味している。そのうえで54ページの「もらって
から支払う」というファイナンスの原則を思い出してほしい。魚屋は売上2000万円
が入金されてから、仕入業者へ払い、経費を払い･･･とやっていって、最後に200

万円のカネ（＝キャッシュフロー）を手に入れる。

次のようなグラフを見たことがあると思う。



ここで魚屋の成績として利益とキャッシュフローのどちらが妥当であろうか？
この魚屋が翌期全く同じ商売をやり、売上、および減価償却費以外の費用がす
べて同じ数字になったとする。しかしこの期から減価償却のルールが変わり30万
円（10万円アップ）になったとする。この時、利益は減価償却費が10万円増えたの
で170万円となる。つまり減益である。しかしキャッシュフローは「利益＋減価償却
費＝30万円＋170万円＝200万円」と変わっていない。当然のことである。ルール
が変わっても現金は変わらないからである。どう考えてもキャッシュフローの方が魚
屋の成績として妥当と言える。
利益は税金や配当限度額の計算には妥当かもしれないが、会社の業績としては
不適と言える。やっていることが変わらないのに、ルール変更によって変わってしま
う「利益」を会社の成績とは言い難い。これまで書いてきたようにアカウンティング
ルールが大きく変わる中で、経年の利益分析（過去の利益との比較）など意味をな
さなくなっている。
しかし簿記のコントロールを考えるとB/S、P/Lという2つの集計表は作らざるを得
ない。そこでP/Lから利益を計算し、これを補正する形でキャッシュフローを計算す
る。



これで設備投資でよく使われる「回収」という言葉の意味がわかると思う。
先ほどのコンピュータであれば、コンピュータを買った時（資本が資産になった時
＝投資。設備を買った時は他の投資と区別して設備投資と言う）、100万円のカネ
（投資額という）が出て行き、毎年の事業活動による売上を通して減価償却費とい
う20万円ずつのカネが入ってきて、5年間（耐用年数）で100万円が回収できると
いうものである。ということは耐用年数が長いほど回収に時間がかかることになる。
耐用年数はカネになるスピード（流動性）を表している。
設備は利益で回収するのではなく、減価償却費で回収する。利益は設備投資で
はなく、設備を使った人間の努力の成果と言える。利益は「設備のお手柄」ではな
く、「働いた人のお手柄」である。だから293ページで述べたようにこの利益に給与
を比例させる。
これが経営者から見た設備投資、回収、利益の“感覚”である。

②回収



「現金支出を伴わない費用」は減価償却費だけではない。すでに本書で述べたも
のでは土地や棚卸資産の評価額がこれにあたる（カネが出ていかないのはわかる
と思う）。
これ以外にもある。それが引当金である。132ページの原則「今期と今期以外に
分ける」の応用で「将来発生する可能性が高い費用」で、「今期にその原因がある」
と考えられるものは、引当金というアカウントで「今期の費用にする」というものであ
る。
その代表例が貸倒引当金である。ある会社で期末に売掛金が100万円あるとす
る。売掛金はツケなので踏み倒されてしまうことがある。貸倒れリスクである。もし
翌期売掛金が貸倒れとなったら、どの期の経営者の責任であろうか。これはどう見
ても売掛金にして貸した今期の経営者の責任であり、取り立てできなかった来期
の経営者の責任とは考えづらい。この会社の業界の取引では、大体5％は貸倒れ
が起きるのであれば、次ページ図のように5万円の費用を今期に「貸倒引当金」と
して計上する。

③引当金



この貸倒引当金5万円という“費用”も払う相手がいない費用であり、やはり今期
の売上を通して「入ってくるカネ」と考えられる。
この他引当金には退職給付引当金といったものもある。退職金は「長い間働い
たことに対する対価」を退職時に払うものである。そこでこの働いた期間ごと（毎
年）に退職金と言う費用（退職給付引当金）を発生させ、それを会社が借りている
（固定負債）ことにするものである。

＋ 5万円 －
売掛金
（資産）

5万円費用

「貸倒引当金繰入
れ」という費用を
発生させる

売掛金を5万円

減らす

左 右左 右



（４）キャッシュフロー計算書

①キャッシュフローの内訳
上場会社はB/S、P/Lに加えてキャッシュフロー計算書というアカウンティングレ

ポートを有報に載せることになっている。
キャッシュフローは期中の現金の増減額なので、今期と前期のB/Sを見て「今期末
現金残高－前期末現金残高」で求めることができる。これをネットキャッシュフロー
と言う。
しかしこれではどうやってカネが増えたのか、減ったのかがわからない。この現金
増減の内訳表がキャッシュフロー計算書である。
キャッシュフロー計算書はキャッシュフローを次の３つに分けて作成する。
（ⅰ）営業活動によるキャッシュフロー（略して営業キャッシュフロー）
オペレーション（「営業」と訳している）によって増やしたカネである。この計算には

直接法と間接法がある。直接法は「事業収入、事業支出」から、つまりキャッシュイ
ンとキャッシュアウトの各内訳からキャッシュフローを計算するものである。一方、間
接法はP/Lをベースとして「利益から逆算していくもの」である。つまり利益に減価償
却費などの現金支出を伴わない費用を足し上げていく方法であり、これまで説明し
てきたものである。
日本企業の多くは間接法を採用している。ここでのビジネスマンの見方（投資を

キャッシュフローから考える）としてはキャッシュフローは当期純利益＊と減価償却費
が中心となる。厳密には、先ほどの引当金などの現金支出を伴わない費用もある
が、基本的には無視してよい。

（４）キャッシュフロー計算書



この他営業キャッシュフローの内訳には「運転資本の増減」などがある。161ペー
ジの例ではすべて現金で入ってくるとしたが、もし売掛金があればその分キャッ
シュインは少なくなる。そのため、その分のキャッシュフローを減らさせなくてはなら
ない。買掛金はこの逆である。在庫などの棚卸資産は買ったモノが費用に計上さ
れておらず、当期純利益に反映されていないので、その分カネを減らす。これが運
転資本である。しかし長い目で見れば、これらはいつか現金になり、現金として支
払う。会社の投資を考える時はこれらはすべて無視する。
つまり「営業キャッシュフロー＝当期純利益＊＋減価償却費」と考えてよい。これが

29ページの内部ファイナンス（このカネを内部調達した）にあたる。

＊ 有報のキャッシュフロー計算書は当期純利益（税引後）が直接書いていない。それは191ページで述べる税効果
会計を適用しているためである。記載されているのは「税金等調整前当期純利益」であり、ここからやはり記載されてい
る「法人税等の支払額」を引いて求める。



（ⅱ）投資活動によるキャッシュフロー（略して投資キャッシュフロー）
これは直接法で書かれる（投資収入と投資支出に分かれている）。152ページの
コンピュータの例でいえば、買った時（0年目）に100万円のカネが出ているのに、
費用が出ていない。そのため固定資産（費用計上をすぐにしない）を買った時に
はその分現金を減らす、つまりキャッシュフローを減らす必要がある。これが投資
キャッシュフローであり、この場合「マイナス100万円」となる。
投資キャッシュフローはノーマルなケース（固定資産を買う場合。アブノーマルな
ケースは固定資産を売る場合で、この時はプラス）ではマイナスである。このマイ
ナスを取った額が、一般に使う言葉である「投資額」となる。コンピュータの例では
「投資額100万円」が普通の表現である。
「営業キャッシュフロー－投資額」（営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフ
ロー）をフリーキャッシュフローと言う。「今期稼ぎ出したカネ」から「今期投資したカ
ネ」を引いたものである。今期の本業で増やしたカネであり、「会社が自由に使え
るカネ」という意味である（フリーは必ずしも適切な表現ではないが、このカネがプ
ラスの時は「借入金を返すこと」も「来期の事業に使うこと」も“自由”という意味）。



（ⅲ）財務活動によるキャッシュフロー（略して財務キャッシュフロー）
ファイナンスに伴うカネの増減である。但し企業間信用（運転資本の増減による
もの）という内部ファイナンスは、営業キャッシュフローに入るデットファイナンスで
ある。
借金すればカネは増え、返済すれば減る。エクイティファイナンスでは増資すれ
ばカネは増え、配当、自己株式取得で減る。
つまりキャッシュフロー計算書は次のような構造である。

ネットキャッシュフロー ＝ 営業キャッシュフロー － 投資額 ＋ 財務キャッシュフロー

トータルの
カネの増減

本業で増や
したカネ

投資に使った
カネ

借金など
カネの増減



（ⅰ）キャッシュフロー公式
会社はカネを集め、カネを増やし、増やしたカネをビジネスに使っていく所であ
り、カネをためていく所ではない。つまりカネを回転させていく所である。11ページ
での図を見てほしい。このようにして増えたカネ（ネットキャッシュフロー）を事業
へと投資していくとどうなるだろうか。ネットキャッシュフローがゼロになっていくの
がわかると思う。これが会社の基本的スタイルである。しかしカネの「受取」と「支
払」がずれてカネがショートしてしまうリスクがある。このために運転資金を調達し
て運転資本として持ち、余裕を持つ。
ビジネスマンが投資について考える時は長い目で見る。したがってネットキャッ
シュフローをゼロにして考える。
つまり次のような式である。
「営業キャッシュフロー」－「投資額」＋「財務キャッシュフロー」＝０
これが投資をする時のキャッシュフロー公式である。

②投資とキャッシュフロー



（ⅱ）成長企業
この式を投資額に着目して変形してみると次のようになる
「投資額」＝「営業キャッシュフロー」＋「財務キャッシュフロー」
これは会社の設備投資は、自分で稼いだカネ（営業キャッシュフロー＝内部ファ
イナンス）で行うことを原則として、不足分は外部ファイナンス（財務キャッシュフ
ロー）に頼るというものである。つまり借入金（デットファイナンス）か増資（エクイ
ティファイナンス）である。前者を担う（投資のためのカネを出す）のは銀行、後者
を担うのは株主、証券市場である。そして両者とも投資によって得られるフリー
キャッシュフローによって「利子を付けて返済」「シェア（配当）とストック（残余財
産）」によってそのファイナンスを回収する。これが企業の成長していく時の姿であ
る。
この投資をすべて営業キャッシュフロー（当期利益＋減価償却費）で賄えば、つ
まり自分のカネでやると考えれば、「投資によってもうかったカネ」（当期純利益）と
「投資の自己回収分」（減価償却費）をさらに「投資に回す」ということである。これ
を営業キャッシュフローのレバレッジ効果と言う。



（ⅲ）成熟企業
一方、営業キャッシュフローに着目し、キャッシュフロー公式を変形すると次のよ
うになる。
「営業キャッシュフロー」＝「投資額」－「財務キャッシュフロー」
これは事業で稼いだカネは、事業に必要な設備へ投資して、「余ったら借金を返
す」（返すのでカネは減る＝マイナスの財務キャッシュフロー）ということを意味す
る。先ほどの式が投資をどんどんして「伸びていく会社」の姿なら、こちらの式は
「事業が安定して無借金経営へ」という安定企業の姿である。
日本の大会社の多くは実質的には戦後に生まれ（戦争ですべてのものが破壊
されたのでゼロからスタートし）、高度成長期に財務キャッシュフロー（デットファイ
ナンス＋エクイティファイナンス）で投資を進め、成長が鈍化していく中で投資額は
減り、借入金（財務キャッシュフロー）を減らし、遂には無借金となった。そしてさら
に生まれる営業キャッシュフローの使い道がなく、設備投資ではなく他社の株へ
投資し、証券市場のバブルを生み、これが崩壊して株の評価損によって利益を大
きく落とした。しかし評価損なので利益は減るが営業キャッシュフローは相変わら
ず生まれ、投資先がなくなってカネがどんどんたまり、キャッシュリッチになる。そ
こで今度は証券市場のマネーゲームではない株へ投資する。M&Aである。これ
によって成熟した業界は再編成されていく。さらにはそのカネが海外企業のM&A

へと向かう。これがキャッシュフローから見た日本の大会社である。



２．投資とＤＣＦ （１）設備投資の意思決定とＤＣＦ

（１）設備投資の意思決定とDCF

ここでは「設備投資をするかしないか」「するとしたらどんな投資をするか」という
課題を考えてみよう。
①DCFとは

A機械（投資額2000万円）、B機械（3000万円）のどちらかを購入しようと思って
いる。A、Bともに5年間使用し、この5年間に生む営業キャッシュフロー（この機械
を入れることによる利益アップ分＋減価償却費）はAが毎年600万円、Bが800万
円と予測されている。
さてどちらに投資するかである。
設備投資の基本は「投資対効果」である。投資はA、Bそれぞれ2000万円、

3000万円である。一方、効果は営業キャッシュフローで、それぞれ毎年600万円、
800万円であるが、単純に5倍するわけにはいかない。それはカネが時とともにそ
の価値が変わっていくからである。この時間を考慮したキャッシュフローをディスカ
ウントキャッシュフロー（略してDCF）と言う。

２．投資とDCF



あなたが「『今日の100万円』と『1年後の100万円』のどちらか好きな方を取れ」と
いわれたら、当然のこととして「今日の100万円」を取るであろう。だからあなたに
とって「今日の100万円」の方が「1年後の100万円」より価値が高いといえる（「今
日の100万円」＞「1年後の100万円」）。
「今日の100万円」と「1年後の200万円」の比較なら、今度は「1年後の200万円」
を取るであろう（「今日の100万円」＜「1年後の200万円」）。では1年後の180万円
なら、160万円なら･･･とこの金額を下げていく。そうすればどんな人でも「どちらも
同じ」というラインがあるはずである。「今日の100万円」＞「1年後の100万円」、
「今日の100万円」＜「1年後の200万円」なのだから、どこかでこの2つが「＝」とな
る分岐点があるはずである。もちろん人によってその数字は違うが、もし仮にあな
たにとって「今日の100万円」と「1年後の105万円」が同じ価値なら、「1年後の105

万円は今日の価値（現在価値と言う）にしてみれば100万円」となる。
そのうえで「1年後の210万円」（105万円の2倍）はあなたにとって「今日の200万
円」（100万円の2倍）と考える。つまり現在価値を考える時の比率は金額を問わず
一定（人によって比率は違うが）と考える。この比率のことを割引率（ディスカウント
レート）という。
「1年後の105万円＝現在の100万円」では、105万円÷100万円＝1.05と計算

し、この0.05（5％）を割引率と定義する。
そのうえで2年後の105万円の価値は、1年後に対し5％割引して、105万円

÷(1.05)2≒95万円と考える。つまり年あたりの割引率は一定と考える。
将来のキャッシュフローを、こうした考えで割り引いていくものがDCFである。



先ほどのA機械とB機械の話に戻ろう。A機械の営業キャッシュフローについて、
5％の割引率で現在価値を計算してみると下のようになる。

600万円

1.05

600万円

1.05

600万円

（1.05）
2＋

600万円
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600万円
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3＋

600万円

（1.05）
3＋

600万円
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600万円

（1.05）
4＋

600万円

（1.05）
5＋

600万円

（1.05）
5＋ ＝ 2598万円

この計算はエクセルでできる。エクセルに600、600、600、600、600と入れて、「関
数」としてNPVを選択し、割引率の欄に0.05、値1にこの列（600、･･･）を指定すれ
ば計算してくれる。
ここでA機械は2000万円の投資額（これは今カネが出ていくので現在価値）とい
うカネが出ていく。
したがってA機械のフリーキャッシュフロー（A機械の投資によってもたらされるカ
ネの増加量）の現在価値は次のようになる。

2598万円 － 2000万円 ＝ 598万円

営業キャッシュフローの現在価値 投資額 フリーキャッシュフローの現在価値－ ＝

このフリーキャッシュフローの現在価値をNPV（Net Present Value：正味現在価
値）と言い、A機械は5年間で現在価値ベースで598万円カネを増やすことになる。
一方B機械のNPVは463万円となり、DCFで考えればA機械に投資すべきといえ
る。
こうやって設備投資の意思決定をすることをNPV法と言う。

②NPV法



ここで問題となるのは割引率をいくつにするかである。
この例で言えば、ファイナンスのために必要となる資本コストがまず考えられる。
これはA機械の2000万円、B機械の3000万円という投資のためのカネを、ファイ
ナンスによって「資本として獲得するためにかかるコスト」（1年当り）である。これ
がデットファイナンスであれば、その利率が妥当であろう。この機械を買うために
銀行借入をするなら借入利率であり、社債で購入するならその利率である。
ではエクイティファイナンスならどうするかである。ここではこの投資をどこから見
るかである。従業員ガバナンスの経営者から見れば、これを増資によって購入す
るなら、増資によって増える資本金に対する年当りの配当である。つまり
である。しかしこう考えると自らで稼いだ利益剰余金の部分の資本はコストがゼロ
になってしまう。そうなるとDCFではディスカウントされない。実はこれまでの日本
ではこう考えてDCFを採用してこなかった。つまり未来のカネも現在のカネも同じ
価値ととらえていた。先ほどのA機械の例では毎年600万円の営業キャッシュフ
ローが5年続くので600万円×5＝3000万円として、2000万円の「投資」に対して
3000万円の「効果」と考えていた。
一方、株主の代理人としての経営者（株主ガバナンス）であればどうだろうか。
出資したカネのリターンであるなら配当だと思いがちだが、実はこの出資したカネ
および利益剰余金も最後はストック（残余財産）として株主へ戻ってくる。なかなか
複雑である。

増資金額

増加配当

③割引率



ここで株主ガバナンスの国アメリカで出した結論は期待収益率というものである。
株主が「年当たりどれくらいのリターンを期待しているか」である。これを株主資本コ
ストと言う。（ここから先は196ページの株価の所で述べることにする。）
もう少し株主ガバナンスで考えてみよう。多くの会社では設備投資のために借金
したり、増資したりするのではなく、手持ちのカネでこれを行う。つまり資金ではなく
資本で行う。この資本というすでに調整してしまったカネに色は付いていない。つま
り負債（他人資本）か株主資本（自己資本）かは識別できない。そこで資本コストは
この２つの加重平均で出すことになる。これをWACC（Weighted Average Cost of 

Capitalの略。加重平均資本コスト）と言う。負債額が100億円で負債コストが3％、
株主資本（自己資本）が200億円で7％なら、次のような計算となる。

0.057
200100

0.072000.03100
WACC ≒

＋

＋ 
=

すなわちWACCは5.7％である。



ここで話を日本に戻そう。日本の多くの企業は株主代理人としての経営者ではな
く、従業員ガバナンスである。オーナー会社であったとしてもストック権を行使する
こと（解散して会社の財産を手に入れる）など考えられない。結論を言えばこの条
件下で設備投資にNPV法を採用するのであれば、割引率は5％とするのが妥当で
あろう。なぜ5％かと言えば区切れがよく、手頃な数字だからである。数学でもこう
いう時は1％、5％、10％あたりを採るのが一般的である。資本コストは1％では小
さく、10％では大きい。そうなると5％であろう。
設備投資意思決定のケースで割引率による影響はきわめて小さい（割引率に
よってA案かB案かが変わることはあまりない）。だから5％を選択しても支障はない。
また中小企業などで銀行ファイナンスに頼っているのであれば、平均利率を使え
ば問題ない。このスタイルでは単純に回収額を足して投資額を引いた値がプラスで
あっても（先ほどのA案なら500万円×6－2000万円＝1000万円）、利率が大きい
とNPVがマイナスになってしまうことになる。こうなると投資が実行できない。逆に
言えば、銀行の利率を下げると中小企業の銀行ファイナンスによる設備投資が進
むことになる。そのため政府が中小企業の投資を促進しようとする時、この銀行の
貸出利率を下げるように誘導する。それには37ページで述べた日銀の貸出利率を
下げればよい。こうしてバブル崩壊後、日銀はいわゆる“ゼロ金利”（利率がほぼ0）
という政策を採った。しかし結果を見てみるとその効果は出ていない。中小企業が
投資の意思決定にDCF、NPVを使っていないからである。と言うよりも実質的な投
資決定権があるのは銀行側であり、銀行としてそんな低利で長期（設備投資）に貸
しても幸せがないからである。



ついでに言えば投資を促進させるには、国としてはまだ手がある。それは割引率
という分母ではなく、分子の営業キャッシュフローを大きくしてしまうことである。そ
れには純利益を増やせばよい。すなわち法人税の減税である。
もう1つ手がある。NPV法はトータルの回収額（営業キャッシュフロー）が同じでも、
早い年（割引率が小さい）に多く出るとNPVが大きく出る。つまり設備投資による減
価償却費が“早めに”大きく出ればよい。これが155ページの定率法の発想であり、
政府がよく取る「特別償却」という政策である。例えば特定の機器に関しては「早い
うちに大きく減価償却できる」というものである。
これらを「中小企業投資促進税制」などという。
残念ながらこれらの手は先ほどの理由で効果を生んでいない。



先ほどの例ではA案、B案の2つがあり、その「選択」という意思決定であった。も
しA案しかなく「GO」「NG」の判断を行う時はどうしたらよいだろうか。
A案の598万円というNPVは割引率によって大きく変わる。割引率をどんどん大
きくしていくとNPVが小さくなり、割引率を小さくしていくとNPVは大きくなる。だか
ら割引率を5％から大きくしていくとNPVが0になる割引率（下図の□）があること
がわかると思う。この割引率のことを内部利益率（Internal Rate of Return：IRRと
略す）と言う。
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このA案で実際にIRRをエクセルで計算してみると15％となる＊。
ところでなぜ「内部利益」という言葉を使うかである。NPVは割引率という外部情
報を与えなければならないが、IRRは外部情報を使わずその投資情報（キャッシュ
フロー）だけでよいからである（あまりよいネーミングとは言えない。直感的には現
在価値分岐点比率、NPV even rateあたりがGoodだと思う）。
ここでの内部情報は投資キャッシュフロー（マイナスの投資額）と営業キャッシュ
フローだけである。つまり投資額が小さく営業キャッシュフロー（効果）が大きくなる
ほど（つまり投資対効果が大きくなるほど）IRRが大きくなる。したがって投資対効
果がこのIRRで計算できる。

④内部利益率法



内部利益率の「利益率」の意味も説明しておこう。IRRは投資額とリターン（営業
キャッシュフロー）が同じとなる割引率である。借金で投資することを考えるとこの
2000万円という投資が15％の借入利率であっても、5年間で回収できる（NPVが0

となる）ということを意味している。貸す方の金融業から見ると、15％の利率が取れ
る投資と言え、その投資の「利回り」を表している。そのため「利益率」という表現を
採る（しかしIRRの「Rate of Return」は「利益率」と言うよりも「回収率」のほうが妥
当な訳だと思う）。
最初の課題に戻ろう。1つしか投資案がない時（代替案がない時）は、投資をする
際の最低のIRR（これをハードルレートと言う）を決めておき、「その投資案のIRRが
ハードルレートより大きい時は実施、小さい時はやめる」と意思決定する。これを内
部利益率法（IRR法）と言う。
一般にはIRRがハードルレートを超えていないとボードなどの投資検討会議の議
題に上がらず、超えるものだけが投資の可否を審議されるという形で使っている。
ハードルレートを超えた物件だけが「まな板に載せられる」ということで、まさにハー
ドルである。与信のネガティブチェックのようなものである。
このハードルレートとしては、経営から見た期待収益率を用いるのが一般的である。
これは「このカネを投資して、年当たりどれくらい増加させたいか」という経営の意
思である。



IRRは複数案の選択の時にも用いることができる。例えば先ほどのB案のIRRを
計算してみると10％となり、IRRの高いA案が採用される。IRRは投資期間が異な
る案にも使用できる（先ほどのA、B案ともに5年であったが）。例えばX案は投資し
てオペレーションする期間が5年でNPVが2000万円、Y案はNPVは3000万円だが
8年かかる。どちらを選ぶのか？年あたりのNPVではXが400万円／年、Yは375

万円／年であればXの方が大きいと言える。しかしYの方が効果の期間が長くトー
タルも大きいと言える。こんな時はIRRを計算し、大きい方を採るように考える。
IRRは割引率もいらず、投資回収期間に依存せず、比較する代替案がなくても利
用できるので広く使われている。特に大きな投資のネガティブチェック（「やらないこ
と」を決定する。やるかどうかは別）に使われている。

＊ エクセルに「－2000、600、600、600、600、600」というセルを作り、IRRという関数を選んで、このセルを指定す
ると0.152･･･と出る。



３．ファイナンスの投資理論

ファイナンスはカネをもらう方から見れば（財務）「カネの調達」である。カネを出
す方（金融）から見れば「カネの運用」であり、投資である。金融の投資先は一般
企業のように「資産」ではなく、貸付先の「会社」と言える。したがって先ほどの設
備投資同様に「投資の意思決定＝ファイナンスを行うかどうか」という仕事があり、
ここにも「投資対効果＝投資とリターンのバランスを見る」という指標が用いられ
る。
本項はファイナンスの代表である銀行ファイナンスとエクイティファイナンスに
分けてこれを考えてみよう。

３．ファイナンスの投資理論



（１）銀行ファイナンス投資理論

①財務分析
26ページで少し述べたように銀行は財務分析という手法を用いてきた。これは

financial analysisの訳であり、日本語では金融分析と訳した方が適切である。つ
まりカネを出す方から見た分析であり、カネを企業に投資して（貸して）よいかを判
断するものである。ここではB/S、P/Lのアカウントを使って比率（財務指標、財務
比率と表現する）を出し、経年変化、業界平均、同業他社と比較していく。本来な
ら一般企業（金融業以外）には関係のない世界であるが、この「財務指標の良し
悪し」で銀行借入ができるかどうかが決まるので、カネを借りるために財務指標を
良好にする努力がなされた。そしてこれがいつの間にか銀行ファイナンス以外の
経営状況の判断として使われるようになり、経営指標とよばれるようになった。
後述するように財務分析（財務指標）は多くの問題点を抱え、現在のビジネスに
は必ずしも適切なものとはいえないものが多い。ただこれまで使ってきて、かつ社
会一般に知られていることもあり、形骸化しながらも残っているのが実態である。
ここでは常識として財務分析について記述し、これをどう改良していくかの具体的
な方法はPARTⅡで述べることとする。

（１）銀行ファインナンスの投資理論



財務分析は「投資（貸したカネ）とリターン（元金＋利子）のバランスを見るもの」で
あり、2つの視点がある。
1つが収益性分析と呼ばれるもので、投資に見合ったリターンがあるかを見る。ここ
では先ほどの投資対効果という「投資とリターンの比」を見る。この比をROIという。
Return On Investmentの略である。R（リターン）がI（投資）の上に（on）乗っている
という意味で、 つまりR÷Iで計算する比率である。

もう1つが主にカネを貸した金融業からの見方で、「貸したカネ（投資したカネ）がリ
ターンによって返ってくるかどうか」を分析するものである。これは安全性分析また
は流動性分析とよばれる。安全性とは「つぶれない度」であり、そのポイントは資産
によって生まれるカネ（リターン）のスピードにあると言える。つまり流動性である。
そのため安全性と流動性はほとんど同じ意味で使われている。

I

R



（ⅰ）収益性分析
ここでは3つの観点からROIを考えてみよう。
・銀行
銀行ファイナンスで見る収益性指標は、総資本経常利益率と言うROIを用いる
のが基本である。分母が総資本（この会社の集めたカネの総量）、分子が経常利
益（当期の経営成績）というものである。このリターンに経常利益が使われること
により、諸外国ではあまりない区分である経常利益が日本ではポピュラーとなる。
総資本経常利益率は「集めた金に応じて利益が上がっているか」というカネの
効率を見るものである。この総資本経常利益率が貸出利率より高ければ、この会
社にカネを貸す。30ページで述べたように銀行はこの状態の時はカネを返済して
もらうのではなく、カネをどんどん貸していく。これによって分母（総資本）が大きく
なっていき、それに見合って利益が増えていかないと総資本経常利益率が下がっ
てくる。これが貸出利率に近づくと融資をやめる。逆に言えばカネを貸しても貸し
ても、総資本経常利益率が上がっていけば、どんどん貸出される。つまりレバレッ
ジ効果のあるうちは貸し出していく。この考え方が広く用いられ、ROIと言うとこの
総資本経常利益率を指すことが多くなった。



・株主、投資家
このROIという考え方はエクイティファイナンスにも適用された。これを株主、投
資家から見るものである。ここでのROIには総資本経常利益率ではなくROE

（Return On Equity）というものが用いられる。ROEは株主資本利益率と呼ばれ
るもので、分母（投資）は株主資本、分子（リターン）は当期純利益である。つまり
株主資本（＝資本金＋利益）を1年間でどれくらい増やしたか（当期純利益だけ
株主資本が増える）という比率である。株主としての投資の意思決定（＝カネをつ
ぎこむか、やめるか）、つまりストック権を行使するかどうか（カネを増やすと思え
ば続行）を前述の期待収益率（これくらいは増やしてほしい）と比較して決めるこ
とである。すなわちROEが低ければここでやめる（解散）というものである。
銀行ファイナンスでは銀行は貸した金について債権を持っており、解散は当然
のことながら、デフォルトしても資産を売却して返してもらうことができる。一方、
株主は資産から負債を返済して残ったカネからしか受け取れない。つまりデット
ファイナンスよりも債権の優先順位が低い。



しかもデフォルトのケースでは債務超過（資産＜負債の状態）のことも多い。この
時、「株主資本＝純資産＝資産－負債」がマイナスとなってしまい、取り分がない。
だからデフォルト状態では株主の投資のリターンはゼロ（よく言う「株券が紙くず」）
となってしまう。デフォルトする前にストックを行使するのが得策であるが、このス
トック行使には株主の2／3以上の賛成が必要であり、かつ1／3以上の拒否権を会
社側が何らかの形（持ち合い、メインバンク）で持っていることも多い。一般の株主
がストック行使するのは自らが持っているシェア分を売るしかない。これが上場の
原点であり、このシェア価格が株価である。つまり株主から見るとシェアが細かい
ほど売りやすいので、その人数は増え、ストック権が実質的に消滅し投資家に変わ
る。ここでのテーマはROEよりも株価である。つまり株価が上がると思えば買い、
株価が下がると思えば売るというマネーゲームとなる。ROEも株価の妥当性を考
える1つの要素であるが、これによって決まるものではない。こうして上場会社にお
いてROEは収益性分析ではなく、株価を考える多くの指標のうちの1つとなっていく。



・会社
最後はカネを受けた会社からの見方である。ここでのROIには、総資本経常利益
率が当初使われた。しかしよく考えると、集めたカネ（総額）の資本効率など、集め
てしまってから考えても仕方がない。そこで少し見方を変えて、分母を総資産（資
産の総額≒総資本）ととらえて、総資産利益率（Return On Assets：ROA）にした
方がよいという意見が大勢を占めた。つまり資産が生んだ利益を見るということで
ある。
分子にはいろいろな利益が使われるが、経常利益よりも営業利益、当期純利益
あたりが一般的である。つまり会社として投資した資産から、事業利益、最終利益
というリターンがどれくらい上がっているかというものである。
そのうえでROAを下のような総資産回転率と売上高利益率という2つに因数分解
する。

ROA＝
利益

売上
×

売上

総資産

利益

総資産
＝

総資産回転率 売上高利益率



この2つの比率をもともとの目的である「投資とリターンの比」という目で見れば、
総資産回転率の方がしっくり来る。
見方を変えればROAでは投資した総資産に対するリターンを利益で考え、総資
産回転率はこれを売上で考える。総資産に対するリターン（総資産が生み出したカ
ネ）としては利益よりも売上の方が「回転」（スピード感を言っている）が直感的なの
で、ROAよりも総資産回転率の方が収益性分析にはしっくり来るようである。
一方、売上高利益率はその1回転でどれくらい上乗せできるかというもので、ス
ピード感は感じられない。むしろこの利益率を下げれば回転を上げることができる
（例えば安売りして利益率を下げればどんどん売れる）というトレードオフの関係と
考えることができる。
このように1つの比率をトレードオフとなる2つの比率に変えたものを交差比率
（cross rate）という（デュポンと言う会社が最初にやったのでデュポンモデルとも言
う）。



総資産回転率のように売上をリターン（分子）とするROIを一般に回転率という。
生んだカネ（売上）をもう一度使う（回転）という感覚から来ている。カネが資産とな
り、資産が売上というカネを生み、これが再度資産に･･･というカネの回転である。
ただ総資産回転率では投資の見方が粗っぽい（分母が総資産であり、売上債権
などを投資に入れるのは少しおかしい）ので、固定資産回転率（売上／固定資産）、
さらには固定資産の各設備ごとに回転率を見ていくことが普通である。
しかし会社から見て投資のリターンを売上、利益と考えるのは必ずしも適切ではな
い。11ページで述べたようにキャッシュフローで考える方がつじつまが合っている。
これが現代の財務分析の出発点である。ここから先はPARTⅡで述べることとする。



（ⅱ）安全性分析（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、その企業がデフォルト（人間
でいう死）からどれくらい遠いかを見るものである。これは大きく短期安全性と長
期安全性の2つに分かれる。
・短期安全性
短期安全性とは人間の健康診断で行うガン検診のようなものである。企業が
短期的にデフォルトしてしまわないか（すぐ死なないか）を見るもので、次の流動
比率が代表であり、これが高いほど短期安全性は高いと考える。

流動負債

流動資産
流動比率＝

倒産（デフォルト）は「流動負債という明日払うカネがない状態」を言う。この流
動負債を、「すぐカネにする、すぐカネになる財産（流動資産）をカネにして払お
う」というものである。このためここでは流動性という言葉がよく使われる。
しかしデフォルトの典型的なパターンに、在庫過多（商品を買ったり、作ったりし
たが売れていないものがたくさんある。カネが入ってこないのに払うことになる）
がある。在庫は流動資産なので、これが多いと流動比率は高くなる（買掛金とい
う流動負債も高くなるので、正確に言うと「在庫が過多になっても流動比率は低く
ならない」）。だから流動比率によって「つぶれない度」を判断するのは危険であ
る。
そこで流動資産から棚卸資産を取った「当座資産」と「流動負債」の比で見よう
というのが当座比率である。

流動負債

当座資産
当座比率＝



しかしデフォルトのもう1つの典型的パターンは売上債権（売掛金、受取手形）と
いうツケが増大した時である。飲み屋さんでツケが多いとどうなっていくかはわか
ると思う。当座資産にはこの売掛金、受取手形が含まれており、当座比率が高ま
るとかえって危険である。そこで流動負債と現金・預金の比（現預金比率）を見よう
とするのだが、現金があるのになぜ返さないのか不思議である。
この短期安全性は金融機関や取引先などのカネの貸し手が見るものである。よ
く考えてみると貸してしまった後の会社の短期的な安全性を見ても仕方がない。貸
している方から見れば返せなくなった状態を発見しても、今さら手遅れである。借り
ている会社もカネを借りてそれを使ってしまってから考えても仕方がない。「貸す
前」に「借りる前」に考えなくてはならない。したがって25ページで述べた与信（返せ
るか）と担保（返せなくなった時にどうするか）がすべてと言える。
借金は「今カネはないが、カネを得ることで、カネを増やすことができるヒト」がす
るものである。だから与信は「カネを貸すことで、いくらカネを増やせそうか」つまり
キャッシュフローを考えるべきである。ここから先はやはりPARTⅡで述べる。



・長期安全性
これは健康診断でやるコレステロール値や血圧のようなものである。会社の構造
的問題（人で言えば生活習慣病のようなもの）を見つけ、その会社の体質（運動不
足）を長期的に直していこうとするものである。
これは次の2つに分けられる。
1つは固定資産（なかなかカネにならない財産）の買い方に関するもので、下の
固定比率がその代表である。

自己資本

固定資産
固定比率＝

カネにするのではなく、使うための固定資産は、自己資本（返さなくてよいカネ）で
買おうというものである。すなわち固定比率を100％以下（1以下）に抑えるように
する。ただそんなことは無理という場合（固定資産を大きく投資して、ゆっくり回収
していく事業をやっている）は、下の固定長期適合率を長期安全性の指標として
使う。固定資産を自分のカネ（自己資本）と長期的なカネ（固定負債）で賄い、せ
めてデフォルトの元となる短期的な借金（流動負債）で買うのをやめて欲しいと考
える。

固定負債自己資本

固定資産
固定長期適合率＝

+

もう1つが資本バランスである。身長と体重の比を見るようなもので、ファイナンス
のバランス（肥満度）を見ようとするものである。下の自己資本比率が代表である。

総資本－流動負債

固定資産
＝



総資本

自己資本
自己資本比率＝

家を買う時のローンと自己資金の比のようなものである。しかし事業に使う資産
を買ってしまってから、こういった数値を見てもあまり意味がない。
長期安全性についてはこれら指標はもう使われていない。
次に銀行ファイナンスにおける長期安全性の実態を述べ、会社から見た長期安
全性はやはりPARTⅡで述べることとする。



これは近年大きく変化している。時代を追って説明する。（49ページの復習と「そ
の続き」である）
（ⅰ）メインバンク時代
銀行からの借入金の多くは抵当などの担保を入れる。会社が返せなくても銀行
は担保で回収するので、借入金は基本的にはずっと借り続けて欲しい。銀行はカ
ネを貸して利子を取るのが商売で、全部返してもらったら商売にならない。
会社もずっと借りているつもりなので、突然「返してほしい」と言われたら、多くの
会社はデフォルトする。しかしデフォルトしても銀行には何の幸せもない。「土地な
どの抵当が売れないかもしれない」というリスクだけでなく、「企業の倒産」と聞い
て預金者が不安になり、「その企業にカネを貸していて取りはぐれた銀行」から一
斉に預金をおろしてしまうかもしれない。こうなったら銀行は終わりである。銀行は
預金をすべて手元に置いているわけではない。

②銀行ファイナンスにおける長期安全性



そして1つの銀行のピンチは連鎖的に他の銀行へも及ぶ。「あの銀行がつぶれた
のだから私の銀行だって危ない。早く預金をおろそう」と思う。これを金融恐慌であ
る。日本でも戦前に起き、これを期に銀行は40ページのように護送船団方式で国
の管理下に入っていく。その護送船団方式の中で銀行側が打った手が45ページで
述べたメインバンクである。会社に主力銀行を１つに絞らせるというものである。メ
インバンクはその会社の融資の中心となるだけでなく、多くの場合その会社の株主
となり、銀行からの役員派遣などを行う。会社は融資をメインバンク以外からも受け
るが（大型融資の場合はメインバンクを中心に50ページで述べたシンジゲートを組
む）、もし他の銀行を含め債権者が「返してくれ」と言ったら原則としてそのカネを貸
してくれる。つまり保証人の役割も果たす。
逆に言えばメインバンクが「返してくれ。倒産してでも結着つけよう」（52ページで
述べた「貸しはがし」）と言えば会社は倒産する。



（ⅱ）バブル崩壊
こういったメインバンクと会社の関係は外部（特に外国）から見ると、アンフェアな
ようにも見える。特に株価を競っている（安全性も大きなポイント。デフォルトすれ
ば株は紙クズ）上場会社を、銀行が目に見えない形（外から見るとどんな手を使っ
ているかわからない）で過度にバックアップしていては、マネーゲームがフェアに
できないという意見が外国人投資家から出た。しかも一般企業だけでなく銀行自
身の株も上場されており、銀行自身もマネーゲーム（上場会社の株をたくさん持っ
ている）に参加している。この“声”は77ページで述べたように日本企業の成長が
止まったバブル崩壊後であり、キャッシュフローが減り、デフォルトリスクに対して
多くの会社がピンチを迎えた時期であった。（ここからが49ページのストーリーの
続きである。）
“声”とは次のようなものである。
「実質的にはデフォルトしている会社を銀行が支えているのではないか。デフォ
ルトしている会社は証券市場から退場させるべきだ」
「つぶれるものがつぶれず、銀行が目に見えない手を使って特定の会社を助け
ると、この『目に見えない手』を知っている人と知らない人で情報の非対称性が起
きる。しかもこれはモラルハザード＊だ」
「銀行自身も本当はカネを返せなくなった会社からも返してもらえることにして、
良い業績にしているのでは。つぶれる会社はつぶして、銀行もこれによって損をし
て本来の業績を見せろ」



これから株を買う外国人投資家にとって、銀行や一般会社の業績が、ルール変
更で一旦落ちて株価が下がれば、安く株が手に入る。そして本当に返せない会社
が証券市場から去っていってマネーゲームの安全性が確保できる。こうして残った
会社は体力があって、その後の企業努力で業績を上げるはずであり、そうすれば
株価は上がる。その時点で株を売れば儲かる。これが“声”の本音である。

＊ もともとは自動車の損害保険などに加入することで、かえって事故が増えてしまうということを意味している。それが
経営倫理、道徳の欠如といった意味で使われるようになった。



（ⅲ）不良債権処理
外国からの圧迫を受け、政府は実質的に自らのコントロール下にある銀行（日
銀からカネが渡っており、銀行は許可事業、金融庁が監査をする）に対して、大口
顧客（メインバンクとなった会社）について返済計画（資金回収計画）を作り、実態
を見せるように指示した。いわゆる不良債権処理というものである。
この返済計画は簡単に言えば貸付先を破綻先（すでに経営破綻の事実がある）、
実質破綻先（実質的には破綻し、再建の見込みがない）、破綻懸念先（破綻する
可能性大）、要注意先（危ない）、正常先といった形に区分し、これをベースとして
銀行が持っている債権について「回収できる～回収不能」まで4段階に分類する。
これによって不良債権（回収不能、回収が難しい）には164ページで述べた貸倒
引当金を積む(返済されないことにして損失を出す）とした。
そしてここにDCFを使うこととした。ざっくり言えば、次のような“感じ”である。
「期間を定め（例えば5年）、借入をしている会社がその期間内に生むであろうフ
リーキャッシュフローで返済する。その際、貸付利率などを割引率としてフリー
キャッシュフローをディスカウントする。このDCFで返済できない分（例えば借入金
が3000億円で5年間のDCFが2000億円なら「1000億円」）は、銀行が貸倒引当
金として計上し、費用を発生させる」
この1000億円が不良債権である。この仕訳は165ページで述べたように次のよ
うな形で行う。



＋
費用

（貸倒引当金繰入れ）
1000億円

左側

－ 1000億円

右側

資産
（貸付金）

こうなると銀行のP/L（「収益－費用＝利益」）は、そう考えただけで（状況は何も
変わらず、相変わらずカネを貸し続けている。「返ってこない」と思っただけ）、と言
うよりも“おかみ”にそう考えさせられただけで、費用が1000億円増え、その分利
益が減ってしまう。何度も言ってきたが、利益は計算値だということがよくわかると
思う。ルールが変われば（「不良債権処理をやりなさい」）利益は変わる。
この時メガバンクの頭取がそろって記者会見し、こんなことを言っていた。
「これはひどい。昨日までサッカーだと思ってゲームをやっていたら、今日から突
然アメリカンフットボールにルールを変えると言われたようなものだ」
この本音は「この不良債権は今の我々経営陣たちが作ったものではない。ずっ

と以前に貸した経営者が打った手の結果である。それをルール変更によって今期
のアカウンティングレポートに反映して、私の成績にするのはひどい」という思い
である。
これをB/Sで見ると、下のように貸付金という資産が減り（減らされ）、利益（剰

余金）が圧縮され、純資産（自己資本）が減る。P/Lで考えればこの減った分は特
別損失となる。



資
産

減る減らす

負債

純資産
（自己資本）

貸付金 利益

キャッシュフローで考えれば、この貸倒引当金はキャッシュアウトしていないので、利益
は減ってもキャッシュフローへの影響はない。つまり実質的には何のダメージもない。
しかし銀行はBIS（Bank for International Settlements：国際決済銀行）と言う国際機関
から、自己資本比率（自己資本／総資本）の規制（BIS規制またはバーゼル合意と言う）を
受けている。これは「銀行として預金を集めるなら自己資本比率が8％は必要」というもの

である。この不良債権処理で、国際的ビジネスをやっている大銀行が自己資本比率が下
がって8％を切るだけでなく、数ある一般の銀行の中には何と債務超過となりそうなものも
出てきそうな勢いとなった。
債務超過とは32ページで述べたように資産（銀行なら貸付金）より負債(銀行なら預金）
が大きくなって、純資産がマイナスとなることである。

資
産

負債

マイナスの純資産

貸付金

預金
貸付金を回収しても
預金を返せない



つまり貸付金が全額返済されても「預金を全額は返せない」という状態を意味す
る。これでは取り付け騒ぎが起きてしまうかもしれない。この状態は金融恐慌（実際
に起こった）ではなく、金融不安(起きそう）と表現される。
政府はこれまで「銀行はつぶさない」として、預金は全額政府が保証人になるとし
ていた。しかし外国からの圧力（銀行をかばい過ぎ）でペイオフ解禁と称して「1000

万円までの預金しか保証しない」と言い出した。まさに火に油を注ぐようなものであ
る。
この不良債権の処理ルールは将来のフリーキャッシュフロー予測をベースとした
ものである。こんなことをするくらいなら、銀行も返済期日を迎えて返さない会社に
対して、返済期間を延長するのではなく、「返せ」と言って担保を行使し（担保を受
け取り、売却）した方が業績が上がるので、決着を付ける現象も見られた。52ペー
ジで述べた「貸しはがし」である。
こうしてバブルの決着を付けるという形で、多くの借金をしている会社(特に土地
など担保物件を出している小売業など）が倒産したり、M&A、経営統合といった形
で証券市場という表舞台から消えていった。



そして最大の問題点は銀行であった。政府は「このまま放っておいて、銀行がつ
ぶれてしまうとパニックになる」、しかし「外国との関係でこのルールは変えられな
い」という板ばさみの中で、別の手を使って銀行を守ることとした。それは国が銀行
にカネを出資して株主となることである。つまり銀行の資本金を増資することであり、
そのエクイティファイナンスを国が引き受けることで膨らしてしまうというものである。
これが流行語になった「公的資本注入」である。こうすれば資産（現金）、純資産（＝
自己資本＝資本金＋利益）は膨らみ、債務超過のリスクが消え、自己資本比率が
向上して、BIS規制をクリアする。中には国が筆頭株主になる銀行も生まれ、国営
銀行などと言われた。



(ⅳ)税効果会計
この不要債権処理はこれで終わらない。タックス･アカウンティングも大問題とな
る。税務当局から見ると、銀行のやった（建前上は金融庁の指導で銀行が自主
的にやった）不良債権処理による貸倒引当金を「はいそうですか」と認めるわけ
にはいかない。これでは利益（所得）が大幅に減り、税収入が大きくダウンしてし
まう。しかも時期がバブル崩壊後の税収入が落ち込んだ時である。そこでタック
ス･アカウンティング上は「貸している相手は倒産していない(法的にデフォルト状
態ではない）のだから、この費用を損金として認めない」と決めた。したがって187

ページの銀行ならファイナンシャル･アカウンティング上の利益が1000億円減る
のに、税金は1円も減らない。儲けを増やしたいファイナンシャル･アカウンティン
グでは減らされ、儲け（所得）を減らしたいタックス･アカウンティングでは減らして
くれない、というまさにダブルパンチであり、「泣きっ面に蜂」とはこのことである。
例えば銀行が貸倒引当金を計上していない段階で、税引前当期純利益（＝所
得と考える）が1500億円とする。ここで1000億円の貸倒引当金を計上すると、税
引前当期純利益は500億円となる。一方、所得は損金が増えないので、1500億
円のままで、税金は600億円（実効税率を40％として計算）である。したがって当
期純利益（当期純損失）はマイナス100億円となる。



当期純利益 △100億円

税金 600億円

所得1500億円税引前当期純利益 500億円

タックス・アカウンティング上ファイナンシャル・アカウンティング上

当期純利益 △100億円

税金 600億円

所得1500億円税引前当期純利益 500億円

タックス・アカウンティング上ファイナンシャル・アカウンティング上

（1500億円－1000億円）

(－) 税金 600億円

なんと税金を払う前は黒字なのに、税金で赤字となってしまう。そこで政府はファ
イナンシャル･アカウンティング上でもう1つの手を打つ。それが何ともはや一般人
にはわかりづらい「税効果会計」という不思議なルールである。
これは「上図の税金600億円のうち、もう返ってこないと考えた1000億円に対す
る税金400億円（1000億円×税率40％）はファイナンシャル･アカウンティングで
は払いすぎと考える。その貸している企業は必ずやデフォルトし、その期に1000

億円がタックス･アカウンティングで損金と認められ、その期に400億円の税金が
返ってくる」と考える。貸している会社がデフォルトした時に、その税金400億円は
返ってくるので（112ページの前払金の要領）、この400億円は税務署に貸してい
る（前払いしている）資産と考える。これを繰延税金資産と言う。
具体的には次のような仕訳をして、P/Lに利益を出させる。（何というルールだろう。
ここまで利益をいじると利益は本当に意味のないものになってしまう。）



＋ 繰延税金資産
（資産）

400億円

左側

－ 400億円

右側

法人税等調整額
（費用）

200億円

当期純利益 300億円

調整額 △400億円

税金費用 600億円

税引前当期純利益 500億円

200億円

当期純利益 300億円

調整額 △400億円

税金費用 600億円

税引前当期純利益 500億円

しかしここからが複式簿記のコントロール力である。P/Lは期間レポートなので、
この期に当期純利益300億円で終わりだが、継続レポート（残高を引継いでいく）
であるB/Sにこの「繰延税金資産」がデータ処理の傷跡として残ってしまう。そし
ていつの間にか繰延税金資産が利益剰余金を飛び越え（これがないと累積赤字、
つまり過去の儲けがなくなってしまう）、さらには純資産を飛び越えてしまう（つま
りこれがないと債務超過：下図）銀行も現れてきた。

資
産 負債

純資産繰延税金資産



繰延税金資産という「税務署に貸しているカネ」が全額返ってくるためには、1つの
前提がある。それはカネを借りている企業がデフォルトした期に、カネを貸した企業
（この例では銀行）がその貸倒引当金（1000億円）を超える所得が出ていることであ
る。そうでないと税金が戻ってこない。そもそも所得がマイナスの企業の税金（法人
税）はゼロで、赤字分の税金が戻ってくるわけではない。
大手銀行は上場会社なので、その決算は公認会計士がチェックする。そして保守
主義の原則（「利益は少なめに」）が適用される。仮に「将来そんなに利益が出ない
と思う。だから繰延税金資産を認めない」と言われると資産が減り、利益が減り、自
己資本比率が下がり、それどころか債務超過に･･･という恐れが出てくる。現金の出
し入れはなく、キャッシュフローは何も変わらないのに、である。まさに「利益は意見、
キャッシュフローは事実」である。
そしてこの破綻している（しかかっている）銀行を守るために、さらに公的資本が注
入され、合併や経営統合（成績の良い銀行で成績の悪い銀行の成績を薄めてしま
う）が起こる。
さらには税効果会計にメリットがない（認めてくれない）なら、税金の支払いという
キャッシュフローを食い止めるために、いっそ貸付先に「返せ」といって決着（倒産）
を付けた方が良いと思う銀行さえも現れた。
こうして銀行は46ページで述べたバブル崩壊直後の土地抵当価値の低下、その
後の不良債権処理と苦難の時代が続くこととなった。
またこの税効果会計は銀行だけでなく、すべての上場会社に適用された。バブル
崩壊後、一般企業で売上債権など貸倒れが起き、それによって貸倒れリスクは高
まり、貸倒引当金が積まれ、繰延税金資産は積み上がっていった。



（ⅴ）カネ余り現象
銀行の不良債権処理は2003年をピークに進められた。
こうした中で大手都市銀行は合併、経営統合し、41ページのような3大メガバン

ク時代を迎える。これらメガバンクを始めとして、不良債権処理に伴う特別損失によ
る純資産（自己資本）の減少を、兆円単位の増資で補っていく。
これによって（かどうかわからない。景気循環かもしれないが）景気は回復し、多く
の大企業は息を吹き返した。そして銀行が不良債権処理によって貸倒引当金とし
て計上したカネが、「戻し益」として一気にもたらされていく。
例えばX銀行がAゼネコンに1000億円の貸付があるとする。“おかみ”から言わ

れAゼネコンの今後5年間のフリーキャッシュフローを計算し、貸付利率を割引率と
してDCFを計算したら、返済可能なカネは400億円となった。そこでX銀行は600億
円を不良債権として貸倒引当金に計上し、特別損失を600億円出した。
しかしAゼネコンはつぶれてしまったわけでなく、相変わらず1000億円をX銀行

に借りたまま、毎年利子を払い、事業を続けている。ここで景気が良くなり、マンショ
ンが売れるようになり、営業キャッシュフローが上昇した。X銀行が再度Aゼネコン
のフリーキャッシュフローを5年分予測すると1000億円となり、全額返ってくるという
計算となった。こうなると貸倒引当金として計上した600億円は不要となる。そこで
これを消すと貸倒引当金の処理とちょうど逆となり、今度は600億円の特別利益が
生まれる。



X銀行はずっとAゼネコンにカネを貸し続けていたのに、アカウンティングルール
によって600億円の損失、600億円の利益が計算される。まさに「利益はルール次
第」である。
一方で日銀は景気刺激策（なかなかうまい表現である。景気とは人間の気持ちで
あり、その気持ちを刺激すること）として、174ページ述べたゼロ金利政策を取り、
銀行から一般企業へのカネの流れを促進させる。
しかしバブルを経験した、そしてその恐ろしい不良債権処理を目にした大企業は、
土地などの担保による銀行からの借入を避け、さらには業績が落ちてリストラを図
る銀行からの天下り、ガバナンスリスクを嫌い、エクイティファイナンス、社債などの
直接ファイナンスに走っていく。こうしてメインバンクという仕組みが崩れていく。
しかもここまで生き残ってきた上場会社はバブル崩壊後の景気低迷の中で設備
投資、ヒトの採用を抑え、さらなるコストダウンを図っていく。景気が最悪の底を脱し、
安定した営業キャッシュフローを生むようになっても、それが投資に回ることはなく、
銀行などの借入金返済にあてられていく（169ページ参照）。さらには成熟マーケッ
トのチャンピオンたち（古くからある業界の1位、2位企業）は、返済が終わってもカ
ネを使わず、キャッシュリッチ状態（現金がB/Sにそのまま残っている）となる。チャ
ンピオンでない企業はキャッシュリッチにならなくてもカネそのものを必要としない
会社（資産を売却して「借りる」ようにする。「持たざる経営」と言われた）へ変身して
いく。



こうした中で銀行を必要とするのは中小・零細企業である。ここでは設備投資の
ためという積極的な借入金ではなく、運転資金（これがないとデフォルト）であり、綱
渡り資金である。そしてこのタイプの会社に貸すと現在のカネのデフォルトが心配
なだけでなく（これなら銀行がカネを継いで生きていてもらった方がよい）、業績が
上がらないだけで（フリーキャッシュフローを生まないだけ）で不良債権となってしま
う。そのためここにもカネを貸せない。
銀行は一時ペイオフ解禁で預金の流出を恐れていたが、一段落するとカネ余り
現象となっていることに気づく。すなわち貸すあてのないカネが銀行中に溢れてい
る状態である。銀行にとって利子を払う相手である預金者が減らず、利子をもらう
相手である貸付先がいなくなっては最悪の経営状態となる。カネの需要が減ってい
く中で、利率は預金・貸出ともにどんどん下がり（下げ）、ますます銀行の首は絞
まっていく。
こうして預金・貸出という銀行の本業は最悪の状態となり、一時は見向きもしな
かった住宅ローンなどの個人向けビジネス（リテールと言う、小口という意味）、投
資信託などの金融商品を売る代理店ビジネス（手数料を稼ぐ）、債券を買って利子
をもらうという預金ビジネスが中心となっていく。そして最大の借金元である国の
ファイナンス、つまり国債を支えるのが銀行となってしまう。



しかしまだドラマは続いていく。しばらくすると今度は47ページで述べたようにアメ
リカでリーマンショックが起こる。このサブプライムローンは証券化されており、日本
の銀行も持っていた。そしてこれが不良債権化して大騒ぎとなる。もちろん日本より
アメリカの金融業の受けたダメージは大きく、アメリカ政府はバブル崩壊後の日本
がやった銀行への資本注入、ゼロ金利政策などをコピーするかのようにやっていく。
これが落ち着くと今度は中国の上海がバブルのように膨らんでくる。まさに「歴史は
繰り返す」である。
この銀行がどうなっていくのか、会社としてどうつき合っていくかはPARTⅡで述べ
ることとする。



（２）エクイティファイナンスの投資理論

①マネーゲームと株価
銀行ファイナンス同様、エクイティファイナンスを株主、投資家から見れば投資で
ある。ただこれは銀行のようにカネを特定企業に固定化するのではなく、いわゆる
会社の株を売る、買う、を繰り返していくので「運用」と言う表現がよく使われる。ま
さにマネーゲームである。
そしてマネーゲームの勝敗は株価で決まる。つまり明日の株価が読めればこの
マネーゲームに勝てることになる。株運用ゲームは株価を予測するゲームであり、
株式市場はプロの投資家が戦うギャンブル場と言える。
例えば現在の株価が100円で、自らが予測した株価が120円なら、すぐに買って

120円になるのを待って売れば20円の儲けが出る。
一方、この時、株価を80円と予測したらどうしたらよいだろうか。この時は空売り、
信用売りという手を使う。これはこの株を証券会社から借りて、100円で売り、80

円になったら買い戻し、この株を証券会社に戻す。これでも20円の儲けが出る。
もうわかったと思う。株ゲームは日本では江戸時代からある商品先物取引（将
来の商品取引の価格を今決めること）と全く同じタイプのハイリスク、ハイリターン
なギャンブルである。

（２）エクイティファインナンスの投資理論



投資という目で見ても、銀行に預金すれば年利１％も付かなくても、株に投資す
れば10％くらいの利幅が1日で稼げることもある。
そのためこの「株価予測」というゲーム必勝法は多くの人が考えてきた。
一方、このマネーゲームの結果としての株価は、上場会社の経営に極めて大き
な影響を与える。しかしこのマネーゲームの“からくり”は経営者としてはとらえよう
がなく、経営上最大の難問と言える。業績が変わらない中で激しく値動きする株価
を経営目標とすることはなかなかつらい。自らの経営努力とは別の世界で大きく動
くからである。しかし上場会社の経営者にとって「株価だけが目標の株主、投資家」
との関係は最大のテーマであり、何とかしなくてはならない。
こういう中で、マネーゲームの「株価に対する理論」がマーコウィッツ、シャープ、ミ
ラーというノーベル経済学者によって導き出され、社会的認知（と言うよりもこの理
論の下でゲームをやることへの合意）も進んだ。
さらにこの理論を何とか経営に結びつけることをMBA＊などのビジネススクールが
チャレンジしていき、経営学の一分野をなすようになった。これが「コーポレートファ
イナンス」という理論であり、ビジネススクールの人気科目となった。私もこの本を
書くためにコーポレートファイナンスに関する本を20冊以上読んだ。何と全部同じこ
とが書いてあった。そしてわかったことは、これは数学的モデル（数学の本にはす
べて同じこと、つまり完成された理論だけが書いてある）であり、統計学をベースと
した確率モデルということである。



アメリカではプロのギャンブラーであるファンドマネジャー、一般企業の経営者、経
営者予備軍であるマネジャーはこの数学モデルを学び、その中でマネーゲームを
やり、このゲームの枠組みの中で経営を考えていく。したがってギャンブル場での
勝ち負けもこの理論をベースとして決まっていく。逆に言えばこの理論を知らないで
ギャンブルに参加するとビギナーズラックで一度くらい勝つことはあっても、長い目
で見れば勝つことはない。例えば競輪などのギャンブルは素人がやればまず勝て
ない。それは競馬などと比べ、ギャンブルルールが極めて難しいからである。
一方、日本ではこの数学モデルが定着しない。MBAなどでコーポレートファイナン
スを学ぶ人がいても、それが経営に使われることはない。そのため増資、M&Aなど
「経営者のもっとも力が生きる仕事」の時に困ってしまう。証券市場のルール、理論
を知らないので「株」に関する仕事ができない。仕方がないのでこの部分をファイナ
ンスのプロに外注する。そして彼らの発する言葉に経営者たちは付いていけず、完
全にギブアップしてしまう。こうして株、エクイティファイナンスといった上場会社に
とってもっともコアな経営部分がブラックボックスとなってしまう。
これは未上場会社にも伝染する。私は未上場の経営者たちにも会うが、多くは業
績が好調な会社である。そして私は「こういう会社こそ上場して、このビジネスモデ
ルにカネをつぎ込み、もっと大きな夢を持てばいいのに」と思うが、証券市場からの
エクイティファイナンスについて不安を持ち、上場へのためらいを持ってしまう。



日本でこれが起こる理由は2つある。1つは経営者の力不足である。具体的には
これまで述べてきたファイナンス、アカウンティングに関する知識がほぼゼロなこと
である。さらにはほとんどが文系出身者で数学アレルギーがある（理系出身で経営
者まで登りつめている人もいるが、彼らは数学よりも事業に近い実践的な科学のプ
ロであることが多い）。したがってこの理論を学ぼうとしても、数学的バックボーンが
ないため理解できず、単なる公式だけを見て、ここに数字を入れて、株価などを予
測し、まったく当たらないので、使わないということになっていく。
もう1つの理由はこのモデルと現実とのギャップにある。これはその理論の前提に
ある。それがガバナンスモデルである。資本主義の国アメリカではここにエージェン
トモデルを採用している。つまり経営者は投資家のエージェント（代理人）というもの
である。そしてアメリカではここに次のような大きな課題を抱える。
「株価が短期的な業績だけで決まってしまう。それは投資家が長期的に見て会社
が事業活動をどう進めて行くかを予測できないからである。」
株の投資家というものは、会社の事業に投資するものであって、会社はこのカネ
を受けて設備を買い、そこから長い時間をかけてキャッシュフローを生み、投資家
に還元する。しかし経営者は1年、1年が勝負であり、自らのクビがかかっているの
で短期的な業績を求めてしまう。つまり長期的には不利益なこと（長期を見ている
投資家にとっては不利益なこと）であっても、今日の利益を追いかけてしまう。した
がって長期的な経営見通しを投資家に伝えない。



そして長期的な投資家が去り、デイトレーダーなど純粋なギャンブルを行う人たち
だけが証券市場に残っていく。この人たちの思惑に経営者は動かされ、ますます短
期的な発想となり、会社の力を弱め、グローバルな競争力を失ってしまう（186ペー
ジの経済学で言うモラルハザードそのものである）。



ここで社会を憂う学者たちが、ギャンブルモデルから投資モデルへの変換を図る。
これがコーポレートファイナンスの原点である。つまり証券市場を「カネが社会で有
効に生きるための長期的な投資を評価する投資家が集まる場」とし、経営者の長
期的な事業活動が株主から評価されるようにしようとするものである。これこそが
現代アメリカの目指す証券市場である。
しかし日本ではベースとなるガバナンスモデル自体が異なっている。会社は従業
員のものであり、そもそも経営者は長期的に行動している。会社のトップは従業員
の代表者であり、投資家のエージェントではない。経営者は自分が去っていった後
に効果の出る「人材育成」という投資を積極的に行い、従業員に長期的な勤務を
求める。
一方、多くの日本人投資家たちもファイナンス理論を学ばない。一時代前のアメ
リカのようにデイトレーダーがはびこり、それ以外の多くの投資家は売買結果とし
ての「昨日の株価」を見て「明日の株価」を考えている。
本書のテーマはこの株価マネーゲームの必勝法ではない。経営者、マネジャー
を含む一般ビジネスマンが想定読者である。私はこの人たちのために難解な（と
言うよりも日本語訳がひどい）20冊以上のコーポレートファイナンスの本を読んだ。
そしてその結論は、「この理論の基本的考え方（これを実行するのではなくその考
え方）を学び、生かせるところは生かす」というものである。
本項でマネーゲームを含めた株価の考え方を述べ、経営者、マネジャーとしてど
う考えるかはPARTⅡに記すこととする。

＊ Master of Business Administrationの略。経営学の大学院。



株価予想は次の3つの世代に分かれる。
（ⅰ）第1世代･･･心理ゲーム
株というマネーゲームの本質は“せり”である。したがってある会社の株を「1000円
で売りたい」という人と「1000円で買いたい」という人がいれば取引が成立する。
売りたい人は1円でも高く売り、買いたい人は1円でも安く買うことを考える。しかし
投資家同士が市場でせりをやるのではなく、証券会社がこれを行う。投資家は買い
たい値段、売りたい値段を考えて証券会社にこれを頼む。そうなると「相手がいくら
なら買うかを考えて売る値段を決める」、「相手がいくらなら売るかを考えて買う値段
を決める」というゲームになる。だから皆が「株価が下がる」と思うと、少しくらい安く
ても今のうちだと思って売りたい人が増え、買いたい人が減り、株価はどんどん下
がっていく。皆が「株価が上がる」と思うと逆である。まさに心理ゲームであり、自分
が株価をどう思うかよりも、まわりの人が「上がる」と思っているか、「下がる」と思っ
ているかを考えていくものである。よく株というゲームは「歌を皆でリクエストし、1位
になった曲をリクエストした人が賞金をもらえる」と同じだと言う。つまり「皆が何をリ
クエストするか」を考えるゲームである。
このツールとして使われるのは、日本で開発され（何と江戸時代！）世界的に有名
となったローソク足チャートである。これは株価の動きをグラフ化して、他の投資家
の心理を読み、買い頃、売り頃を見つけるものである。
無論、この心理ゲームの考え方の中に経営に生きるものはない。と言うよりもこの
心理ゲームの要素が株価と経営を離していった。

②株価予想モデル



（ⅱ）第2世代･･･株価指標
しかし心理ゲームではいくらなんでもギャンブルとしておもしろくない。競馬で言
えばオッズ（払い戻しの倍率）だけで買うようなもので、その会社の業績が全く使
われていない。走る馬の過去の戦績さえも考慮に入れていない。
そこで取り入れたのが、財務分析を応用した株価指標である。株価と業績に関
する比率を出すというもので、主な指標は次のようなものである。

PBR（Price Book-value Ratio：株価純資産倍率）＝
株あたり純資産

株価

1

ストック（純資産）のシェア分と株価を比較したものである。「解散した時1株あた
りどれくらいの財産が得られるか」（会社を売ったらどうなるか）と今の株価（株を
売ったらどうなるか）を比較するもので、株価のベースを解散価値に置いている。
これが出発点となり第3時代のバリュエーション（企業価値）という考え方を生む。
もしPBRが1を切ると、「株価＜1株あたりの解散価値」となり、異常事態である。

1株あたりの解散価値が100円で株価が80円の時は、この株を80円で買って解
散して100円を得ることができるということである。それなら「買い」と言うことでは
ない。解散は66.7％の株を持っていないとできない。しかもここまで株価が落ちた
のには何らかの理由があるはずで（例えば解散価値は前期の決算書から計算し
たものであり、「その後急激に業績が落ちた」など）、極めて危険な株と言え、ます
ます株価が下がっていくと考えられる。



・PER

（Price Earnings Ratio：株価収益率と訳されるが株価利益率が妥当）＝

株価が利益に連動しているという仮説を持つものである。当該会社と業界平均、
ライバル社、過去の当社などと比較してPERが高ければ株価は割高と考えて売り、
小さければ買いとするものである。

＊ この1株当たり純利益をEPS（Earnings Per Share）と言う。

・PCFR（Price Cash Flow Ratio：株価キャッシュフロー倍率）
PERの分母を1株あたりのキャッシュフローに変えたもの。このキャッシュフロー
には営業キャッシュフロー（利益＋減価償却費）が使われている。PERと同様な使
われ方をするのだが、利益を指標とすると、その国のアカウンティングルールに大
きく影響するため、キャッシュフローに着目したものと言える。

配当利回り＝
株価

株あたりの配当1

*1株あたり純利益

株価



日本的な指標で投資（株価）のリターンを配当で見ようと考えている。
しかしこれらはすべて今の株価をベースとしている。本当に知りたいのは「未来の
株価」である。これにチャレンジしたのが次のバリュエーションである。
（ⅲ）第3世代･･･バリュエーション（Valuation）
これはM&Aの世界で生まれた「企業価値」という考え方をベースとしたモデルで

ある。企業価値は英語ではEnterprise Value（略してEV）であり、Corporate Value

ではない。enterpriseは企業という「組織」（corporateのもともとの意味）よりも「事
業」（enterpriseのもともとの意味）という「仕事」に着目している。EVは事業価値とい
う表現のほうが近いかもしれない。アメリカのM＆Aでは、「会社という組織を買う」と
言うより「事業を買う」というイメージである。
企業価値とは「企業（事業）の価値を金額で表すといくらになるか」ということであ

る。要するに「会社（事業）の値段」であり、これをシェアしたものが「株価」という考え
方である。つまり企業価値が1000億円で1億株発行していれば、株価は1000円と
なる。これが66ページで述べた「妥当な株価」である。自分がある会社の企業価値
を1000億円と考えた時、株価が800円なら“買い”、1200円なら“売り”である。
ここでのマネーゲームは自分がその会社の価値をいくらと考えるかというものに

なる。心理ゲームからの脱却である。
これには大きく3つのアプローチがある。



・マーケットアプローチ
先ほどの株価指標の延長線上にあるもので、証券市場における株価をベース
としている。すなわち企業価値を株式時価総額（株価×発行済株数）でとらえよう
とするものである。これは株価を予測してマネーゲームを考えるのではなく（株価
を予測するのに株価を使っても仕方がない）、新規上場（IPO）や非上場会社に
用いられる。つまり株の売り出しのために「上場時にどれくらいの株価になるか」
を考える場合や、非上場会社を買収するのに「類似の上場企業から買収額を推
測する」といった場合である。
・アセットアプローチ（コストアプローチとも言う）
企業が持っている資産（アセット）をベースとするもので、これから負債を引いた
純資産から企業価値を考えるものである。ただこの資産はB/S上の資産だけでな
く、109ページで述べた目に見えない「のれん」を加えて考える。M&Aでは広く使
われており、この「のれん」という概念はここで生まれたと言ってもよい。
純資産が200億円（1億株発行なら1株200円になる）の会社をM&Aで300億円（1
株300円）で買収した時、その100億円を「のれん」とするものである。つまり買収
を行った会社が買った資産は「買収先の純資産＋のれん」であり、買収を行った
側の会社のB/Sの固定資産に「のれん100億円」と記載する。



これをM&Aというガバナンスゲームではなく、証券市場におけるマネーゲームと
しての株価に適用すると少し問題がある。それはこれが「現在の会社の価値」だと
いうことである。つまり「今までの会社の価値」である。しかし投資家は会社の未
来を考えて株を買う。つまり買う時の値段（現在の株価）より売る時の値段（未来
の株価）を考える。この「未来の会社の値段」を考えるのが、次のインカムアプ
ローチである。
・インカムアプローチ
将来、その会社、と言うよりも事業が生むカネをベースに考えるものであり、現
代のバリュエーションの本線である。ここにDCFが使われる。これをDCF法と言う。
ここから先はこのDCF法について考える。



現代の株価予測のベース理論であり、経営との橋渡しをしたものである。
（ⅰ）基本的考え方
企業価値を「未来の会社の値段」と考え「将来その会社の事業が生んでいくカネ
の量」、つまり将来のキャッシュフローをもって考える。
ここで用いられるキャッシュフローは株主が手に入れることができるフリーキャッ
シュフロー（FCFと略す）であり、FCFをディスカウントしていく。これが現代のコーポ
レートファイナンスの原点である。（ここから先は少し数学を使うので、苦手な人は
さらっと読んで、結論だけを理解してもらいたい。）
コーポレートファイナンス理論の前提には、エージェントの他にゴーイングコン
サーンもある。つまり「会社は未来永劫続き、デフォルトは無く、解散はしない」とい
うものである。したがって株という権利は未来永劫持つことができ、永遠のFCFを
得ることができる。この永遠のFCFの総額が企業価値であり、これを株数でシェア
しているのが株価と考える。永遠のFCFを足していくとその合計額は無限大のよう
に思うかもしれないが、DCFではこれが収束する。つまり有限の値となる。
ここに使われるのが数学の無限等比級数である。数列とは数を並べたものであ
り、そのうち等比数列は一定の数（r）をかけていくものである。したがってa、ar、ar2、
ar3…と表現できる。これが無限に続くものが無限等比数列であり、この数列の数
字をすべて足していくのが無限等比級数である。この和はrが1より小さければ無限
大とはならず、ある値に収束する。 である。r1

a

−

③DCF法



この理論をバリュエーションに用いる。
ある会社が毎年一定のFCF（100億円）を上げている。ここで割引率が5％の時
の企業価値（v）を考えてみる。
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+ここで上の に a=100、r= ≒0.95 を入れて計算してみる。
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となる。つまり企業価値は2000億円である。ここでこの会社が1億株発行していれ
ば予測株価は2000円となる。
しかしここまで読み理解してもらって何だが、この無限等比数列というモデルに
は大きな弱点がある。「毎年同じFCFを出す」ことを前提としている点である。株価
を予測するのにいくら何でも乱暴である。数字を変えるなら、これを定率とするしか
ないのだが（FCFが一定率で成長する、縮小する）であるが、あまり現実的ではな
い。



そうなると期間をある程度限定しなくてはならない。期間としてはいくつかのもの
が考えられる。例えば5年、10年といった区切れがよい数字を使うことである。た
だ日本では92ページで述べたようにこの期間を経営者の任期（＝長計など経営
計画の期間）と考えるのが一般的である。
結果として一番多く用いられているのは5年である。しかし企業価値を5年間の

FCFの合計とするのでは、いくら何でも小さい。そこで5年後にストックを得ると考
える。このストックはゴーイングコンサーンなので解散ではなく、「他社へ丸ごと売
る」と考える。つまり「純資産＋のれん」の投資キャッシュフローを得る。

そう考えると割引率をdとすると企業価値は次のように計算できる。
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⇒「売却投資キャッシュフロー」＝5年後の「純資産＋のれん」を時価計算したもの

171ページの設備投資のNPVと同様の考え方である。したがってこれをNPV法
と言うこともある。会社の正味現在価値である。
もしこれが3000億円で1億株発行して入れば予測株価（66ページの妥当な株
価）は3000円である。



こう考えると、証券市場のマネーゲームは「5年間のFCF」と「5年後に会社が持っ
ている財産」を予測するゲームとなる。経営者から見れば、株価を上げるにはFCF

を上げ、「価値のある財産とのれん」に投資していくことである。ここでFCFは「営業
キャッシュフロー－投資額」であるが、この投資が営業キャッシュフローを上げ、株
価を上げる減価償却費という営業キャッシュフローを生む。
そうなると株価を上げる経営者の努力は2つとなる。1つは「適正な投資によって
営業キャッシュフローを生み出す努力」である。適正なる投資が減価償却費を生
み、これによって投資額が回収されて、さらに従業員の力で利益を上げる努力を
することである。もう1つはのれんの価値を上げることである。のれんは無形価値
であり、広い意味ではブランドである。そこでこれをコーポレートブランドと言う。
コーポレートブランドは会社のブランド（顧客の信頼など）そのものと、そのベースと
なっている従業員の事業遂行能力からなる。前者はマーケティングシステムとそれ
を支える人材である。したがってコーポレートブランド向上という努力はマーケティ
ングと人材育成となる。そしてこれが1つ目の「利益」という営業キャッシュフローを
生む。
要するに会社はマーケティングと人材育成という2つのオペレーションによって株
価を上げていくことができる。これで企業経営と株価が結びつく。
あとは「割引率をどうすべきか」という課題のみが残る。



（ⅱ）WACC

（a）資本コストの構造
バリュエーションでは、割引率に資本コストが用いられている。会社がファイナン
スするために必要としたコストの利率であり、173ページで述べたWACCが用いら
れる。つまりデットファイナンスとエクイティファイナンスの資本コストの加重平均で
ある。
デットファイナンスの資本コストは借入利率で問題ない。あとはエクイティファイ
ナンスの資本コスト率をどうするかである。
実はコーポレートファイナンス理論の中心はこの資本コストであり、この理論が
ノーベル経済学賞を受賞したと言ってよい。有名なCAPM（キャップMと読む。
Capital Asset Pricing Model：資本資産価値モデル）である。
これを簡単に解説しよう。
エクイティファイナンスの資本コスト（＝株主資本コスト）は株主の期待収益率と
考える。つまり年あたりカネをどれくらい増やしたいかである。この期待収益率、
すなわち割引率は次の式で表わす。
株主資本コスト＝株主の期待収益率

＝リスクフリーレート＋リスクプレミアム



リスクフリーレートはその回収がノーリスクの利率である。つまり絶対安全な利回
りである（29ページで述べたように国債の利率を用いる）。この絶対安全な利回り
にどれくらいのリスクを上乗せするかで期待収益率が決まる。要するにハイリスク・
ハイリターン、ローリスク・ローリターンである。リスクの大きい会社（と言うよりも
202ページで述べたように「エンタープライズ＝事業」）に投資するのなら期待する
利回りを大きく、安全なら利回りを小さくする。この理論に基づいて62ページで述べ
たように証券市場自体が分けられている。
これに合意したうえで、具体的にどうやってリスクプレミアムを求めるかを考える
かがCAPMである。



（b）マーケットポートフォリオ
ここではまずマーケットポートフォリオというものを考える。株の売買でリスクを
もっとも小さくする方法は、上場しているすべての株を持つことである。92ページ
のポートフォリオタイプの投資の究極である。
自動車業界で日産がトヨタに勝とうと、自動車産業が新しい乗物の出現によって
業績を落としてしまおうと、全部の会社の株を持っていれば問題ない。証券市場で
投資家が売買をしているのだから、長い目で見ればその売買益は差し引きゼロで
ある。そうなると個別企業の業績は関係がなくなり、あるのはマーケット全体の値
動きだけである。その動きをマーケットポートフォリオと言う。時価総額（株価×発
行株数）の構成比に合わせて保有した場合の値動きである。これにあたるのが
TOPIX（東証株価指数）、日経225（日経平均株価）というものである。
このマーケットポートフォリオ（全体の株）の利回りを、証券市場全体の期待収益
率と考える。そうなるとマーケットリスクプレミアム（証券市場全体としてのリスクプ
レミアム）はマーケットポートフォリオの利回り（証券市場全体で年あたりどれくらい
の利益が出ているか）からリスクフリーレートを引いたものとなる。このマーケットリ
スクプレミアムはWeb上で計算結果を公開しており、3～7％くらいに入っている。
まあ例の理論でリスクフリーレートを1％、リスクプレミアムを4％とし、マーケット
全体の期待収益率を5％としよう。



（c）β
CAPMはこのβ（ベータ）という概念を取り入れ、ノーベル経済学賞を取った。それ
ほど驚くべき理論ではないが、証券市場でマネーゲームを行うプロのギャンブラー
たちを納得させ、共通のアルゴリズムでギャンブルを行うフェアなゲームにしたとい
う意味では、その社会的貢献は大きい。そしてマネーゲームのギャンブラーたちの
理論が心理学から数学に変わったことで、経営側も株価を定量的にとらえることが
できるようになった。

βとはマーケットポートフォリオ（証券市場全体）の変化に対する各社の株価の弾
力性のことを言っている。つまりマーケットポートフォリオの利回り（利益率）の変化
に対して、当該会社の株がどれくらい反応するかである。各会社の株価がどれくら
いブレを持っているかと言ってもよい。このブレがβである。これで各会社のリスク
が計算され、この会社の株の期待収益率、つまり株主資本コストが計算できる。

個別会社の株主資本コスト＝投資家から見たその会社の期待収益率

＝リスクフリーレート リスクプレミアム＋

マーケットリスクプレミアム

マーケットリスクプレミ
アムの何倍のリスクか

ﾏｰｹｯﾄ全体の期待収益率－ﾏｰｹｯﾄ全体のﾘｽｸﾌﾟﾚﾐｱﾑ

＝リスクフリーレート ＋ マーケットリスクプレミアム×β

（1％） ＋ （4％×β）

×β



ちょっと算数が入ったが、やっとここまでたどりついた。
ところでβはどうやって求めたらよいのだろうか。これは競馬で言えばオッズの計
算のようなものだから、証券市場でちゃんと計算している。そのため東京証券取
引所が個別会社のβを出している（有料ではあるが）。いくつかのWebサイトではβ

値を無料で手に入れることもできる。
これを見ると、多くのβは0（平均株価に反応しない）～2.0（平均株価上昇の2倍
反応する。10％上がれば20％上がる。5％下がれば10％下がる）くらいに入って
いる（短期の統計ではマイナスの企業もある。これは平均株価が上がるとその会
社の株価が下がる傾向にあるということである）。
あるサイトでβ値のランキング（と言っても「月間」であり、期間は短いが）があっ
たので見てみた。β値の上位（大きい）には、ほとんど聞いたことはないアルファ
ベットやカタカナの会社がずっと並んでいる。しばらく順位を下げていくと証券会社
やノンバンクが目立ち始め、もう少しするとゼネコンが見え始める。このあたりで
2.0～2.5くらいである。電気メーカーだとソニー、パナソニック、シャープといった
ヒット商品による動きの大きい所が1.5あたり、日立、富士通、NECが1近くである。
自動車業界ではマツダが1.9あたり、トヨタが1くらいである。業績が安定している
食品業界を見ると、キリンが0.9、ハウス食品が0.3、味の素が0.2となっている。
感じはわかったと思う。いわゆる景気（これに証券市場全体の株価が連動する
として）に連動する会社のβ値は大きく、あまり連動しない会社は小さい。当たり前
の話だが全体平均は1.0である。



次に考えるのは資本金は入れるにしても、ここに利益剰余金（従業員の稼ぎの
累積）を入れるのかであるが、2つの理由で入れるべきと思う。

1つは利益剰余金の資本コストが計算できることである。たしかに利益剰余金は
会社から見ればコスト0である。しかしこれはおかしいので、従来は機会損失コスト
を適用することもあった。つまり「他にもっと良い使い道がある」＝「その使い道で
稼げる利益率」というものである。よく考えればそれは会社の期待収益率であり、
投資家（社会全体）と同じと言える。

2つ目は株主にストックを行使させないことである。解散させないために、この利
益剰余金を株主の期待する利回りを超えて運用する必要がある。
つまり、株主資本はそのまま自己資本（資本金＋利益剰余金）を使うことにとな
る。先ほどの日立の例でいえば、株主資本は1兆3千億円である。これでWACCの
ベースとなる資本構成が計算できる。
日立の資本構成を考えれば、ざっと有利子負債1兆、株主資本1兆3千億なので、
負債比率＝ ＝0.43、株主資本比率＝0.57となる

私のクライアント会社のほとんどは“ほぼ無借金経営”であり、負債比率は10％を
切っている。
この資本構成は先ほどのリスクパターンとほぼ傾向を一にしている。ざっと次の
ような感じである。
・ハイリスクパターン⇒株主資本比率30％、負債比率70％
・ミドルリスクパターン⇒株主資本比率60％、負債比率40％
・ローリスクパターン⇒株主資本比率90％、負債比率10％

3.1+1

1



株主資本については、先ほどの3パターンを使うこととし、負債資本コストを計算
しなくてはならない。これはB/S上の有利子負債とP/Lの支払利子額から計算する
のが妥当であろう。低金利時代の中、多くの企業は1％を切っている。リスクフリー
レートを国債の利率と考えると、これが1％を大きく切っているので当然と言える。こ
こは1%としよう。
これでWACCを計算してみよう。
・ハイリスクパターン＝負債資本比率（0.7）×負債資本コスト（1％）＋株主資本比
率（0.3）×株主資本コスト（7％）＝2.8％
・ミドルリスクパターン＝負債資本比率（0.4）×負債資本コスト（1％）＋株主資本比
率（0.6）×株主資本コスト（5％）＝3.4％
・ローリスクパターン＝負債資本比率（0.1）×負債コスト（1％）＋株主資本比率
（0.9）×株主資本コスト（3％）＝2.8％
現代の負債資本コストが極端に低いのでWACCは3％程度になっている。負債
資本コストがこれから先大きくなって行き、少なくとも3％くらいまでは上がると考え
られる。そうなると上の3パターンでは4.2％、4.2％、3.0％となる。結論から言えば
WACCはどのような企業でも5％として問題ないと思う。



４．ＩＦＲＳ （１）IFRSとは

PERTIの最後にIFRSについて述べておく。
（１）IFRSとは
①IFRSの定義

IFRSは国際会計基準と訳されるが、英語を見るとやや違和感がある。IFRSは
「International Financial Reporting Standards」の略であり、直訳すれば国際財
務報告書基準である。つまりファイナンスを受けた相手に対する報告書の国際
ルールということである。「株主、投資家というカネを出してくれた（くれる）人に対
するアカウンティングレポートの国際的な基準」ということである。このアカウン
ティングレポートの対象は日本では有報である。

IFRSはアカウンティングレポートの基準＝「会計基準」にあたるものであり、先
ほどの国際会計基準という訳は、あながち誤りとは言えない。つまり「IFRSは上
場会社のファイナンシャル･アカウンティングの国際基準」というのが正確な所で
ある。因みに言葉の定義にうるさい役所では、IFRSを何の略かは触れずに「国
際会計基準」としている。

４．ＩＦＲＳ



105ページで述べたようにアカウンティングルールは法律（会社法、金商法･･･）と
会計基準から成る。法律ルールはインサイダー取引の規制のように犯せば罰せら
れる。一方、会計基準は守らなくても罰せられるのではなく、報告先（カネを出す投
資家）と報告者（経営者）がこの基準に合意し、この下でアカウンティングを行い、
報告先はルール通りやるかを監査する。
日本の会計基準の特徴は「慣習」の中から生まれたルールの中で、妥当だと思
われるものを基準として明文化したものである。いわゆる帰納的アプローチ＊1であ
る。

②日本の会計基準



日本の会計基準は旧大蔵省の企業会計審議会が定めていた。しかし2001年か
らは「国が決めるのはおかしい」として、財務会計基準機構の中にある企業会計基
準委員会という民間で決めている。ここで報告先（社会）、報告者（会社）の代表が
合意していく（公認会計士が仲介して）こととした。
主な会計基準としては、本書で何度も述べた企業会計原則（1949年に生まれた）
を始め、原価計算基準、連結財務報告基準、リース取引に関する会計基準（156

ページ参照）、連結キャッシュフロー計算書等の作成基準、退職給付に係る会計基
準、税効果会計、固定資産の減損に係る会計基準＊2･･･などがある。

＊1 帰納と演繹（えんえき）という言葉は数学の証明から生まれた言葉である。帰納法は起きている多くの現象を見て、
それを一般化していくもの。例えば若者の結婚状況を調べて「若者の結婚離れが進んでいる」という結論を導く。一方、
演繹法は「○○が正しいなら△△も正しいという形で次々と証明していくものである。三段論法はこの典型である。
＊2 固定資産の価値が回収できないと判断した時に、この帳簿価格を下げることを減損と言う。この会計基準は回収
可能がどうかをキャッシュフローで考え、一定の要件でこれを強制適用することを定めている。



会計基準は各国で定められているが、企業活動、そして株投資のグローバル化
により、1973年国際会計基準委員会（IASC：International Accounting 

Standards Committee）が設立され、国際会計基準（IAS）の開発がスタートした。
その後IASCはIASB（国際会計基準審議会）と名を変え、ここでIFRSが開発され
る。

IFRSと各国の会計基準の関係には2つの動きがある。
1つがコンバージェンス（convergence：収斂という意味）であり、IFRSを採用する
のではなく、自国基準を近づける努力をすることを言う。もう1つはアドプション
（adoption：採用という意味）であり、IFRSを自国基準として採用する。
自国の基準に近く、かつ多くの国の集合体であるEU（European Union：欧州連
合）は2005年にIFRSをアドプションし、上場会社の連結ファイナンシャル･アカウン
ティングレポートにこの適用を義務付けた。これにより日本企業がEU内で資金調
達するのが難しくなる危険が生まれた。しかし2008年になってEUは日本、アメリカ
の会計基準をIFRSと同等と認めた。これにより日米企業はEU内でも自国基準で
ファイナンシャル･アカウンティングレポートを作成できるようになった。

③IFRSの経緯



一方、自国基準との差が大きいアメリカは2002年以降SECを中心にIFRSとの
コンバージェンスを進めていた。しかし2008年になってベクトルを変え、IFRSを段
階的に採用していくロードマップを示した。つまりアドプションへの道である。ところ
が政権がオバマへと移り、再びコンバージェンス側へ寄り、コンバースメントと言い
出した。コンバージェンス（収斂）とエンドースメント（承認）の造語であり、自国基
準の中にIFRSを組み入れていくことを意味している。アメリカらしく政権交代の度
に迷走していく。
日本のIFRSへのアプローチは諸外国より遅く2006年であった。そのベクトルは
アメリカ同様にコンバージェンスであった。しかし2008年のアメリカのアドプション
を受け、日本もアドプションの道を歩み始める。2009年には一部の企業にIFRSの
任意適用を認め、さらには「2012年で適用の可否を決め、適用と決まれば2015

年または2016年からIFRSを連結ファイナンシャルレポートで強制適用する」と発
表し、上場会社に衝撃を与えた。「IFRSショック」である。
しかし2011年の東日本大震災を機に、アメリカのコンバースメントと歩調を合わ
せるように、「IFRSへの強制適用への準備期間を5年程度にし、適用範囲もグ
ローバル企業とする」と変更表明した。



（２）IFRSと日本会計基準の違い

IFRSと日本会計基準には次のような根本的な違いがある。ただこれを日本では
コンバージェンスによって少しずつ差を縮める努力をしてきた。近年の会計基準
の改定はほとんどこのコンバージェンスによるものであり（本書で述べたリース会
計、税効果会計、工事進行基準など）、この動きはこれからも続いていく。つまり
日本会計基準の変更はこれからも続いていくと思われる。しかし一般ビジネスマ
ンにとってのルール変更を追いかけていっても「労多くして功少なし」である。
ここではIFRSと日本の会計基準の違いを理解し、日本の会計基準が進んでいく
ベクトル（＝IFRSの考え方）を理解していくのが得策である。

（２）IFRSと日本会計基準の違い



前述のとおり、日本基準は帰納的アプローチであり、長い間積み重ねてきたアカ
ウンティング･テクニック（会計技術）をベースとしている。言い換えれば自然にでき
たものであり、「なぜこういうルールなのか」という問いに答えを持っていないものも
多い（だから極めてわかりづらい）。一方、IFRSは基本的概念からスタートし、それ
とつじつまが合うように次々とルールを作っていく演繹的アプローチをとっている。
話し合って作ったものであり、「なぜこのルールにしたのか」はわかりやすい（採用
する時にその理由を話し合っているので）。
したがって会議などでこの2つを議論すると、自ずとIFRSのルールが適用される
ことになる。自国基準を残す理由は2つしかない。「これまでやってきたルールを変
えてしまうと、過去の結果とつじつまが合わない」と「会計基準の変更にはコストが
かかる」である。
そうなると差が大きい国はゆっくりと変えていくことになる。日本とアメリカである。
日本基準とIFRSの違いでもっとも根本的な所はそのスタートラインにある。日本
基準は「商いの帳簿づけ」つまり「簿記」が原点である。つまり事業をやった結果を
レポートにするものである。それをいつの間にか上場した超大企業のレポートへも
適用していった。そこに無理がある。

➀基本的なアプローチ法



IFRSでは、「投資家（誰でもなれるので社会）というカネを出してくれる人への報
告のためのルール」ということ自体がスタートラインであり、そのためIFRSをアカウ
ンティングスタンダードではなく、「ファイナンシャル・レポーティング・スタンダード」と
いう名前にした。「上場会社が社会へレポートを出す」というアカウンティングのため、
フェア（公正、公平）を最大のものさしとし、そのうえでどうすれば投資家にとってわ
かりやすいか、使いやすいかと考えていくという点にある。そしてその他のアカウン
ティング（株主へのアカウンティング、税務当局へのアカウンティング）はその違い
をルール化していく。税効果会計などはこの典型と言える。
日本のように複式簿記からのルールに税務申告のルール（減価償却ルールなど）
を足して作っていくというものではない。こうやっていくと日本のアカウンティング
ルールにもっとも適しているのは零細企業であり、もっとも適さないのが上場会社と
いうことになる。だから上場会社の会計基準は自ずとIFRSへと進んでいく。



日本基準はルールベース（rule-based：細則主義）であり、アカウンティングルー
ルについて事細かにやり方が決まっている（このうちかなりの部分はタックス･アカ
ウンティングとのインターフェースである）。一方、IFRSはプリンシプルベース
（principle-based：原則主義）であり、概念に基づく原理･原則を提示し、実際のア
カウンティング処理は企業の経営者が判断し、行っていく。実はここが日本が
IFRSを取り入れにくい点である。日本ではこれまで経営者がアカウンティングの
意思決定などしたことはなく、経理担当がルールどおりに処理してきた。そのため
監査も正当性（判断が妥当か）チェックではなく、準拠性（ルールどおりやっている
か）チェックであった。

②プリンシブルベースとルールベース



日本では簿記、申告が原点であり、最終アウトプットは利益であり、P/L中心であ
る。一方、IFRSは利益をその一項目とするB/Sが中心である。つまり投資家が
ファイナンスしたカネが「今どうなっているのか」を見るものである。
日本においても上場会社で外国人を含めた投資家が“声”を上げてくるにしたが
い、そしてIFRSへのコンバージェンスによって自然とB/Sにその重点が近づいて
きた。
またIFRSの利益概念は包括利益である。IFRSには日本基準の特別利益、特
別損失というものはない。IFRSは「事業による利益」と「それ以外の利益」（＝事
業遂行とは関わりなく生まれた利益）に分ける。この2つを合わせて包括利益と言
う。事業利益は「当期純利益」であり、これ以外は「その他の包括利益」である。そ
の他の包括利益の代表は119ページの資産の評価損益である。つまり「経営者
の努力によって事業で生んだ利益」と「事業に使用している資産の社会的価値増
加による益」ははっきりと分けて考える。これは日本基準にもコンバージェンスさ
れ「包括利益の表示に関する会計基準」が作られた。現在、上場会社はこれに
則ってアカウンティングしている。

③B/SアカウンティングとP/Lアカウンティング



日本基準ではこれまで取得原価主義を採っていた。しかし118ページで述べた
ように投資家の立場から見れば時価主義を採るべきである。IFRSはこれをfair 

value（公正価値と訳される）として、この求め方を提案している。日本もこのIFRS

へコンバージェンスしている。

④時価と取得減価



⑤経済的単一体説と親会社説

連結財務諸表は誰のために作るかということである。親会社説とは「連結財務
諸表は親会社の株主のため」というものであり、経済的単一体説とは「連結財務
諸表は子会社を含め連結会社すべての投資家のため」というものである。A社
（親会社）がB社（子会社）の60％の株を持っている時、親会社説ではA、Bを1つ
の会社として見て、A社の株主へアカウンティングレポートを出すと考える。一方、
経済的単一体説ではA社の株主だけでなく、B社のA社以外の40％の株主（従来
は「少数株主」と言っていたが、2015年より「非支配株主」と変更した）もその対象
としている。
日本基準は親会社説であったが、IFRSのコンバージェンスによって経済的単一
体説へと向かっている。そのため日本の連結財務諸表のB/Sの純資産にも少数
株主持分（2015年からは非支配株主持分）という表現が見られる。



日本は“簿記ベース”をIFRSベースへコンバージェンスしているが、どうしてもそこ
に無理がある。ルールの最終的な意思決定者である国もそれに気づいている。た
だ全面的なアドプションへの抵抗は大きい。上場会社からすれば移行コストである
が、国としてはもっと大きな問題がある。１つはタックス・アカウンティングとの整合
性である。これをコンバージェンスすると減税となっていく可能性が大きい。IFRSは
保守主義（利益は少なめに）である。このため消費税のウエイトを上げ、所得税の
ウエイトを落としていくしかない。もう１つは会社法との整合性である。今でも上場会
社は会社法のガバナンスルールでは無理がある。そこで委員会設置会社を任意
適用としたが、多くの会社はこれに乗らない。これには税法を含めて、上場会社法
を作るしか道はないように思う。一般ビジネスマン、特に経営者はこの“国の動き”
をリアルタイムにチェックしていくことが求められる。



PART２ ファイナンスノウハウ
第1章 経営に活かす

・・・第１章 経営に活かす



本章ではファイナンス（カネ）と経営の関係について述べていく。
経営という仕事は3つの領域から成る。パブリック・リレーションズ、経営戦略の

立案、資源の調達・配分である。
パブリック・リレーションズとは「社会との関係を考える」という仕事である。PRと

略されるが、「ピーアール」という日本語は別の意味を持っているので、ここでは略
さずに使っていく。ファイナンスにおけるパブリック・リレーションズの最大のテーマ
はコーポレートガバナンスである。コーポレートガバナンスの設計＝コーポレートガ
バナンス戦略であり、これは本章でこの後すぐに述べる。
経営戦略の立案とは、会社が組織として進むべき基本的方向を設計することであ
る。この経営戦略については様々な区分がなされるが、ここでは経営資源（経営す
る上で基になる財産）別に述べる。すなわちファイナンス戦略（カネ）、マネジメント
戦略（ヒト）、マーケティング戦略（モノ）、IT戦略（情報）の4つである。ファイナンス戦
略については本章でこれを解説し、マネジメント戦略（第2章）、マーケティング戦略
（第3章）、IT戦略（第4章）とファイナンスとの関係は次章以降で述べる。
資源の調達・配分については、カネの面からこれを考える。カネの調達がファイナ
ンス、カネの配分が投資である。本章でファイナンス戦略と合わせて投資戦略につ
いても述べることとする。
一方、経営をそのプロセスで分けると（これを仕事の流れという意味でフロー思考
という）、理念（基本的考え方。ミッションと言う）→夢（なりたい姿。ビジョン）→経営
計画（現状を夢に近づける努力）という3ステップとなる。



１．コーポレートガバナンス戦略

コーポレートガバナンスにおいて大切なことは理念（前提＝ミッション）とそれに基
づく夢（あるべき姿＝ビジョン）である。これが設計できれば現状をゆっくりとそこに
向けて変えていけばよい。

１．コーポレートガバナンス戦略



（１）ガバナンス理念

①ガバナンスの実態
ガバナンスの構造は法的にははっきりしている。株主がすべてのガバナンス（指
名、監査、報酬）を持つ。株主が取締役、監査役を選任し、取締役が経営を担当し、
監査役は株主から監査権を一部権限委譲される。しかも株主はこのシェアの他に
ストック、つまり会社を解散する権利という、言ってみれば絶対的なガバナンス（経
営者だけでなく、会社をガバナンスする）である。
しかしこれまで述べてきたように日本では、現実の世界は異なる状態となってい
る。従業員が自らのリーダーとしての経営者を選び、そのリーダーを頂点としてワ
ンマン・ワンボス（組織メンバーは必ず直属の上司が1人いる）の下で、業務を遂
行していく。株主に経営者の選任権はない。実際、取締役会が出した取締役メン
バーの名簿が株主総会で否決されることは全くと言ってよいほどない。オーナー
ガバナンス（創業株主が経営する）であっても、オーナーの本職は株主ではなく、
従業員（つまり組織内で仕事をしている）のトップである。創業ジュニアが継ぐ場合
でも、その会社で下積みをして創業者やベテラン従業員の指導の下、トップに立
つ。親子関係のある会社であっても、親が株主として子会社へ社長を送り込むの
ではなく、1つの企業グループの中で、子会社社長を事業部門長として親会社の
トップ（従業員）が指名する。どこから見ても従業員ガバナンスである。

（１）ガバナンス理念



185ページで述べたようにバブル崩壊後、外国人投資家がアメリカ型ガバナンス
を要求してきた。それが委員会設置会社である。多くの日本的株式会社はそれに
抵抗し、従業員ガバナンスを残すべく執行役員制を導入した。そして株価が回復し
ていく中でその外国人投資家の声も小さくなり、執行役員制自体が極めてファジー
な位置づけとなっていく。現在では平の執行役員は肩書きを持った部門長（支店長、
本部長など）、常務執行役員のほとんども実質的部門長（営業担当といった形で担
当部門がある）である。経営という仕事を行うのは、常務執行役員の一部から上で
多くは取締役を兼ねる。つまり取締役が経営者である。そして世の流れとして導入
してしまった執行役員制の取扱いに苦慮しており、会社によってはこれをやめてし
まう所もある。
一方、委員会設置会社に移行した超大企業も実態は変わらない。取締役に外部
取締役を入れ、指名委員会（社外取締役が過半数）で経営者を決めることにしてい
るが、実際には相変わらず従業員のトップが指名されている。従業員が選んだ取
締役はほぼ100％株主総会で承認される。また社外取締役も従業員が選任する。
多くはよく似た隣の従業員ガバナンスの会社のトップ、何らかの事情で株主となっ
ている会社のトップ、いわゆる有識者（学者、弁護士、役人・・・）、さらには外国向け
のスポースクマンとしての外国人である。
ガバナンス設計の第一歩はこの従業員ガバナンスの実態を肯定するのか、否定
するのかである。もし後者ならこれから先、本書を読んでも何の役にも立たない。



本書は従業員ガバナンスの継続をその前提としている。
「会社は従業員のものであり、株主のものでも社会のものでもない」
「なぜか」などはない。つまり理念（なぜそうなのか説明できない考え方のこと）で
ある。資本主義（社会は資本が支配する。会社も資本家の所有物）というイデオロ
ギーは採用されず、従業員主義である。会社はヒトが働く場であり、そこで得た益
を皆で分かち合う場であり、株主には出してくれたカネの使用料としての配当を払
う。会社という従業員の集合体はそれ自体が社会の構成メンバーであり、当然の
ことながら社会に対して責任を持っている。CSR（Corporate Social 

Responsibility：会社の社会的責任）である。
株式会社は今や旧商法で設計した「会社」とはまったく違う存在となり、会社法で
想定しているさまざまな「会社パターン」のどれにもあてはまらない。ましてやマ
ネーゲームの対象として見る金商法の「会社」とはちょうど反対側にあり、昔の「商
店」のようなものである。店主（創業者）がいて、彼がその店の商いのプロであり、
従業員を集め、教育し、その従業員の中から（子供の頃からこの仕事を継ごうと考
えてきたジュニアを含め）もっともリーダーにふさわしい人を後継者として選び、こ
のリーダーが創業者と同じスタイルで（すなわち全権を持って）経営する。

②従業員ガバナンス



無論この従業員ガバナンスには長所（従業員が力を発揮する）、短所（トップが暴
走しても歯止めがきかない）がある。しかしこれを株主ガバナンスと比較して、「どち
らが良いか」とは誰も言えない。そこで働く人（従業員）、そしてカネを出す人（株主、
銀行など）といったステークホルダーたちがその実態を知った上で、会社という組織
に集まり、カネを出すかしかない。しかし会社としてどちらが好きかと言えば、多くの
人の答えは1つである。だからいくら外国人投資家たちがガバナンスの変更を要求
しても頑なにこれを拒否し、従業員ガバナンスを固持する。そして現代の従業員経
営者は堂々とこれを社会へ訴えようと思っている。そのために会社創業の原点に
戻り、創業者たちの考えをもう1度見つめ、これを企業理念として再度掲げる。近年
ではこの理念をミッションと呼んでいる。
高度成長の日本を支えた電気メーカーで考えてみよう。パナソニックの創業者で
ある松下幸之助の創業理念（「綱領」）は「産業人たる本分に徹し、社会生活の改
善と向上を図り、世界文化の進展に寄与せんことを期す」であり、日立製作所の創
業者小平浪平の創業理念は「技術を通して社会へ貢献する」であり、ソニーの創業
者井深大の創業理念は「技術者が技術の喜びを感じ、その社会的任務を自覚して
思い切って働ける場を作る」である。この人たちが会社をどこから見ているかわか
ると思う。株主、投資家が出資して、マネーゲームで儲けを出すのが会社ではなく、
従業員が思い切り働ける場を、従業員が作るというのが理念である。



しかし従業員ガバナンスの会社でも法的ルールは守らなければならない。そして
法律はこの実態を知らない役人、学者が作っている。法律を守り、社会に迷惑をか
けず、と言うよりも社会に貢献するように会社を設計しなくてはならない。これが従
業員ガバナンスを設計する上での制約である。
そして上場会社であれば、これを堂々と社会へディスクローズしていかなければ
ならない。今日本企業が直面しているグローバル化においても同様である。現地国
の決めたルールに従い、このガバナンススタイルを堂々とディスクローズして、現地
で一緒に働くメンバーを求めてビジネスを進めていくべきである。それが拒否される
なら、その国でのビジネスを行わない。理念を変えてまでやる理由など考えられな
いし、もし変えて失敗すれば大きなダメージを受ける。そしてこの理念に「社会へ貢
献する」（決して資本主義の下で儲けるためではない）が入っていればその国に受
け入れられるはずである。
くどくど言ってきたが、ガバナンス理念の原点は、株主はガバナンスの指名権を
放棄し（監査、報酬権は持ち）、従業員がこれを持つことにある。



従業員ガバナンスにおいては株主のシェアは制限される。すなわちシェアのガ
バナンスのうちの「経営者指名権」を放棄し、アクシデント発生時の解任権だけを
持つ。そして理念前提からもう1つの制約を受ける。それは会社は社会のために
事業をやっているので、継続が前提ということである。つまり株主の権利である解
散権を行使できない（無論デフォルト状態では別だが）というものであり、ゴーイン
グコンサーンが前提である。株主は解散という権利を放棄する代わりに株式譲渡
権、つまり株を売る権利を持つ。これが従業員ガバナンスにおける株のストックで
あり、会社を1口分だけ売るということである。これを効率的に行う場が証券市場
であり、過半数の株主が1つの法人に売ることがM&Aである。つまり株主はシェア
としての配当、監査、報酬そしてストックとしての株価という基本的な権利を持つ。
と言うよりも上場会社の株という財産価値は株価がほとんどすべてであり、配当
はおまけである。株主から見た株価は「昨日の株価」（昨日取引をした人の結果）
ではなく、株の公正価値（ファイナンスの世界での時価。すなわち「もし売ったとし
たらいくらか」）である。

③ストックの制約



（２）ガバナンスビジョン

①ガバナンスシステム
これはその理念をベースとして考えていく。ガバナンスシステムを以下の2段
階とする。

執行役員＊取締役株主

ガバナンスガバナンス

＊委員会設置会社では執行役

・株主が取締役をガバナンスする。すなわち取締役の指名権、監査権、報酬権を
持つ。ただし取締役の指名権は取締役会が出した候補者メンバーの承認権（つま
り拒否権だけを持つ）であり、具体的なメンバー指名は行わない。
・取締役は執行役員をガバナンスする。すなわち取締役が執行役員の指名、監査、
報酬権を持つ。と言うよりもこの3つ以外のことは基本的にやらない。会社として重
要な意思決定を除くオペレーションは、すべて執行役員へ権限委譲する。重要な
意思決定とは株主総会での特別決議（定款の変更、合併など）にあたるものなど
で、それ以外のオペレーションについて持つのは唯一監査権の一部としての拒否
権である。執行役員のオペレーション意思決定に関し、コンプライアンス上、あるい
は会社の理念として実行すべきではないものに関しては、リアルタイムなチェック
を行う。まさに「取締」に徹する。

（２）ガバナンスビジョン



つまりそれ以外は執行役員が意思決定した案を承認する機関となる。新取締役
の候補者を含め株主総会に提出する資料、配当などをすべて執行役員がオペ
レーションし、取締役会がそれを承認する。取締役の任期は（法的には委員会設
置会社以外は2年である）1年として、毎期の定時株主総会で選任される。取締役
間に序列（専務、常務など）はないが取締役会の議長を選任する。役割は言葉ど
おり議長であり、議題選定、議事進行を行う。
・監査役設置会社（委員会設置会社以外）の監査役は、取締役が持っている監査
機能に特化したものとして位置づけられる。監査役は執行役員のオペレーション
監査のみならず、取締役のガバナンス行動についてもこれを株主の立場で監査す
る。委員会設置会社の監査委員会（取締役がメンバー）も同様の位置づけとなる。
・執行役員は経営者としてすべての経営行為をオペレーションし、その責任を負う。
執行役員の任期は後述する株主総会、取締役会で承認された長期経営計画の期
間とする。
・執行役員の中から1人トップを選ぶ。トップには社長、CEOなどの名前を付ける。
トップの指名権は前任のトップとし、これを取締役会で承認する形を取る。前任の
トップが経営引継ぎのために執行役員として残る時は、会長などの名称を用いる。
前任トップが何らかの事情でこの指名権を拒否、または実行できない時（病気、死
亡、取締役会での解任などのアクシデント）は取締役会内にトップ指名委員会を設
け、ここで決定する。



・その他の執行役員はすべてトップが指名する。総理大臣が閣僚を指名するのと
同様である。執行役員が多数いる場合はその中に序列を設ける。副社長執行役
員、専務執行役員、常務執行役員といったものである。これは指揮命令権（専務
が常務を指揮命令する）ではなく、組織内の秩序である。秩序とは意見が合わな
い時にどちらの意見を基本的に優先するかを決めておくことである。あわせて対
外的な序列となる。
・執行役員はボード（経営会議のこと）という機関を設け、ここで意思決定する。議
長は無論トップであるが、取締役会議長とは異なり、最終的な経営の意思決定
者とする。執行役員を多数指名する場合は、常務以上で常務会を構成する。こ
の場合、平の執行役員は部門長であることが多く、経営ではなくマネジメントを担
当する。ボードメンバーは部門長（例えば東京支店長）として特定のマネジメント
を担当しても、経営者としての責任を担う。すなわち会社の業績にその成績が
チャージされる（執行役員東京支店長は東京支店が好業績であってもその業績
を評価されるわけではなく、会社の業績が成績となる）。つまり会社としてのアカ
ウンティングの報告者となる。報告先は会社法による株主、および金商法による
投資家である。無論社外へのアカウンティングはすべて取締役会の承認が求め
られる。



ガバナンス戦略の仕上げはガバナンス構成のビジョンを作ることである。つまり
経営者として株主、取締役の構成を設計することである。
（ⅰ）株主の構成
経営上どういう株主の構成とするかである。よく「株主は経営者を選べるが、経
営者は株主を選べない」と言われる。しかし授権資本内であれば取締役会の決議
で増資ができ、かつ第3者割当増資（特定の人に株を割り当てる）することも可能
である。
いろいろな形で株主構成を変えることは可能と言える。ここではその株主構成を
設計してみよう。考えられる株主は次のようなものである。
（a）買収者
いわゆる「乗っ取り」である。先ほど否定したガバナンス行使を目的としたもので
あり、多くはTOBによって一般株主から株を買い集めるタイプである。従業員ガバ
ナンスでは「何としても阻止したい」と言うよりも、これを阻止することがガバナンス
戦略を設計する上での最大のポイントである。つまり過半数の株を入手できない
仕組みを作ることである。これには2つのことから考える。

②ガバナンスの構成



・買収する気にさせない
これは決して会社の魅力度を下げることではない。買収すればその会社の価
値が下がってしまうことを相手にわかってもらうことである。2000年のITバブルの
時にホリエモン、村上ファンドは社会にいろいろなことを教えてくれた。ホリエモン
がニッポン放送を買収し、いもづる式にフジテレビ（ニッポン放送が大株主）を買
収しようとした時である。この時ニッポン放送のボードメンバーがマスコミにこう話
した。「もし堀江さんが社長になれば、今までとは違う放送を求めてくるだろう。そ
うでなければ買収する意味はない。もし彼がこの会社を買収したら、我々は別の
会社へ転職して、自分たちが作りたい番組を作る」



これでホリエモンの買収ドラマはエンディングを迎える。
従業員ガバナンスの会社は従業員がやめてしまえば何も残らない。日本の上場
会社は資本主義が想定したようなものではない。すなわち「資本家がカネと設備
を持ち、そこに労働力を買って…」というものではない。この世界では労働力は
「誰でもやれる仕事をやる」、つまり労働の代替性を持っている。だから労働者が
やめても困らない。別の人を雇えばよい。日本の上場会社の多くはこの従業員の
代替性がない。もっと言えば能力を持った従業員の集団が会社であり、会社の持
つ財産の基本は従業員の能力である。株は買えてもヒトは買えない。そのため日
本のM&Aのほとんどすべては友好的買収（経営者、と言うよりも従業員合意の
上）であり、より良い働く場を従業員が求めたものである。これを「カン違いしてい
る投資家」（会社を買えると思っている）にわかってもらうことである。自社の従業
員の能力を社会へアピールすることであり、自社の従業員の能力を高めていくこ
とである。もっと言えば労働の流動性を高めることである。つまり自社の能力の高
い人間が他社へ転職した時、損失と思わず、自社の能力が他社から評価された
と思うことである。
・買収できないようにする
これには買収者へ絶対に売らない株主を過半数作ることである。つまり上記の
ことを理解し、カン違いしている株主へ売らない株主を確保することである。株主
設計の第一歩はここにあると言ってよい。



（b）従業員
従業員ガバナンスなのだから従業員が株の過半数を持つというのがノーマルで
ある。オーナー型の会社は言ってみればこのタイプである。2013年サントリーも上
場したが、実態は子会社上場である。非上場のサントリーホールディングスが過
半数の株を持つ子会社であるサントリー食品インターナショナルが上場している。
サントリーホールディングスは従業員の代表である創業家がほとんどの株を持っ
ている。
近年では元オーナー型の上場会社がMBO（87ページ）によって上場をやめて
オーナー型に戻ることもあるが、極めてレアなケースである。
オーナー型でなければサラリーマンたる従業員が持つことになる。従業員持株
会、ストックオプションといったものだが、そこで過半数を占めるのは極めて困難で
ある。
それでも従業員が株を持つ。従業員（経営者も含め）が自社の株を持てば株主と
の一体感を示すことになる。つまり株主がもっとも大切にする「株価」というストック
を従業員も共有し、この株価が上がる努力を従業員が率先して行うというものであ
る



（c）会社
従業員が過半数持てないとすると、残るは会社自身である。つまり会社のカネ

を使って自社の株を買うということである。72ページで述べたように自社株取得は
認められているが、その議決権は得られない。つまりガバナンスには関係ない。目
的はファイナンス上（株価上昇、余剰資金の株主へのバック）のことだけである。
そうなると別の会社に持ってもらうことになる。ただ特定の会社に株を大量に

持ってもらうとガバナンスリスクが高まる。つまり親会社となってしまうことである。
その会社が従業員ガバナンスであれば、それほど問題はないが、それでは同じ会
社になるだけであり、そこでガバナンスを考えなくてはならない。
つまりガバナンスを持たないで自社株を持ってもらうしかない。いわゆる資本提

携である。この場合A社→B社という一方通行のカネの流れでは、ガバナンスを取
らなければA社にメリットがない。そうなると必然的にB社もA社の株を持つことにな
る。つまり株の持ち合いである。80ページで述べたようにこれが企業グループを生
み、その中核の銀行の経営難によって一部のグループを除きこれがほとんど崩壊
していった。
この株の持ち合いは制約はあるが（1/4以上の株を持ったら議決権は行使できな
い）法的にも認められている。しかし今その状態にないのに、これから多くの会社と
持ち合い状態にしてガバナンスをキープするのは極めて難しい。「持ち合い」が今
ゼロなら、倍額増資の第3社割当を多くの対象会社へ行わなければならない。



（d）大衆
特定の個人、法人に株を過半数持ってもらうことが難しいのであれば、少しずつ
多くの人に株を持ってもらうのがもっとも安全と考えられる。つまり大衆に持っても
らうことである。
会社が外部ファイナンスを行うカネは、基本的にはすべて“大衆”から出ている

と考えられる。ただそのカネが直接（下図の右側のルート）か間接（下図の左側の
ルート。間に流通機関を通す）かの違いである。

大衆

企業

流通機関
カネ

カネ

カネ



大衆は2つのタイプに分ける。
1つは「今持っているカネを将来使いたい」というタイプである。その代表と言え
る「老後に備えて」という「年金」だけで100兆円を超えている。その他にも個人の
預金などがある。これを「一般大衆」と表現する。
もう1つは「老後に備えて」と言うよりも自らの資金需要を超えてカネを持ってい
る人であり、これを「金持ち」と表現する。
「一般大衆」はカネを必要な時（老後、住宅購入…）まで持っておくものであり、
それをタンスに入れておく訳にはいかない。どこかに預けて益（預金なら利子、株
なら売買益）を求めて運用するのだが、このタイプの多くは安全性を好む。年金
（個人では運用先をコントロールできないものがほとんど）以外にも個人の金融
財産は150兆円を超えると言われている。こうして見るとこちら方が年金よりも大
きい。
「金持ち」の代表は何度も述べた外国人投資家であり、これがいくらくらいある
のかはわからない。「金持ち」は余剰資金を「いつまで」という期限はなく、多くは
リスクを伴うマネーゲームを好む。
流通機関とはこの大衆のカネを受け取って、大衆のために益を求めるものであ
る。これには大きく3つのタイプがある。

1つは時間調整型金融である。主に一般大衆タイプからカネを集め、このカネの
需要者との間で時間調整を行う。必要となる時期が異なるカネをたくさん集め、
そのカネを必要な人に必要な期間に応じて渡していくというものである。



〔カネ余り〕

〔カネ不足〕

一般大衆

流通機関
時間調整型金融

5年後にカネを
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使う予定
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カ
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短期資金
中期資金
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使う予定



この典型が銀行である。40ページで述べたとおり、本来は会社の短期資金を担う
ものとして設計されたが、中期資金、長期資金も提供している。現代では銀行にカ
ネが滞留し（カネを将来的に使う人が多い＝高齢化社会）、これを株で運用するこ
とも増えている。カネに戻る期限の決まっている貸出しとは異なり、株の売却という
形でいつでもカネに戻すことができる。しかし貸出しとは異なり元金保証で利子が
益というものではなく、株の売買価格差が益というマネーゲームとなっている。銀
行の株運用は、他の有価証券（社債、国債）を含めれば貸出に迫る大きさとなって
いる。
保険会社もこのタイプである。生命保険で言えば、一般大衆がカネを必要とす

る時は死亡であり、その時まで保険会社にカネが滞留する。これは銀行預金と違
い、必要となるのは突発的であるが、かなり長期に渡るため、従来から株での運
用を行っている。
年金法人（年金の運用を行っているもの。公的年金では年金積立金管理運用行
政法人）もこのタイプである。将来使うカネである年金を集めて、これを主に債券、
株などで運用している。
この時間調整型金融の流通機関が株で運用する時はリスクの最小化が第一
テーマである。そのため92ページで述べたポートフォリオタイプとなる。すなわちで
きるだけ多くの会社の株を持つことである。したがってその株を売ることはあまりな
い。無論ガバナンスにも興味がなく、株価よりも配当に目が行くようになる。経営者
から見ると安全な株主と言える。これを狙うべく多くの会社は配当を増やしている。



2つ目の流通機関が信託タイプである。主に金持ちタイプのカネを集めて株など
のマネーゲームで運用しているものである。大金持ちになると預金では利率が小さ
く、かつペイオフがある。しかし自分でマネーゲームをやるにはゲームが難しすぎる。
そこでプロに頼むことになる。91ページで述べたファンド、投資信託などがそのプロ
の代表選手である。金持ちは基本的にはカネが必要になる時がなく、世界中のど
こかでこのマネーゲームを続ける。そのためプロとしてのゲームを行う流通機関は
高い利益率を求める。そうでないとお金持ちは別のプロに頼んでしまうからである。
プロは株の乱高下を求める。196ページで述べたように上がろうと下がろうと稼ぐ
チャンスは生まれる。株価が動かなければ益は配当しかなくなる。
この人たちは経営者から見ると恐怖の株主である。業績が堕ちると他の株主から
委任状を取って取締役名簿を否決したり、事業の一部売却を求めたり（調子の悪
い事業を売るだけでなく、調子の良い事業も高く他社へ売る）、場合によっては
TOBによって買収さえも考える。そしてこの買収株を他社へ高く売る。



3つ目の流通機関は一般会社である。大衆からエクイティファイナンスしたカネが
余れば、別の会社の株を買うなどしてカネを流すものである。
こう考えるとカネを受ける会社から見れば「カネはすべて大衆から得る」と考えら
れる。そしてそのカネは2つしかない。「必要な時期が来るカネ」と「来ないカネ」であ
る。エクイティファイナンスに限って言えば「必要な時期が来ると自動的に株主でな
くなる投資家」と「永遠の投資家」である。そしてどちらのタイプの投資家も基本的に
は株価によって益を得ることを目的としている。
会社から見ると株主構成において大切なことは「浅く広く」とともに「長く」である。
つまり自社の株を投資家に選択してもらって長く持ってもらうことである。必要な時
期のある人は“そこまで”、永遠の投資は“できるだけ長く”である。こうすれば自ず
と浅く、広くとなる。
投資家から見ても、1つの会社の株に集中するのは先ほどの第2の流通機関を通
す場合だけである。いくら大金持ちでも1人で1つの会社の株を大量に運用しない。
この状態は非常に危険である（その株を少しでも売れば株価が下がってしまう）。だ
から「いろいろな会社の株を少しずつ」である。そして持っている期間はケースバイ
ケースである。



投資家が1つの会社の株を長く持つことを意思決定すれば、ゲームは極めて単純
となり、流通機関を通す必要がなくなる。自分で証券会社を通して株を買い、自分
で持てばよい。
では「長く」持ってもらうにはどうすればよいのか。「株価が上がる期待感」を持って
もらうしかない。これが何度も述べた長計である。例えば10年の長計を作り、この
夢に同意した人に株主になってもらい、10年間一緒に夢を見てもらうことである。こ
の夢が実現すると思う限り持っていてくれる。そして10年後に次の長計を立て、株
を持ち続けるかどうかを判断してもらう。投資家にとってガバナンス、ストックが付い
ていなくても十分財産価値（＝株価）のあることを認めてもらって、株を買い持って
もらうことである。
結論としては株主構成のベクトルは一般大衆であり、自社のファン作りといって

よい。商品としてのファン（商品を買う）でなく、事業としてのファン（株を買う）作りを
目指すことである。



（ⅱ）取締役の構成
取締役は社内取締役（従業員）と社外取締役（従業員以外）に分けられる。多く

の日本的株式会社は社内取締役が「全員」「ほとんど」「多数」のどれかにあてはま
る。そして上場会社に対しては証券市場が社外取締役の増加を強く要請している。
2014年、東京証券取引所は独立取締役（16ページのアメリカと同様である。社外
取締役は従業員ではないことが条件だが、これはもう少し厳しく、一般株主の中か
ら選べと言っている。例えば取引先の経営者などは不可）を最低1人確保するよう
求めた。そして今後もこの規制はさらに強化されると考えるべきである。
ここまでのガバナンス戦略に合意するのであれば、執行役員（従業員がすべて）

の経営を株主に代わって監査する取締役会に、社外取締役を入れることには合意
せざるを得ない。極端に言えば、アメリカの先進的な会社のようにトップ（CEO）以
外はすべて社外取締役という姿も考えられる。この反対側にあるのが全員社内取
締役であり、これを採ることは上場会社では不可である。
委員会設置会社以外の会社では、法的には取締役会が経営責任を負うこと（株
主代表訴訟の対象、不祥事、業績悪化による退任）を考えると、その中間が妥当で
あろう。つまり社内取締役数名、社外取締役数名で、社内取締役が過半数を占め
る。
ではどれくらいの人数かである。代表取締役は最低2名（1名ではアクシデント時

に困る）であるが、大企業では副社長的な補佐だけではなく事務手続き上（代表者
としての契約）の代表取締役を必要とすることを考えると最低3名必要であろう。



取締役会では各部門担当が説明することも必要となる（営業、技術、管理…）。
そう考えると代表取締役以外に最低でも5名～6名は社内取締役が必要となる。
社外取締役の人数は成熟企業（創業してから長く、資本金＜利益剰余金となっ
ている。つまり過去の従業員の努力である利益が株主の出したカネを上回ってい
る）では、自己資本における資本金と利益剰余金をベースとすればよい。例えば
資本金100億円で利益剰余金200億円なら、「社内取締役2：社外取締役1」とする。
つまり社内取締役が6人なら社外は3人となる。一方、「資本金＞利益剰余金」の
企業は「社内取締役－1」を社外取締役にする。社内取締役6人なら社外取締役は
5人である。
監査役は大企業では3名以上必要で、半数以上は社外監査役と決まっているの
で、これに従えばよい。
社外取締役、社外監査役をどのような人にするかであるが、その役割（株主の代
わり）から考えて、主に次の4つであろう。
・大株主…定常的に（ファンドのように一時的でなく）一定量の株を持っている筆頭
株主がいれば、この人（多くの場合は企業）を入れる。
・金融業…自己の株を保有（間接保有）している金融業の代表者を入れる。銀行、
保険会社…。
・大衆…一般大衆の代表であるが、常識的にはいわゆる有識者。
・コンプライアンスチェック…この意味で法律のプロが必要。弁護士の他、カネのコ
ンプライアンスチェックとして自社会計監査人以外の公認会計士など。



2.ファイナンス戦略 （１）ファイナンスミックス

エクイティファイナンスとデットファイナンスのどちらを優先するかというものであ
る。これはエクイティファイナンスの株にガバナンス、ストックが付いていない仕組
みを作れば、どう考えてもエクイティファイナンスである。
資本コストはリスクプレミアムから言って当然エクイティファイナンスの方が高くな
る。資本コストはカネを出す方の期待収益率であり、リスクの大きさによって変わ
る。元本保証のデットファイナンスより、純資産のみ（債務を返した残り）のエクイ
ティファイナンスの方がリスクは大きい。あなたがカネを出すと考えれば、銀行預
金と株のどちらがリスクが大きいかはわかると思う。それでも上場会社はエクイ
ティファイナンスをその中心とする。
デットファイナンスを経営者から見た時の最大のリスクはデフォルトである。借金
はいつか返さなければならない。ノーマルな時は借り続けられるが、何かがあれ
ば債権者はその権利を行使する。メインバンク（「返せとは言わない」ことが原則）
からの借入依存という低資本コストで成長した日本企業は、これをバブル崩壊で
実感した。そしてデフォルトしていない多くの企業も、このシーンを目の当たりにし
た。

2．ファイナンス戦略

（１）ファイナンス・ミックス



デフォルトの恐さは債権者と債務者が同時に調子が悪くなることである。不景気
になれば銀行もおかしくなり、事業会社もおかしくなる。事業会社から見れば「い
い時なら返せたのに、悪い時に返せと言われても」である。銀行から見れば「いい
時は安心して利子収入があって利益も出る。しかし悪くなると不良債権化して金
融庁にバッドマークを付けられ、利子をもらっても大きな損が出る。それくらいなら
担保回収してしまいたい」となる。
デフォルトリスクは借金が持つ本質的な問題点である。こうして生まれたものが資
本主義社会である。すなわち「短期的な資本（入金と出金のタイミングの違いによ
り必要となるカネなど）は銀行、長期的な資本は株にする」というものである。ファ
イナンス戦略を考えるなら、この原理・原則に立ち返ることである。
そしてもっとも安全な内部ファイナンス、つまり自分のカネを使って事業を組み
立てていくことである。しかし自分のカネだけでやっていくなら上場する意味がな
い。上場することで金商法によるさまざまな規制を受けるだけでなく、上場維持の
ためにアカウンティングを始めとする大きなコストを必要とする。ここまでやってエ
クイティファイナンスを受けないなら、MBOなどで証券市場から退場した方がよい。
上場を続けるならガバナンス、ストックというリスクを抑え、エクイティファイナンス
を求めなくてはならない。
では「デットファイナンスは不要か？」と言えば、答えはノーである。それは上場会
社のエクイティファイナンスは経営者の意思だけでは実行できないからである。上
場会社のエクイティファイナンスの基本は公募増資（第3者割当ではなく浅く広く）
であり、そのために証券市場がある。



そしてエクイティファイナンスの実行権は証券市場にある。すなわち証券市場全
体の株価が低迷していれば、新株発行が認められないこともある。この時「内部
ファイナンス＋デットファイナンス」で代替しなくてはならない。
結論を言えばエクイティファイナンスは長期的な資本戦略によるものとして、それ
が難しい時に銀行ファイナンス、社債ファイナンスといったデットファイナンスで補
完する。そのうえで短期的に必要とするカネも基本的には内部ファイナンスで賄い、
その不足分を企業間信用、および銀行ファイナンスというデットファイナンスでカ
バーする。
B/Sで考えると次のようなイメージが一般であり、これをファイナンス・ミックスとい
う。

〔財産の状態〕 〔カネの出所〕

売上債権 買掛債務

デットファイナンス

エクイティファイナンス

内部ファイナンス

支払余裕分

事業用資産

払う

仕事をやる上で
必要な財産

支払の時間的な
ズレにも対応 いずれは内部ファイナンスor

エクイティファイナンスで返済

企業間信用

ファイナンス・ミックスが確定したら、エクイティファイナンス、デットファイナンス
個々の基本戦略を考える。



（２）エクイティファイナンス戦略

エクイティファイナンスに関し、経営者が持つべき戦略はペイアウトとIRの2つであ
る。
①ペイアウト戦略
株主へ株価アップ以外で「会社から直接的な益を提供すること」をペイアウトと言
う。これには配当と自社株買いがある。
（ⅰ）配当戦略
（a）配当の定義
株式会社における元々の配当の意味は次のようなものである。
株主は会社へ出資することにより、その会社のオーナーとなる。したがって会社
の財産はすべて株主のものであり、いつでも処分できる。そうなると配当というもの
は本質的な意味を持たない。配当は会社（株主のもの）から株主へ動かすカネであ
り、自分の財産からカネを出すようなものである（だから配当は会社が税金を払っ
てから行う。つまり配当を払うことで所得、税金は減らす効果はない）。株主から見
ると、配当によってその株の価値が変わるわけではない。つまり配当しようがしま
いが株価には関係ないと言える。これが有名なMM理論＊である。これに基づいて
なされたのがマイクロソフトの無配戦略（配当ゼロ）である。マイクロソフトは創業以
来ずっと無配を続けてきた。「カネをペイアウトしても株主にメリットはないのだから、
しないで社内で使い続けた方が株主にとっても幸せのはず」というものである。

（２）エクイティファイナンス戦略



しかし最大の問題点は会社の解散→清算という処置である。この処分する時の
カネの第1権利者はデットファイナンスの相手、つまりカネを貸した人である。清算
とは「資産を売り、負債を債権者に返してから、残ったカネを株主が分け合う」という
ことである。したがって株主の方がリスクが大きい（カネが残らないかもしれない）。
そのため株主は事業で得たカネを、少しずつ手元に置いておきたくなる。これが配
当であり、債権者はこれを戻してもらうことはできない。しかしそうなると債権者から
見れば自分の取り分がなくなってしまうリスクがある。そこでルールで配当を制限
することで、儲かった分（利益）以外は配当できないようにしたのである。
しかし証券市場ではこの解散を否定し、ゴーイングコンサーンとしている。すなわ
ちストックによる益はなく、株の売買益のみである。ただ長期的に株を保有してもら
うことを考えると、この売買益の前倒し分を配当として渡しておくべきである。これに
よって最悪の状態（デフォルト）でも配当だけは手元に残すというものである。銀行
の預金における「利子」とまったく同じで、元本である貸した金額（預金額）がゲーム
終了時に（銀行なら引出し）に保証されていないだけである。
一方、会社から見ると実はこの配当がエクイティファイナンスという資本のコストと
も考えられる。会社からキャッシュアウトするのはこの配当だけであり、株価という
マネーゲームの結果は直接的には会社に影響を与えない。



91ページで述べたデイトレーダーなら配当など関係ないが、長期的に保有する株
主にとって配当は利回りであり、多い方が良いに決まっている。
会社は従業員のものである。その会社が稼いだカネが株主へ配当される。つまり
配当は稼いだカネの分け前である。「稼いだカネ」を会社と株主で分配すると考え
るのが本書の従業員ガバナンスにぴったりである。
稼いだカネを分け合うなら、稼ぐ前に分け前の分配比率を決めておくことがフェア
である。AとBがカネを出し合って仕事をして儲けを分け合うのだったら、仕事をする
前に5対5とか6対4と決めておくべきである。稼いでから分け合えば、「どちらかを多
くするとどちらかが少なくなる」というゼロサムゲームになってもめてしまう。
配当戦略のポイントは「配当率を決める」ということに他ならない。



（b）配当率
キャッシュフロー理論では、配当はフリーキャッシュフローから払う財務キャッ
シュフロー（マイナス）とも考えられそうである。しかしそう考えることには問題があ
る。
フリーキャッシュフローは営業キャッシュフロー（稼いだカネ）から投資額（会社が
払うカネ）を引いたものであり、残ったカネはさらに内部留保されて会社は投資な
どに用いる。つまりフリーキャッシュフローから配当を払うと考えると、会社が使う
だけ使った後で株主へ配当することになってしまう。「会社と株主の分配」という面
からは不公平である。
また営業キャッシュフローは「利益＋減価償却費」であり、利益は従業員の分け
前である給与を、株主の分け前を決める前に差し引いている。
そうなると「会社の稼いだカネ」は「営業キャッシュフロー＋給与」と考えるべきで
あり、これを粗付加価値と表現する。この粗付加価値を株主（配当）、従業員（給
与）、会社（投資）で分け合うと考えるのがノーマルである。
この粗付加価値に対する配当の割合を配当率と呼ぶことにする。



給与以外の費用
（税金も含めて）

給与

減価償却費

税引後利益

売
上キャッシュイン

キャッシュアウト

粗付加価値

従業員

株主

会社 →内部留保→次の投資へ

＊ 売上原価に含まれる減価償却費も含む

＊

この配当率を一定にする。
日本では多くの企業で安定配当がなされ、1株あたりの配当金額を固定してい
る。しかしこの戦略の理論的バックボーンはなく、説明が難しい。またかつては安
定配当からの増配（配当を増やすこと）はシグナル効果があると言われた。つま
り安定配当の下で増配をするというのは、「これからも安定してこの増えた配当を
続ける」という経営者の自信と考えられ、株価上昇のシグナルになるというもので
ある。ただこれは業績情報、そして事業の計画に関する情報がディスクローズさ
れていることを考えると、ほとんど意味のないものである。



配当はリスクの大きい株主への確定利回りであり、その分株価が下がっていく
（下がって当然）という見方が一般的である。株価の上昇を期待して配当を上げる
ということを考えても、それは逆効果となる。
そして配当率を一定にすることに株主が反対する理由は見当たらない。配当率
をいくつにするかであるが、安定配当時では、業績が良い時の率では低く、業績
が悪い時の率では高すぎる。ここ10年くらいの配当率を計算し、その平均を取る
のがベストだと思われる。



（ⅱ）自社株買い
72ページで述べたとおり自社株を取得することが認められている。自社株を取得
すると自社はシェアした配当を受けないので、株主にとって1株あたりの配当額は
大きいものとなる。安定配当では1株あたりの配当額を固定にしているので関係な
いが、(ⅰ)のように配当率を固定にすると自社株買いによって1株あたりの配当は
上昇する。そこで近年ではこの自社株取得も配当同様にペイアウト戦略の1つとし
ている。
取得した自社株は金庫株として一旦は自社が保有するが、その後2つの道をた
どる。1つは消却することである。すなわちこの株をなくして発行済株数を減らすこ
とである。これによって株主のシェア増加となる。もう1つは再度放出するものであ
る。証券市場で売ることも考えられるが、それでは株価が下がってしまう。一般的
にはストックオプション、転換社債など新株予約権の行使や株式交換（88ページ）
の株として用いられる。すなわち増資の際にこれを用いることであり、株の希薄化
（発行済株数の増加による）をプロテクトすることができる。
これを会社の経営者の立場で考えてみよう。自社株買いはマイナスのエクイティ
ファイナンスである。ゴーイングコンサーンの下では、「返さなくてよい」として集め
たカネを「返す」ことである。キャッシュリッチで、手元にあってもこの先使う予定の
ないカネを返しても、配当率を固定にしていると株数によって配当金額が変わるわ
けではない。つまりこれによって配当コストが下がるわけではない（株主から見れ
ば1株あたりの配当は上がるが）。すなわち経営者から見ると「使えるカネが減る」
というデメリットしかない。



しかしメリットは本当にないのだろうか。それは会社が自社株のマネーゲームに
参加するという意味を持つ。つまり証券市場での「自社の株価が不当に低い」と判
断するなら、会社のカネでそのマネーゲームに参加し、買い手の1人になるという
ものである。本来自社は売り手という位置づけで絶対にそのマネーゲームでは損
をしないで済むが、そのゲームにおいてあえてリスクテイクする。「自社の株が必
ず上がる」という自信を持てれば「買い」、それが上がった時に「売る」。こうして売
買金額の差で利益が出る。しかし前述のとおり、これはやるべき手ではなく、新株
予約権など増資に使う方がノーマルである。
それでは実質的なメリットはないことになる。このメリットはシグナル効果である。
「証券市場の自社株が不当に低い」ということを投資家に伝えるために（売買益を
求めるのではなく）、自社株を買うということである。そしてその株価水準を上げる
ことである。
株を買えば自ずと株価が上がる。そしてこれを売って儲けるのではなく増資に使
う。



（ⅲ）株主優待
株主に対し配当以外の何らかの益を提供することを株主優待と言う。諸外国で

はあまり見られないが、日本では広く行われている。ここでの最大の特徴は株数
（シェア）ではなく、株主単位に行われていることが多いことにある。1000株の株主
も1万株の株主も同じ益というものである。益の内容は自社商品（食品、雑貨など
日用品の会社）、自社の商品券、サービス券、他社商品に使える金券などである。
近年ではイベント優待などもある。航空会社の株などはそのメリットのために保有
している株主も少なくない。
もう気づいたと思うが、典型的な「株主は238ページ多く、長く」の戦略にもとづく手
である。実際にこの導入によって株主数が増加したという調査結果もある。特に自
社商品・サービスが消費者の場合には、の商品ファンと事業ファンを一致させる効
果ももたらす。



②IR戦略

IRとは投資家への情報提供と考えてよい。そして投資家は誰にでもなれる。つま
り投資家＝社会である。IR戦略とは社会へどのような情報を提供するかというもの
で、次のようなベクトルがある。



（ⅰ）ディスクローズ
これは「どんな情報は提供しないか」というテーマではなく、「何も隠さない」という
ことである。これしかない。自社にとって不都合な情報であってもすべてディスク
ローズする。不都合な情報には2つのパターンがある。1つはネガティブ情報であ
る。これは知られると何らかのダメージを受ける情報である。トラブル、クレームを
含め業績悪化が予想される情報、不正、そこまで行かなくても道徳的に問題があ
ること･･･。知られなければ自社はダメージを受けない。これについては「ネガティ
ブ情報は社会に隠し通せない」と思うことである。そう考えれば、「いずれ社会にわ
かること」を隠した方がよいか、隠さない方がよいかである。隠さなければ先ほど
のダメージを受け、隠せばそれがばれた時にもっと大きなダメージを受けることに
なる。社会（これを代表したマスコミ）からの「なぜ隠していたのか。隠せば社会に
迷惑がかかると思わなかったのか」という糾弾である。これによってデフォルトして
しまい、社会から消えていった会社も数多い。わかると思う。隠しても幸せはない。
もう1つはポジティブ情報である。自らの持っている秘密情報であり、68ページの
営業秘密といわれるものである。これも原則として隠さない。どうしても他人に使
わせたくないものなら特許などの法的手段を取る。ポジティブ情報を隠すと他社に
知られないというメリットがある。しかし隠さないならもっと大きなメリットがある。こ
のポジティブ情報によって自社の事業の魅力を社会へ伝えることができる。つまり
投資家に株を買ってもらうチャンスを作ることである。



（ⅱ）積極的に伝えるべき情報
これは大きく2つある。
（a）事業の魅力
投資家は自社の事業に投資していると考える。そして事業が生む成果で株価を
上げ、リターンを得る。投資家、さらに社会へ「事業の魅力」という期待感を持たせ
る努力をする。これには3つある。

1つはどういう事業をやっているかを伝えることである。どんな事業をやっている
かわからなければ投資家はその魅力を感じない。近年、自事業のコマーシャルを
社会に訴えているのはこのためである。日立グループのCM「この木何の木…」は
知っていると思う。ただひたすら日立グループがやっている事業を訴えている。
「だから買ってね」という商品コマーシャルではない。

2つ目は自事業の社会への貢献度である。社会そのものが投資家であり、投資
家は社会（自ら）に貢献する事業に投資するという仮説を持つ。どんなに儲かって
も社会に何らかの害をもたらすものには投資しない。儲けだけしか考えない投資
家もいるが、彼は「長く」株を持つことはなく、さっと売り抜ける。そしてこれによって
株価を下げる。近年外国ではSRI（Socially Responsible Investment：社会的責
任投資。社会貢献する会社にだけ投資する）ファンドが注目を集めている。日本
はこの情報提供が弱いため、今1つ認知されていないが、各社がこれを訴えるこ
とによって関心は高まっていく。



そして社会貢献しない会社のカネはいずれ社会へ回収されていくという仮説を持
つ。したがって社会との接点である経営戦略立案では無論のこと、マーケティング
戦略についてもCSRを前提とし、社会に貢献する事業だけを進めていくという姿勢
を見せる。そのためにそれに関する情報を積極的に提供する。近年ではWebサイ
トのみならず、会社の情報誌を作成し、社会へ配布している会社も多いが、これも
その一環と言える。
3つ目はその事業がどのように社会へ受け入れられるかという情報である。それが
先ほどのポジティブ情報であり、その代表が新商品・新サービスの早期情報提供
である。そしてこの社会へ貢献し、社会で受け入れられる新商品、新サービス、つ
まり収益の上がる事業への投資を求める。



（b）未来の株価のための情報
株価はフリーキャッシュフローと未来の純資産価値（のれんを含めて）で決まる

という仮説を持ち、投資家がその株価を予測するための情報を積極的に提供する。
株主は「長く」持つことが前提なので、長計をベースとして長期の業績予測情報を
提供する。
フリーキャッシュフローに関しては、利益の約束値は無論の事、投資額、減価償

却費を予測するための情報を積極的に提供する。
そして利益に関してもなぜこういう利益額になるのか（どういう条件を設定してい
るのか）について積極的に提供する。これは先ほどの新商品、新サービスよりも
もっと長期的な新事業に関するものである。自社がこれから先どんな事業にチャレ
ンジしていくのかを積極的に訴える。
未来の純資産については、投資計画から未来の資産、負債状況を提供するだ

けでなく、のれんに関して積極的に情報提供する。そのために必ず自社の従業員
の能力、そしてこれを上げるための人材育成投資について長期計画を立て、ディ
スクローズする。教育などの人材育成への費用をキャッシュアウトしても、それが
のれん価値を高め、企業価値＝株価を高めるための努力であることを投資家に理
解してもらう。投資家から見ても未来の事業利益は事業環境（顧客、ライバル）に
依存し、リスクの大きいものである。しかし人材育成による能力向上は着実に成果
が出るものということを理解してもらい、積極的にこれをアピールする。人材育成
は収益アップだけでなくもっと直接的に企業価値を高めるための投資である。



（３）ファイナンス戦略

①これまでのファイナンス戦略
ほとんどの会社（子会社として親からスピンアウトしたものを除けば）のファイナ
ンスは銀行借入がそのスタートである。創業者が個人として持っている財産、会
社が購入した財産を担保として借入し、利子を払い続け、借入金は返済されるこ
とはなく、逆に会社の成長とともに拡大していく。そして会社は2つの道に分かれ
る。「非上場のまま」と「上場」である。このタイプごとに“日本におけるこれまでの
ファイナンス戦略”を整理してみよう。

（３）ファイナンス戦略



（ⅰ）非上場タイプ
「非上場のまま」は上場する前に会社の成長止まってしまうものである。そこで投
資を止め、営業キャッシュフローで利子だけでなく借入金を返済していこうとする。
銀行から見れば回収期の会社である。そしてさらに2つのタイプに分かれる。

1つ目のタイプは投資額を絞り込んでも、営業キャッシュフローで利子を返すの
が精一杯で元本返済の目途が立たなくなってしまうものである。貸している銀行と
しては担保を取っているので、デフォルトしてもこれで回収できるのだが、担保に
よって全額回収ができないかもしれないというリスクを抱える。そこでそのアカウン
ティングチェックのために、銀行から監査役、取締役などを送り込む。そして利払い
さえも苦しくなったり、担保物件の価値ダウンを感じると、資金引き上げではなく、
ガバナンスを取りに来る。そのうえで経営の目標を営業キャッシュフローのアップと
して、これをすべて返済にあてる。つまりファイナンス戦略は返済が唯一のテーマ
である。この時点では、会社としても銀行に金銭消費貸借契約どおりに「返せ」と
言われればデフォルトしてしまうので何も言えない。言ってみればガバナンスを渡
して会社全体を担保追加するものである。そして最後の最後には銀行はストック
権を行使する。つまり解散→清算である。ここで銀行は、株とは異なり債権を優先
できる。すなわち担保売却、資産売却したカネから株主より優先的に回収できる。
銀行フィナンスの恐さはここにあり、多くの中小企業経営者が無借金経営を目指
す理由と言ってよい。私の父も小さな会社をやっているが、常々「うちの会社は無
借金だ」と自慢げに言っていた。



「非上場のまま」の2つ目のタイプは順調に返済し、無借金経営になっていくもの
である。ここで創業者が完全にガバナンスを確保する。と言うよりも彼が会社の中
の従業員の最大の功労者（カネの出資ではなく事業面での）であり、絶対的リー
ダーとして君臨していく。多くは大企業の参入しない、ニッチマーケットのリーダー
企業であり、このままでいると老舗企業、地元の有力企業といった冠が付けられ
ていく。このタイプは営業キャッシュフローで十分内部ファイナンスされており、ファ
イナンス戦略なるものを必要としない。
しかしこれが永遠に続くわけではなく、事業が衰退し、上記の第1タイプとなって
いったり、ガバナンス変更によってファイナンス戦略の転換を迎えていく。このタイ
プが転機を迎えるのは、多くはジュニアへ会社を相続する時である。創業者が相
続の準備をしていないと、相続税、さらには遺産としての会社の相続で問題が発
生する。いわゆるお家騒動である。ただ多くの創業者は相続の準備をあらかじめ
している。自らが現役のうちに会長となり、ゆっくりと自然にジュニアへ相続してい
く。しかしここがファイナンス戦略の転機となることがある。それは会社を相続した
ジュニアが変革を目指すことである。ジュニアにバイタリティがなければ親から受
けた会社を安定させようとしていくが、創業者の血を引いたジュニア（隔世遺伝で
3代目くらいに起こることも多い）が先代が残した会社から脱皮しようと考える。つ
まり新事業の開拓である。



そしてそのための資金調達を考える。先代で無借金経営となってしまっており、
銀行からの借入はいろいろな意味で難しい。その最大のものは銀行から見れば一
度は借入をしてくれた大事な顧客であったが（店で言えば常連客）、もう取引はな
い（店に来なくなってしまった）のに、「今さら」という思いである。さらにはそのファイ
ナンス対象である新事業について不安を感じる。安定指向である銀行から見れば
「今の安定した経営を続ける方がよい。何も困っていないのになぜ冒険するのか」
となる。そして多くの場合企業トップとしては“若い”ジュニアに、経営者としての不
安を持つ。ここでジュニアは上場を目指す。果たせば次の「上場」タイプとなる。



（ⅱ）上場タイプ
この無借金経営から上場というタイプはイレギュラーであり、本来の上場タイプは
当初大きな借金を抱えている。そしてほとんどが成長志向であり、事業拡大を目
指している。この事業資金としてエクイティファイナンスを進めていく。証券市場とし
ては、これが求める姿である。こうして戦後の日本では、ベンチャー企業が次々と
上場し、証券市場にカネが集まる中で急激に成長していった。いわゆる高度成長
期である。
そして安定期を迎える上場会社が少しずつ出てくる。一方でテクノロジーの進化
などで急成長する会社もあり、日本の会社全体としては成長率が鈍化するだけの
現象となる（今の中国と重なる所がある）。

1980年代を迎える頃から全体として安定期（ゼロ成長）となる。しかし土地、株の
バブルによってそれがよく見えず、未だに成長期のイメージが残ってしまう。そして
バブル崩壊である。土地、株の急激な価値ダウンは銀行、さらにはそこに頼ってい
た会社へショックを与え、大混乱となる。
しかし多くの上場会社は売上が大きくダウンしてしまったわけではなく、コストダ
ウン、過去の投資による減価償却費によって営業キャッシュフローを生み続けてい
く。老舗上場会社の多くはここで投資を絞り、営業キャッシュフローを借入金の返
済に充てていく。そして不毛の10年と言われる日本経済が沈んでいる間にもひた
すら返済を続け、無借金経営となる。これがさらに銀行を痛めつける。超優良企業
であった老舗上場会社から返済をされては銀行にとって大打撃となる。



こうして大企業はメインバンクという借入先を確保することは不要となり、これを中
心とした企業グループも崩れていく。力がダウンした銀行はこれに対して何もでき
ず、と言うよりもそれどころではなく、不良債権処理で再編成されていく。
一方、返済を終えた老舗上場会社は、それでも営業キャッシュフローを投資に回
さない。それは投資をすれば減価償却費によって利益を圧迫するからである。情報
システムなど耐用年数の短いものは利益圧迫度が高く、建物など耐用年数が長い
ものは長期的な見通しが立たないので投資できない。この会社が生み続ける営業
キャッシュフローは会社の中にたまり続け、キャッシュリッチとなっていく。



こうして日本企業は二局分化していく。キャッシュリッチとなった大企業と存続の
危機に瀕している中小企業である。遅ればせながらではあるが、本書の対象は前
者である。この大企業は売上は安定し、それなりの利益を出している。逆に言えば
そのために打つ手があまりない。利益を落とす投資ができないだけでなく、売上が
伸びない中で合理化を図っているので新しいヒトの採用もない。さらには高齢者雇
用安定法の改正で65歳まで働く環境を作らなくてはならない。「収入が安定してい
て、貯金が多く、あまりカネを使わない」という“年寄りの会社”のようになってしま
い、若者にとっては暗い夢のない会社となってしまう。
経営としては売上を伸ばすにはグローバル化しかないと考える。しかし英語を話
すことができない従業員が多いことと、設備投資による利益ダウンを恐れて、海外
企業のM&Aに走る。株は減価償却費が発生しないので、「利益を傷つけない」。
ここでこの老舗上場大会社に2つの光が見えてくる。1つは投資家、証券市場か

らの声である。銀行が安定企業に「投資を抑えて」と言うのとは真逆の声である。
「もっと投資しろ。ヒトからカネを集めておいてそのカネを貯金しているのはひどい。
それなら返せ。株主資本が2000億円で1000億円もキャッシュで持っているなら会
社解散してカネを返してくれ。それが嫌なら設備投資をして事業を拡大し、カネを
増やせ。我々は事業投資のスポンサーだ」というギャンブラーではない投資家、と
言うよりも社会の声である。

②これからのファイナンス戦略



このためアカウンティングレポートにキャッシュフロー計算書を入れ、利益ではな
く営業キャッシュフローを成績とすることを認める。すなわち利益に減価償却費を足
し上げて、設備投資した成績を落とさないようにする。そして投資した分は投資
キャッシュフローとして分け、むしろ投資をどんどんしていく会社を評価する。これこ
そがキャッシュフロー経営であり、11ページのように資金→資本→資産→キャッ
シュフロー→回転という本来の姿である。
すなわち「永遠の投資家」は「回転」によって長期的な発展を願っているのに、「任
期のある経営者」は自らの業績と思っている短期的な利益を守ってしまう、というも
のである。198ページで述べたエージェント問題である。
この問題解決が迫られているのに、残念ながら未だに自らがガバナンスした会社
の成績を「営業キャッシュフローにする」というキャッシュフロー経営宣言をした会社
は数少ない（まあ気持よりもファイナンスの勉強不足だと思うが）。
そしてもう1つの光が景気の回復である。と言うよりも大衆の我慢の限界である。
日本の大衆は200兆円を超えるカネを持っている。この使い道がなくなっている。
銀行の金利は0.0×％の段階であり、株は乱高下している。だから“今”そのカネを
使おうという気持ちである。もっと言えば団塊の世代が現役を引退していく中で、
「将来のために貯めたカネ」を今使う時が来ている。年金支払さえ保証してくれれ
ば、カネを将来に使うのではなく、今使うことである。アベノミクスもあるが景気は現
実に回復している。



悲観的なマスコミは先ほどの中小企業タイプだけを見つめ、「景気の実感はない」
と言い張っているが、多くの人（特に本書の読者）は景気回復を実感していると思う。
これをチャンスと見て、大企業が回転が止まっているカネを設備投資に回せば、
それがめぐりめぐって我が身に返ってくる。そしてそのカネに上乗せする形でエクイ
ティファイナンスを行えば、日本経済は発展していく。会社は社会のために存在して
いることを考えると、ここで投資に踏み込むべきである。この投資戦略については
次項で述べる。



このエクイティファイナンスへの期待が高まる中でのデットファイナンスを考え
てみよう。この時、デットファイナンスはそのエクイティファイナンスの補完的な役
割となる。
証券市場の株価がフリーキャッシュフロー、将来の純資産価値から考えて適
正または高いのであれば、時価発行増資による希薄化もカバーできる。

株価は 発行済株数）シェア数

産）ュフロー＋将来の純資将来のフリーキャッシ将来の企業価値

(

(

であるシェア数という分母が増えても、そのエクイティファイナンスによって分子
の将来の企業価値（ストック）が増えれば株価は下がらないで、むしろ上がるはず
である。と言うよりも、こう考えるのであれば（例えば長計を株主総会で承認されて
いれば）踏み込むべきである。
一方、株価が不当に低い時を考えてみる。
株価が高いか低いかは相対的なものである。だから現株価と比較する相手がい
る。これが先記の「妥当な株価」である。現在の株価は「最後に売った人が考えた
企業価値」である。一方、「妥当な株価」は今持っている人が考えている企業価値
である。「現在の株価」＜「自らが考えた妥当な株価」なので売らないで持っている。
ここで時価発行増資で現在の株価をベースとして株を発行すると、発行する会社
がその不当に低い現在の株価を認めてしまうことにもなる。つまり売った人の株価
を指示することになってしまう。現在の株主にとっては利敵行為である。

③デッドファインナンスのとらえ方



ここでは時価発行増資の逆、つまり自社株買いである。現実にリーマンショック
が起きて不当に株価が下がった（個別企業の業績には関係なく）2008年は、日本
で自社株買いが4兆円にも上っている。言ってみればデイトレーダーたちのギャン
ブルによってエクイティファイナンスはマイナスになったことになる。
しかし株価と投資（資金需要）を同期化させるわけにはいかない。と言うよりも景
気が良くなってから投資するのでは遅い。景気を良くなるように投資するのが
CSR（会社の社会的責任）である。設備投資は景気の一致指標＊でなく先行指標
＊である。
そうなるとエクイティファイナンスの代わりにデットファイナンスを一時的に用いる
しかない。しかしデフォルトが恐い。デットファイナンスの本来の使い方である運転
資本（近々入っているカネで返済）ではなく、投資のためのファイナンスであれば、
今カネを借りて、その投資によって生じる将来のフリーキャッシュフローで返済す
ることになる。もちろん予定額を獲得できるとは限らない。つまりデフォルトリスク
を常に抱えることになる。そう考えると社債ではなく銀行ファイナンスであろう。社
債はデフォルト状態になると、ここで銀行に助けてもらうわけにはいかず、社債の
ジャンプ（返済のために社債を再度発行して期間を延長する）しかない。これでは
社会にデフォルト状態になったことを教えることになり、債権の優先度が低い株主
へのシグナルとなり、株価の急激なダウンは避けられない。



一方、銀行なら「契約更新」という形でまわりにはわからない形でジャンプ可能で
ある（もちろん銀行はガバナンスを取るだろうが）。利率は社債の方が有利であろう
が、常識的には銀行ファイナンスを採るべきである。しかし銀行ファイナンスには相
手がある。こちらが求めても貸してくれる銀行がいるとは限らない。銀行から見ても
エクイティファイナンスのための“つなぎ”に使う顧客は優良客とは言えない。
そうなると次の手はメザニンであろう。メザニンとは“中二階”という意味である。エ
クイティとデットの中間のファイナンスである。典型的なものは75ページで述べた転
換社債である。一定の株価（転換行使価格）で社債を株に転換できるものである。
転換価格を今の株価より高く、自社から見た「妥当な株価」、そして既存株主の考
える「妥当な株価」としておけば、転換行使される時は、「妥当な株価」の時価発行
増資となり、既存株主への損失を与えることはない。そしてこの投資によって株価
を行使価格まで上げる努力をするのが適切である。
ただもちろんデフォルトはある。それは計画どおり営業キャッシュフローが上がら
ず、株価が転換行使価格まで上がらないことである。この場合は返済しなくてはな
らないが、営業キャッシュフローが上がっていないのでデフォルトリスクは高い。し
かしここで銀行に頼るわけにはいかない。その場合は返済の数期前にキャッシュフ
ローを絞り出してしまうしかない。資産売却、給与ダウン、従業員リストラといったも
のである。



仮に営業キャッシュフローが上がっていても株価が低迷を続けていれば返済義
務が生じ、資金繰りは計画どおりには行かない。ただこの時は、好業績なのでつな
ぎ資金としての銀行ファイナンスに頼ることも可能と言える。
転換社債を発行するのは基本的には上場会社だが、証券会社が引き受けてくれ
なければ発行できない。と言うよりも買い手が見つからない。自社が「この投資が
いける」と思っても発行できるとは限らない。そうなると最後は社債しかない。ただこ
の場合でもできるだけ社債は借入期間の長いものとする（そのカネが返済できる状
態になれば社債を買い取ればよい）。

＊ 今の景気を見るのが景気の一致指標。生産額、残業時間、有効求人倍率などがこれにあたる。未来の景気を見る
のが景気の先行指標。設備投資の他、在庫指数などがある。



そう考えていくと、会社にとって銀行は必要な存在となる。
BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）は現代経営のキーワードで
ある。BCPとは会社にとって深刻なアクシデントが起きても事業活動が続けられ
るようにするものである。営業キャッシュフローが上がらずデフォルトしてしまうと
いうものだけでなく、会社にとって予期せぬアクシデントが起こることもある。東日
本大震災はそれを教えてくれた。このような災害だけでなく、事故、不良品回収、
違法行為、特許違反などの損害賠償請求、海外取引などの大きなアクシデン
ト･･･。こういったアクシデントで膨大な資金需要が生じてデフォルトしてしまうこと
もある。この時、頼りになるのは銀行、と言うよりもメインバンクである。メインバン
クは個人で言えば損害保険、生命保険のようなものである。
メインバンクになってもらう（してあげるではなく）には、銀行側にも益が生まれ
なければならない。会社から見れば保険料のようなものである。そのためには借
入することも必要かもしれない。預金は銀行から見れば利子を払う方である。そ
の反対である。つまり今がキャッシュリッチ状態であっても借入を依頼する。この
カネが242ページの資本構成の余裕資金である。あわせてその他の金融行為も
すべてメインバンクに委託する。

④銀行との関係



売買取引や従業員の給与の支払い、外国為替、余剰資金の運用、さらには従業
員の資金運用、ローンの斡旋といったものである。「手数料はどこが安いか」ではな
く、どこがメインバンクにふさわしいかである。過去のつきあいも考慮し、身の丈に
あった銀行を選ぶ。そのためには銀行と資本提携を結ぶのも１つの手である。いわ
ゆる持ち合いである。銀行の株を買い、売らないことによって株価に貢献し、銀行
の持っているカネを自社の株に投資してもらうことで、貸付利率よりも大きな投資リ
ターンを得てもらう。そのうえで社外取締役を銀行から受け入れ、彼らにポストを用
意する。場合によっては経理部門に出向者、転属者を受け入れ、彼らの給与を負
担する。
こうして銀行とはパートナーシップを組み、起きる可能性は低くても最悪のトラブ
ルへの備えをする。



（４）ＣＳＲとファイナンス戦略

現代経営者としてもっとも大切な戦略と言えるCSRとファイナンスの関係を考え
てみよう。私は自著でCSRを次の3つの責任に分けている。本書でもそれに従っ
て考えていく。
①公共責任
もっとも低レベルなCSRであり、社会において「やってはいけない」と決められて
いることはやらないという責任である。つまり公共責任とはコンプライアンス違反
（違法行為）というリスクを抑えることである。
ファイナンスの分野では「不正」がその最大のリスクである。ファイナンスはカネ
に関することであり、この不正によって不正者に直接的にカネという益を生んでし
まう。この不正者は2つに分かれる。1つは会社そのものであり、もう1つは従業員
である。前者の会社については不正を犯すのは従業員（経営者、管理職が多い）
であるが、そのリターンが会社にもたらされるものである。典型的なものが粉飾決
算である。これについては「こんなことしても会社に益はない。どんなことをやって
も必ず見つかり、その損失は無限のものとなる。それが社会からのレッドカードで
ある」ということを経営者を含め全従業員が合意することである。後者の従業員の
不正の典型的なものは着服である。この不正には「やれば必ず見つかる。見つか
れば人生が終わる」ということをやはり全従業員に徹底することである。
この2つはマネジメントコントロールという世界であり、次章で述べることにする。

（４）CSRとファイナンス戦略



会社は公共責任に加え、公益責任が求められる。つまり社会に害をもたらさない
だけでなく、社会に益をもたらすことである。ここで従来から課題となっているのが
「会社の利益」である。これについて「企業悪人説」というものがある。「会社が利益
を出すのは社会から利益を搾取するものであり、社会利益を考えれば会社利益は
小さくしていくべきである」という考え方である。この意見を抑えるものが税金であり、
「会社利益の一定比率を社会に還元する」というものである。つまり「会社の利益」と
「社会の利益」を比例させるものである。その税金で社会は作られ、人間は生活して
いる。現在の国税の状況は、個人の所得税が30％、消費税が25％、そして法人税
が20％を占めている。企業を従業員の集合と考えれば、この75％はほとんどすべ
て従業員が払っているものである。見方を変えれば、この税金は従業員の集団とし
ての企業が事業を行うことで得られる粗付加価値（245ページ）から出ている。何を
言いたいかわかると思う。経営者は従業員に自分たちが社会を支えているというプ
ライドを持たせることである。このプライドが前記した不正をも抑える。
経営からこの税金（公益責任）を見る時大切なことは「減らす努力をしないこと」であ
る。例えばファイナンスの教科書には次のようなことが書いてある。
「株主への配当は税引後利益から払われるが、借入金の利子は損金から控除さ
れるため税金が安くなる。つまりデットファイナンスはエクイティファイナンスに比べ
節税効果がある」
確かに法的に「配当は株主が自分の金庫から自分の財布に移すだけなので、損
金とは言えない。一方、利子は会社から銀行へ払われるので外部への出銭として
損金とする」ということになる。

②公益責任



しかし「税金が安くなる」という理由で経営が意思決定をするのは美しくない。「美
しくない」という表現は微妙だが、これはインテグリティと表現される。インテグリティ
とはドラッカーが使って一躍経営の流行語になったが、会社のプライドのようなもの
である。「税金を安くすることを考えても美しくない。自分たちの税金が社会を支え
ているというプライドを持とう」というものである。そしてそれが次の存在責任へとつ
ながる。
「税金は社会が決めたルールで払う。そのためのタックス･アカウンティングは
ルールどおり愚直にやろう」という公益責任は無論のこと、会社にはインテグリティ
が必要と考え（経営者なら考えて欲しい。「社会から見て立派な会社と思われたい」
という気持ちを持って欲しい）、「税金を安くしょう」という思いは捨てることである。
「資産を買い取るか、賃貸か」という意思決定では税金など考慮に入れず、経営と
してどうすべきか、ということだけを考えて意思決定する。ましてやグローバル展開
の時などはなおさらである。「シンガポールの方がタイより税率が低いから、シンガ
ポールに法人を作ろう」などと決して思わないことである。これから先、「税率は変
わることもある」ということではない。シンガポール、タイという事業環境をよく考え、
自分たちの能力がどちらの国で社会貢献できるかを考えて意思決定すべきである。



会社は税金という社会利益だけでなく、もっと積極的に社会に貢献する責任が
あるというものである。この社会貢献の大きさは付加価値によって決まる。外部か
ら買った財産にどれくらい価値を付けたかというものである。魚屋で言えば、魚を
買ってきて、「それを食べやすいように処理し、保存しやすいようにパッキングして
売る」という付加価値を付ける。これで「魚をおいしく食べたい」という社会ニーズ
を満たして貢献する。このことを全従業員に徹底する。そしてこの付加価値から税
金、そして自らの給与が払われる。付加価値が高ければ自分たちの給与が増え、
税金が増えて社会貢献が大きくなっていく。自分たちの事業によって生まれる付
加価値そのものが社会貢献である。会社がなすべきことはこれを高めていくこと
である。ライバルと価格競争をしてディスカウントすれば付加価値は下がる。それ
なら、より高付加価値の商品を売り、より大きな社会貢献をすべきである。経営者
には従業員の給与をコストダウンして、利益を上げても付加価値は変わらないこ
とを考えてほしい。従業員は付加価値を上げるため、社会貢献するために自分た
ちが仕事をやっていることを肝に命じて欲しい。
自分たちは社会のために働いている。これが従業員のプライド、インテグリティ
である。

③存在責任



そして社会貢献企業であるならば、そのファイナンスを社会に求めるべきであり、
ファイアンス先である社会へは税金の他に配当という形で貢献すべきである。
存在責任にはもう1つの意味がある。それはBCP（259ページ）である。会社が大
ピンチになって、銀行も救ってくれなかった時、最後の最後は社会が救ってくれる。
社会に必要な会社であれば、社会としてはその会社がずっと存在していないと困
る。これがゴーイングコンサーンの原点である。デフォルトした銀行もJALも東京電
力も、社会的には存在してもらわないと困る会社である。だから税金を投入してで
も救おうとした。かつて消えていった山一證券は、残念ながら社会はその存在を求
めていなかった。社会になくても困らない会社である。存在責任の原点は自社が
どれくらい社会に貢献できるかであり、経営戦略の出発点である。経営の基本は
「いかに儲けを出すか」ではなく、「いかに社会に貢献できる会社になるか」である。
この社会貢献を支えるのは従業員の能力である。魚屋で言えば「魚をさばく腕」
である。うまい“かけ声”や立派な店舗ではない。魚をさばく腕を知ってもらうために
“かけ声”があったほうがよいだけであり、その腕を生かす設備が必要なだけであ
る。従業員の代表者である経営者が第1に考えるべきは、社会貢献を担う能力を
高める人材育成である。どんなに立派な店舗、かけ声を持っていても「魚をさばく
腕」がなければ魚屋として存在する価値がない。
だから250ページで述べたようにカネの調達先である社会へ、会社のカネを人材
育成に投資していくことを伝え、その能力への期待感を社会に高めていくことが求
められる。これが経営者の最大の仕事、パブリック・リレーションズである。



３．投資戦略

ファイナンス戦略が「カネの集め方」なら、投資戦略は「カネの使い方」である。
ファイナンス戦略において大切なことは「どうやってカネを集めるか」である。「い
くら集めるか」はこの投資計画によって決定する。
ファイナンス戦略でその集めるベクトルを決めたら、経営者はファイナンススタッ
フに委任してその仕事を終える。
一方、投資とは事業戦略に基づいて「いくらカネを使うか」を決めることであり、
ここが経営の出発点と言ってもよい。
投資戦略とは、「何にいくら投資するかをどういう手続で決めるか」を決定するこ
とである。この投資戦略は事業戦略を元に作成する。事業戦略の立案について
は本書の対象外とする。ただしこの事業戦略において用いられる事業ポートフォ
リオを中心に考えることを投資戦略の前提にする。事業ポートフォリオとは自社
の事業をセグメント化してそのバランスを見ることである。このセグメントは事業
部、カンパニーなどと呼ばれるものであるが、組織的にすっきり分かれていない
ことも多い。したがって投資の結果を見るアカウンティングも完全なセグメントごと
にはなされていない。「事業部に分かれていても本社部門は別途あり共通費と
なっている」、「子会社があってそこは別途アカウンティングしている」…。
事業ポートフォリオをベースとした投資戦略は、セグメントごとに完全に別事業
としてアカウンティングする必要がある。これをセグメント・アカウンティングと言う。

３．投資戦略



まずはこのセグメント･アカウンティングの基本的なやり方について述べることとす
る。そのうえでそのセグメントごとに投資戦略を考える。投資はヒト､モノ､カネという
3つの経営資源ごとに考えていく。これは採用戦略、設備投資戦略、M&A戦略と呼
ばれる。本項ではこの順に述べていく。これが本書で既に何度も述べてきた長計
（長期経営計画）である。
そのセグメントごとの長計が株主総会で承認された後、これを遂行していく組織も
このセグメントをベクトルとし、再編成される。



（１）セグメント・アカウンティング

セグメント・アカウンティングはファイナンシャル･アカウンティングではない。マネ
ジメント･アカウンティングであり、長計などの経営計画作成のために行うものであ
る。したがってこのセグメント・アカウンティングは、過去の結果をアカウントごとに
集計するものではなく、未来のアカウンティング結果を予測するものである。ここ
では直前決算期（前期と表現する）から翌期のP/L、キャッシュフロー計算書（C/F

と表現する）、B/Sをどうやってセグメント化していくかというフローを示す。10年長
計ならば、あと9年分必要となるが、翌々期以降は「前期→翌期」と同様の手続で
進めていく。

（１）セグメント・アカウンティング



（ⅰ）前期セグメント別売上計算
前期のセグメント毎の売上はすでに計算されていることが多いが、なければまず
売上をセグメントごとに計算する。
（ⅱ）前期セグメント別売上原価・粗利計算
各セグメント別の前期の売上原価を計算する。原価の分離が難しくても「ざっと」
計算して、各セグメントの売上原価の合計が全社の売上原価額になるように調整
する。そのうえでセグメント別の売上からこれを引いて、セグメント別の粗利（売上
総利益）を出す。
（ⅲ）前期販管費分離
前期の全社P/L上の販売費・一般管理費（販管費と略す）を2つに分離する。
・直接販管費…各セグメントで発生し、他のセグメントとは関わりのない費用など、
各セグメントに単純に割り当てることができるもの。例えば各セグメントにいるセー
ルスマンの給与など。
・間接販管費…各セグメントにどう割り当ててよいかわからないもの。例えば本社
スタッフの給与など。

➀セグメント別のP/Lの作成



（ⅳ）販管費配賦
直接販管費はそのセグメントに割り当てればよいが、間接販管費は各セグメント
に配賦する必要がある。この配賦は次の2つのものを併用し、アカウントごとにど
ちらかに決める。
・粗利配賦…セグメントで生む粗利の比によって配賦するもの。各セグメントが共
同で使うと考えられるものや、会社の未来へ投資するものであり、これを粗利に応
じて負担すると考える。本社スタッフの給与、共通プロモーション費用、減価償却
費といったもの。
・人数配賦…人数を増やせば増えるような費用はセグメントの人数比で配賦する。
家賃、水道光熱費といったもの。
（ⅴ）前期セグメント別P/L

セグメント別に売上、売上原価、販管費が出たので、セグメント別に前期のP/Lを
作成する。
（ⅵ）セグメント別粗利対販管費計算
セグメントに対する業績評価基準を何にするかを決める。セグメント別営業利益
では販管費の配賦、ユニットの大きさなどから不公平感が出る。セグメントが完全
に会社として分かれている場合（持株会社のようなスタイル）以外は、粗利対販管
費（粗利／販管費）を評価基準とする。つまり配賦した販管費というカネ（経営資
源）に応じた粗利とする。ROI（リターン→粗利、投資→販管費）である。
まず全社およびセグメント別に前期の粗利対販管費を計算する。



（ⅶ）セグメント別粗利対販管費目標
翌期の全社の目標売上、目標粗利、目標販管費を計算する。この手続は限界
利益の概念を用いてなされる。これについては294ページで記述する。
全社の翌期の粗利対販管費目標を計算し、前期からの伸び率（一般に翌期の
方が大きい）を出す。セグメントごとに前期値にこの伸び率をかけて翌期の粗利
対販管費を計算し、これをセグメントの目標とする。翌期から生まれる新セグメン
ト（新規事業）がある場合は、その事業の性格から適宜「粗利対販管費目標」を設
定する。
（ⅷ）販管費配賦
全社の目標販管費を粗利配賦、人数配賦によってセグメントに配賦する。粗利
は前期のものを、人数は270ページで計算する翌期のセグメントごとの人数を
ベースにする。ただしここで「粗利対販管費の伸び率」と「販管費配賦率」を、セグ
メント長が経営者と調整してもよい（配賦率を落とすので、目標伸び率を下げ
る･･･）。
（ⅸ）翌期セグメント別目標P/L

セグメント別販管費に目標粗利対販管費を掛けて目標粗利を計算し、目標粗利
を粗利率（セグメントごとに設定）で割って目標売上を計算する。
これでセグメント別の翌期のP/Lが出る。
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（ⅰ）前期B/Sの修正
前期B/Sのうち、売上債権分を貸倒れも考慮して現預金に変わったと考えて現
預金を増加させる。あわせて流動性有価証券などすぐ現金になるものはすべて
現預金に変えておく。一方、買入債務分をすべて支払ったとして現預金を減らす。
その他微細項目はすべてカットする。
（ⅱ）配賦
資産をセグメントが個別に保有していると考えられる「直接資産」（商品在庫、セ
グメント独自の建物、機械、器具・備品など）と、セグメントが共有していると考えら
れる「間接資産」に分ける。間接資産については販管費と同様に粗利配賦（企業
体力に依存するようなもの。現預金、ソフトウェア、投資有価証券…）、人数配賦
（人数が増えると増えていくと考えられるもの。共有の建物、器具・備品…）でセグ
メントに配賦する。また負債、資本金（資本剰余金含む）については粗利配賦する。
（ⅲ）セグメント別前期B/S

「セグメント別利益剰余金＝資産－負債－資本金」で計算し、セグメント別のB/S

を作る。
（ⅳ）セグメント別投資計画
セグメントごとに設備投資計画を作成する。これについては272ページの設備投
資戦略で述べる。これによってセグメント別の投資額、減価償却費をアウトプット
する。
（ⅴ）セグメント別翌期B/Sの作成
セグメント別P/Lの利益、上記投資額をベースとして翌期のB/Sを作成する。

②セグメント別B/Sの作成



（ⅰ）セグメント別C/F

このC/Fはフリーキャッシュフロー＝営業キャッシュフロー－投資額で計算するも
のとし、財務キャッシュフローは対象外とする。
営業キャッシュフローの項目は税引後利益と減価償却費とし、税引後利益は「セ
グメント別P/Lの営業利益×（1－実効税率）」とする。投資額は主な設備の内訳を
入れておく。
（ⅱ）全社C/F

セグメント別C/Fを足し上げて、全社C/Fを作成する。ここでフリーキャッシュフ
ローがマイナスであればファイナンス手段を考える。
（ⅲ）経営計画
セグメント別P/L、B/S、C/F、およびこれを足し上げた全社アカウンティング計画
をベースとして、ファイナンス計画と経営計画を立てる。

③セグメント別C/F→経営計画
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（２）採用戦略とファイナンス

①採用人数を考える前提
採用戦略の中でファイナンスに大きく関係するのは採用人数である。長計で言え
ば向こう10年間に渡って各年度に「何人採用するか」である。
給与総額は人数×平均給与で計算するのではなく、後述するように付加価値の
一定比率（給与分配率）を給与にあてると考える。そして従業員ガバナンスの会社
の多くは、「採用して育てる」という人材戦略を採ると思う。つまりその会社の存在
責任、ミッションに合った人を育てるというものである。この時、新入社員はすぐに
付加価値向上に貢献しない。そう考えると新入社員を採用すれば、採用しない時
よりもそれ以外の人の給与は下がってしまう。給与を上げるためには「新入社員た
ちの給与＋自分たちの給与アップ分」の付加価値を向上させるしかない。そしてい
ずれ新入社員が戦力となり、自分たちとともにシナジーを生み、将来の自分たち
の給与を上げていくというものである。

（２）採用戦略とファイナンス



採用人数モデルは私の過去の著で述べてきた「付加価値分配モデル」を採用し、
セグメント別に採用人数を決め、これをもとに長計を立てる。まずは翌期（1年目）
の採用人数を考える（ここで前期を0年目とする）。
目標利益と給与分配率（293ページ参照。 から来期（1年目）の
目標付加価値（V1）を計算し、今期（0年目）の付加価値（V0）から1年間でどれく
らいの伸びとなるかを計算する そのうえで1年でどれくらいの生産性
の伸び（p1）を期待するかを考える。生産性とは「仕事の効率」を意味するもので、
ここでは「1人あたりの付加価値」と考える。この条件で以下のように採用人数を
考える。
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とおけば次のような式となる。
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③採用人数モデル



これを解くと次のようになる。

付 加 価 値 を
伸 ば す た め に
必要な人数
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1年目の
採用人数
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同様に2年目、3年目…と長計期間中の採用人数を計画する。先ほどのセグメン
ト・アカウンティングで各年度の利益から付加価値を計算すれば、上記式で採用
人数は計算できる。各年の給与総額を全従業員数（前年従業員数＋採用数－
定年退職数）で割って、1人あたり給与額を算出する。この数値を見ながら採用
人数、長計の利益との調整を行う。



（３）設備投資戦略とファインナンス

設備投資戦略は事業戦略の中核と言えるものであるが、ここではその投資額の
部分だけを述べる。
①現状の把握
まずは次の3つの値をセグメント別に計算しておく。
・設備額
現在の手持ちの設備額をとらえる。セグメント別B/Sの「有形固有資産+無形固
定資産」から事業に使用していない資産を控除しておく。
・減価償却費
セグメント別のC/Fより設備資産に対する減価償却費をとらえる。
・平均耐用年数
上記の設備額を減価償却費で割って、セグメント別の平均耐用年数を求める。
②セグメント別投資額
設備投資を次の3つに分けて考える。
・既存設備の維持額
既存設備をその耐用年数を迎えた時点で取り替えると考える。一般的には個々
の設備を考えるのではなく、毎期均等額の取り替えが発生し、上記減価償却費分
だけ投資していくと考える。すなわち当期の投資額＝前期の減価償却費となる。

（３）設備投資戦略とファイナンス



・安定セグメントの新規設備投資額
セグメントをポートフォリオでいう安定（伸びが止まった）と成長（伸びている、こ
れから伸びる）に分ける。安定セグメントについては個別に見積もってもよいが
（技術進歩によるコストダウンなど）、長計など設備投資計画段階ではこの安定セ
グメントから「ヒトを減らしていく分」だけ投資すると考える。一般に安定セグメント
では生産性向上を図るために機械などの設備を導入してヒトを減らし、成長セグメ
ントへヒトを移していく戦略を採ることが多い（この人数は長計で計画しておく）。こ
の新規事業へシフトするヒトの分だけ設備投資すると考える。1人当たりの金額を
決め（例えば「ざっと1000万円」）、これにシフト人数と平均耐用年数をかけて投資
額を決定し、ヒトをシフトしていく時点に投資額を計画しておく。さらに平均耐用年
数の終了時に同金額を投資額に入れる。
・成長セグメントへの投資額
成長セグメントは逆に働くヒトを増加させていく。成長セグメントへの設備投資は
このセグメントで働く人の人数（これも長計で計画されている）をベースとする。各
年の増加人数に当該セグメントの「1人あたりの設備投資額」をかけて計算する。
全くの新規事業セグメントでは他社データ、自社の類似事業よりこれを見積もる。
また平均耐用年数が経過した時点で同額を投資額に入れておく。



（４）M&A戦略とファイナンス

M＆A戦略にファイナンス理論が用いられるのは、M&Aの可否、M&Aによる影
響を考える時である。前者はキャッシュフローで、後者はP/L、B/Sからの見方であ
る。
①M&Aの可否

M&Aとは他社株を取得し、その会社を自社（合併）、自社グループ（買収）にす
るものである。連結決算で考えればこの2つはほぼ同様のものである。（買収は
100％子会社でなければ若干違うが、ここでは100％子会社での買収を考える。）

X社がA社を友好的買収をするケースで考えてみよう。M&A金額は「1株あたり
の買収価格×発行済株数」で計算できる。M&Aでは仲介機関（銀行、証券会社、
コンサルティング会社など）を使うのが一般的である。この仲介機関が買い手（自
社）と売り手（相手先の会社とその株主）の間に入ってその金額を決定する。
しかしX社は「1円でも安く」、A社側は「1円でも高く」が基本であり、妥当な線が
よくわからない。しかし仲介業者は何とかうまくまとめたい一心であり、かつA社の
方がその会社に関する情報を多く持っている。まさに情報の非対象性である。
そのためX社としては一定の判断基準を持っておくべきである。この構造は設備
投資の回収と同じである。すなわち買収価格分の投資額（マイナスの投資キャッ
シュフロー）をキャッシュアウトして、M&Aによるフリーキャッシュフローの増加で回
収するというものである。ここでのフリーキャッシュフローは「営業キャッシュフロー
－その後のA社への投資額」で計算する。

（４）M&A戦略とファイナンス



ただ営業キャッシュフローにおいてはシナジーが考えられる。これは買収したA社
と一緒に事業をやることで、X社の営業キャッシュフローが増加するというものであ
る。魚屋会社が肉屋会社を買収すれば、魚屋の営業キャッシュフローも増えるとい
うものである。ただ多くの場合、このM&Aの可否段階では考慮しない。M&Aが終
わってから、相手先の状況をじっくり見て、場合によっては少し一緒にやってみて
わかるという方が一般的である。少し厳しく査定する意味でもA社だけのフリー
キャッシュフローを考える方がノーマルであろう。
回収モデルとして仲介業者が一般に用いているのは204ページで述べたDCFの
無限モデルだと思う。すなわち定常的なフリーキャッシュフローとWACCから企業
価値を算定するものである。しかしこれでは無限回収となってしまう。しかもWACC

が占めるウエイトが大きすぎ（WACCが違うと価格が大きく異なる）、これによって
数字が動きすぎる。
そうなるとNPV法かIRR法であるが、経営者の判断としてはIRR法が妥当である。
すなわち回収期間を決め（5年が妥当だと思う）、A社の5年間のフリーキャッシュフ
ロー、および5年後の純資産を予測してIRRを計算してみる。例えば買収額100億
円、5年間のフリーキャッシュフローが15億円、5年後の純資産を60億円と見積る
なら、エクセルに次のようにセットしてIRRを計算する。

（－100、15、15、15、15、75）

M&A額 各年のﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ 5年後のﾌﾘｰｷｬｯｼｭﾌﾛｰ＋純資産額



やってみると8％である。感覚的にはIRRは年の利回りであり、この場合8％の利回
りになる。
ここでハードルレートをセットしておき、これをIRRと比較する。このハードルレート
と比較して、この8％が大きい時はGOの判断をする。
こうなるとハードルレートをいくつに設定するかである。これはM&A資金をどう
やってファイナンスするかにかかっている。
考えられるものは3つある。1つはエクイティファイナンス、つまり自社を増資してカ
ネを得る方法である。典型的なものが88ページで述べた株式交換である。この場
合は208ページで述べたβ値を用いたX社（買収する側）の資本コストが妥当であろ
う。つまりエクイティファイナンスで得たカネのコストをIRRが上回っているということ
である。

2つ目はデットファイナンスである。つまり借入金によるものであるが、典型的なも
のがLBO（Leveraged Buy Out）である。LBOとは買収先を担保として（買収先の
会社の資産やFCF）借入れるものである。「全額をLBOで」というのが2000年代初
期にホリエモンが取った手法であり（バブルのように会社が膨らんでいくのでITバ
ブルと言われた）、これによってIT会社を次々と買収した。そしてバブルははじけた。



一般の会社で買収額全額を借入金というのは考えづらい。ただ一部のカネをこ
れで調達することはめずらしくない。この場合、本来は借入金の利率がハードル
レートと言えるが、買収会社のデフォルトリスクをプレミアムとして上乗せすべきで
あろう。そうなるとこのプレミアムリスクが難しいが、エクイティを加味してWACCが
5％あたりが妥当な線であろう（5%、10%あたりだが、現在の利率では10%では
大きすぎる）。

3つ目は内部ファイナンスである。近年のキャッシュリッチの成熟企業はほとんど
がこれである。この場合は自社が目標とする営業利益率あたりが適当な数字とい
える。
これら3つのファイナンスを組み合わせて行うのであれば、そのWACCでハード
ルレートを出しておくことである。実際にこのハードルレートを設定している企業の
数字を見ると（事業セグメント別に設定している所が多いが）、4～10％がほとん
どである。
まあこれまでにならって、先ほど述べたように区切りのよい所で5％とするのも1

つの手である。



（ⅰ）B/S

M&Aはキャッシュフローで可否判断するのが基本であるが、B/S、P/Lへの影響
も考える必要がある。B/S、P/Lはこれまで述べたようにキャッシュフローとは異なり、
アカウンティングルールの影響を強く受ける。

X社がA社を100億円の手持ちの現金で、100％買収した場合で考えてみよう。
ここでM&A対象のA社のB/Sで純資産が60億円であったとする。X社から見ると
帳簿上はA社の純資産60億円（資産から負債を引いた正味財産）を買っているこ
とになる。しかし実際の買収価格は100億円である。そこでX社はA社の60億円と
いう正味財産に加え、40億円の「目に見えない財産＝のれん」を買ったと考える。
つまり「買収価格－買収先の純資産」がのれんとしてB/Sの無形固定資産に計上
される。そしてこれがマイナスの時は「負ののれん」（固定負債に計上）として計上
される。

②M&Aの影響



（ⅱ）P/L

こののれんという固定資産を減価償却するかどうかである。現在（2014年）の日
本の会計基準ではこれを「20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等に償
却」（つまり定額法）しなくてはならない（タックス･アカウンティングは60ヶ月＝5年
で均等償却）。そしてこの償却費分利益が落ちることになる。しかしこの償却費は
「現金支出を伴わない費用」であり、キャッシュフローには影響がない。
一方、IFRS（と言うよりもアメリカを含めほとんどの国の会計基準）ではのれん
の償却を認めていない。つまり償却費は発生しない。その代わり214ページで述
べた減損を求めている。のれんの価値が下がったら、その分の価値を下げて費
用を出すことである。IFRSはこののれんの簿価の算出にDCFを用いており、のれ
んによって増える営業キャッシュフローが明らかに算出時より下がった時は、その
分減損処理をする。

M&AによるB/S、P/Lの影響は、アカウンティングルールで変わるものであり、経
営者としてはその結果を理解できれば（上で述べた）OKである。そしてM&Aの可
否はキャッシュフローで考える。



PART２ ファイナンスノウハウ
第２章 マネジメントに活かす

・・・第２章 マネジメントに活かす



マネジメントは部門、チームごとにマネジャーによってなされる。アカウンティング、
投資を含めたファイナンスは主に経営者の仕事であり、戦略以降はすべてが経
営スタッフに権限委譲される。本章ではカネに関する経営スタッフのあり方、およ
びこの経営スタッフと現場マネジメントのインターフェース部分について述べていく
こととする。後者のインターフェース部門はカネそのもののマネジメント（設備マネ
ジメント、キャッシュマネジメント）、ヒトに関するマネジメント（給与マネジメント、予
算マネジメント、人事評価マネジメント）、マネジメントコントロールの3つである。



1.カネに関する経営スタッフ

このカネに関するスタッフは、直接的にその仕事を担当する経理部、財務部な
どとよばれるチームの他、カネの目標設定を担う経営企画部、社長室、カネの情
報に関する部分は情報システム部も携わる。さらにはファイナンスにおける金融
業（銀行、証券会社）、アカウンティングにおける監査法人などのサポートを受け
て行われる。しかしサポートと言っても実際はアウトソーシングに近いものであり
「外にお任せ」で「運用のみをやる」というスタイルが一般的である。そのため経
営スタッフからみてもブラックボックス部分が多い。
ここではカネに関するスタッフを集約し（名前は経理部あたりが妥当かもしれな
い。以降はこう表現する）、そのうえでこれを次の3つのセンターに機能分化する。
各センターは主体的にオペレーションするものとし、外部からはアドバイスだけ
を受けるようにもっていく。主体的にやることが無理な場合は、そのプロフェッ
ショナルを外部に置くのではなく、中途採用によりセンター内に置くようにする。

１．カネに関する経営スタッフ



（１）ファイナンスセンター

ファイナンスを担当するチームである。ファイナンスという仕事を「資金需要」と
「資金確保」から考える。「資金需要」とは先記したような「経営が行う投資計画とい
う仕事」をサポートし、各期ごとのカネの需要を予測していくセクションである。
「資金確保」とはこの資金需要をどういう形でファイナンスしていくかを決定する。
つまりファイナンス戦略に基づいてファイナンスを計画、実行していくことである。

（１）ファインナンスセンター



（２）アカウンティングセンター

ここはアカウンティングを行うチームである。アカウンティングはMUSTと
WANTに分かれる。
・MUST

タックス･アカウンティング、ファイナンシャル･アカウンティングという法に基づく
アカウンティングを行う。ここには2つのテーマがある。
１つはアカウンティングを、ITを使って早く（＝安く）正確に、かつレポートをより
わかりやすいものとしていくことである。
もう1つはマネジメントコントロールの立案、監査を行うことであり、アカウンティ
ングのもう1つの側面である。これについては312ページで述べることとする。
・WANT

会社が独自のスタイルで行うマネジメント･アカウンティングであり、2つに分か
れる。1つは経営をサポートするアカウンティングである。例えば配当や採用人数
を出すための付加価値アカウンティング、セグメント・アカウンティングや後で述
べるマーケティングのためのアカウンティングである。もう1つはマネジメントをサ
ポートするものであり、本章で述べるキャッシュマネジメント、予算マネジメント、
人事評価マネジメントのサポートといったものである。

（２）アカウンティングセンター



（３）シミュレーションセンター

ファイナンス、アカウンティング以外で、カネを中心とした数字に関するさまざまな
支援を行うスタッフを、シミュレーションセンターとして経理部に集約する。シミュレー
ションセンターは次のような機能を持つ。
・予測機能
販売計画、生産計画、仕入計画、在庫計画、さらには将来の売上・利益の予測、

戦略の遂行（270ページの採用人数もこの1つ）や変更による利益変化など、会社
のさまざまな計画（＝未来予測）において必要とされるノウハウをここに集める。
・数量化機能
従業員の能力など、さまざまな局面で「定性情報を数字に変える」（＝数量化）と

いう仕事がある。数量化はカネに関わらず顧客満足度、人事評価などさまざまな局
面で必要となる。現代の経営、マネジメントでは大切なポイントである。そのため数
量化に関するノウハウをこのセンターに集約する。
・分析機能
現代企業においては、カネを中心としたデータをデータマイニング、仮説検定、

相関分析、実験計画法などさまざまな手法で分析することが求められる。この分析
をサポートする機能である。上の予測機能、数量化機能が確立した手法でITを使っ
て行い、その結果を組織として共有化しようとするものに対し、これは「高度化」の
意味を持っており、特にマーケティングでその力を発揮する。
経理部のイメージは以下のとおりである。

（３）シミュレーションセンター
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数量化

分析
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２．カネに関するマネジメント

ファイナンスと現場のマネジメントの接点は2つある。１つは内部ファイナンス、
すなわち営業キャッシュフローをマネジメントすることである。これを設備から生ま
れるものと考え、その生み具合をマネジメントしていく。もう1つは企業間信用とい
うファイナンスであり、これをキャッシュマネジメントと言う。

２．カネに関するマネジメント



（１）設備マネジメント

設備（減価償却資産）は前述のとおり営業キャッシュフロー（利益＋減価償却
費）の分だけ回収される。その回収具合を見るものとして、次のような
（Operation cash flow On Depreciable assets：営業キャッシュフロー対減価償
却資産）という指標を考える。

上の簿価）設備額（

フロー当期の営業キャッシュ

B/S
O2D＝

どの単位に設備を考えるか（各設備をどうやってグルーピングするか）であるが、
もっとも大きい単位は264ページのセグメントである。B/Sの総資産に占める設備
額が小さい会社（設備をあまり使わず、労働集約型の経営）はそれでOKだが、
大型設備を使う会社ではこれをさらにサブセグメント化する。このサブセグメント
は設備の分類をするだけでなく、その単位に分けてアカウンティングを行う。例え
ば食品メーカーで加工食品事業部、飲料事業部、健康食品事業部、海外事業部
と分けていき、この加工食品事業部を××ブランド事業、○○ブランド事業･･･と
いった形でライフサイクルの異なる事業（成長、成熟）をサブセグメント分けして、
この単位に設備をグルーピングし、利益、キャッシュフロー計算を行う。共有して
いる設備があれば268ページで述べた要領で配賦を行う。

はこのセグメント（サブセグメント）ごとに次の2つの観点でマネジメントする。

O2D

O2D

（１）設備マネジメント



以下のように と設備額の経年変化を見ることで、現在の「投資の状態」をマ
ネジメントする。
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O2D

設備額

・ が上昇
ここで設備額も上昇していれば、それを上回る営業キャッシュフローを得ている

ことになり、まさにレバレッジ状態である。さらに新規設備への投資も検討の余地
があるセグメントである。
設備額がスライドしているのであれば、減価償却費分だけ設備投資（設備補充
と言った方がよい）をして、設備効率を上げている状態と言える。
設備額が下降トレンドであれば設備投資を控え、既存設備を回収中である。コス
トダウンによって利益を絞り出している感があり、設備の陳腐化、外注圧迫（外注
へオペレーションをシフトしてコストダウンする）などしていないかをチェックする必
要がある。

O2D

O2D

➀経年変化



・ がスライド
営業キャッシュフローにあわせて設備投資をしているセグメントである。目標予
算を達成し「コントロールがよく効いている状態」のことが多い。余力を残している
場合もあり、まだ営業キャッシュフローを生む基を持っているとも考えられる。
・ が下降
この部分が マネジメントのポイントである。これについてはサブセグメントを
さらに細分化して（分類できなければ配賦して）個々の設備ごとに状況を見ていく。
ここで設備額がスライド、上昇している時は要注意である。「設備額と営業キャッ
シュフローのバランスが崩れている状態」であり、P/L上の利益がかなり厳しいは
ずである。そしてこの厳しさの原因の多くは他社との競争によりカネをつぎ込んで
（設備投資して）ライバルに勝とうとしていることにある。この戦争投資がプロモー
ションコストであればその期間にすべて出るが、設備投資は耐用期間内に費用が
分かれるため、セグメント長などがあまりカネを使っている感覚がない。これを立
て直すには外科手術（工場や店舗の閉鎖、支店・営業所の統廃合）が必要となる。
設備額が下降している時は「徐々に体力が落ちている時」であり、要注意のシグ
ナルである。“つっこむ”（設備投資を進める）、“撤退”の分岐点に来ていると考え
る。

O2D

O2D

O2D



に関しては、ベンチマーク指標（比較する相手）が求められる。 に関す
る外部情報は一般的には業界平均値などが公表されていない。そこでセグメント
ごとに同タイプのライバル会社（上場会社）を選び、その有価証券報告書から推
定するしかない。設備額は有報の「設備の状況」からセグメント化し、営業キャッ
シュフローはC/Fを「事業の内容のセグメント情報」からセグメント化する。
そのうえでベンチマーク指標との大小関係を比較する。

ダイナミックに他社設備などを獲得すべし小小

ピンチ。ライバルに狙われる大小

レバレッジ効果、設備投資のチャンス小大

売上が小なら逆転のチャンス

売上が大なら規模の利益
大大

状況設備額O2D

ダイナミックに他社設備などを獲得すべし小小

ピンチ。ライバルに狙われる大小

レバレッジ効果、設備投資のチャンス小大

売上が小なら逆転のチャンス

売上が大なら規模の利益
大大

状況設備額O2D

O2D O2D

②ベンチマーク指標との比較



そのセグメントがベンチマーク指標に比べて、ともに「大」の時は売上を見る。これ
も「大」なら規模の利益が働いている時であり、まさに順調である。売上が「小」なら
これから逆転が期待でき、攻めるタイミングと言える。

が「大」で設備額が「小」の時はレバレッジ効果が期待される状態にあり、積
極的な設備投資を行うチャンスである。

が「小」で設備額が「大」の時はレバレッジの逆であり、ライバルが力を付け
ていることが予想され、ライバルに狙い撃ちされるリスクがある。
ともに「小」の時はともに「大」の時の反対でM&A、アライアンスなどによって、すぐ
に営業キャッシュフローを生む他社の設備を獲得でもしない限り、撤退を考えていく
べきセグメントである。

O2D

O2D



（２）キャッシュマネジメント

現金に関するマネジメントがキャッシュマネジメントであり、従来は資金繰りと呼
ばれていた。ここでポイントとなるのは57ページで述べた運転資本であり、次の3

つのことがマネジメントテーマとなる。
1つは運転資本の“ブレなき確保”である。これがブレて運転資本がショートする
と他のファイナンスに影響を与える。

2つ目はデフォルト兆候の早期発見である。ビジネスにおいて「利益」ばかり見て
いると、カネがショートしてしまうことがある。「勘定あって銭足らず」である。天下の
JALでさえ瞬間的にこの状態に陥ってしまいデフォルトした。この「カネが瞬間的に
ショートしてしまうシグナル」を早く見つけることである。

3つ目は後述するマネジメントコントロールである。従業員はカネについて不正を
行えば、必ずと言ってよいほどここに異常値が出る。
この3つのテーマについて、次の2つの観点から考えていく。

（２）キャッシュマネジメント



まずは運転資本を時間でとらえるものである。
買掛でモノを仕入れて、在庫し、売掛でモノを売っている会社で考えてみよう。
ここは54ページで述べたように「売れてから払う」としたい所だが、いつ売れるか
はわからないし、商品を在庫するので、買掛の支払期間と売掛金の受取期間を契
約上で一致させても、在庫、売上状況で運転資本は大きく変化する。
これをキャッシュアウト（出ていく）、キャッシュイン（入ってくる）の2つの側面から
見ていく。

買う カネを払う

出金リードタイム

在庫
在庫期間

売れる
入金リードタイム

カネをもらう

CCC

〔キャッシュアウト〕

時間

〔キャッシュイン〕

上図の在庫期間が長ければ、カネを払うタイミングの方がもらうタイミングより早く
なる。この“ズレ”の期間をCCC（Cash Conversion Cycle：現金化日数）と呼ぶ。

CCCがプラスであればこの期間に仕入債務分のカネが必要である。これが運転
資本である。マイナスであればこの期間だけカネが滞留する。これが企業間信用
である。
キャッシュマネジメントではCCCを何とか小さくし、できればゼロ、そしてマイナス
に持っていけないかを考える。CCCの計算はセグメントごとにやるのが望ましい。

CCCは次のような回転日数を使うことが一般的である。

➀トキから見る



365÷年間仕入高

平均仕入債務

365÷年間仕入高

平均棚卸資産高

365÷年間売上高

平均売上債権

・出金リードタイム＝

・在庫期間＝

・入金リードタイム＝

＝「売れてから何日でカネが入るか」（売上債権回転日数）

＝「買ってから平均して何日で払うか」（仕入債務回転日数）

＝「仕入れから何日で売れるか」（棚卸資産回転日数）



例えば平均して30億円の売上債権があり、年間売上高が365億円の時で考えて
みる。1日の売上は1億円である。この1日分の売上が30日分たまると30億円の売
上債権になる。これ以上増えないということは、そこから1億円ずつ入金されると考
えられる。つまり30億円が入金されるには30日かかる。
出金リードタイム、在庫期間も同様である。ここでCCCは次のようになる
CCC=売上債権回転日数＋棚卸資産回転日数－仕入債務回転日数
ここで売上債権回転日数、仕入債務回転日数は顧客、取引先との商慣習をベー
スとした交渉である。仕入債務回転日数であれば、仕入先は短く（早くカネが欲し
い）、自社は長く（後で払いたい）であり、トレードオフの関係となっている。ここで仕
入先との力関係でこれを長くすると、仕入先の資金繰りを悪化させてしまう。これ
が常時取引であれば、下請代金支払遅延等防止法という法律に反することも考え
られる。この法律は発注、購買する側が明らかに優越的な地位となっている時、そ
の支払を遅延することを禁止する法律である。したがって仕入債務回転日数を短く
できるとしてもやるべきではなく、商慣習に則った透明化された条件で支払を行う
べきである。



もう1つは売上債権回転日数を短くすることである。つまり顧客との取引条件を変
えて代金支払を早くしてもらうことである。これも長い目で見れば、自分にハッピー
があっても相手にハッピーがないことを強要するのは好ましくない。さらには後で述
べるように不正の温床ともなる。
そうなるとやるべきことは2つである。1つは棚卸資産回転日数を短くすることであ
る。つまり「早く売る」ことである。売れるものだけを在庫とすることが基本であり、
138ページのカンバン、JTTの考え方である。
もう1つは異常値チェックである。そしてこの異常値を排除するためにCCCの改善
を図る。これは次のように仕入債務、売上債権の日ごとの動き（ブレ＝標準偏差）を
見るのが妥当である（標準偏差はエクセルで計算できる）。
・仕入債務がブレている
まず考えられるのは売れ行きにブレが大きく、これに合わせて買っている場合で
ある。しかしこの場合は在庫が削減され、棚卸資産回転日数が短くなりCCCが小さ
くなるはずである。CCCが大きいのであれば、逆に売上、在庫の状況とは関係なく
仕入がなされていることが考えられる。この時は在庫を売上に同期させることであ
り、先ほどのカンバン、JTTである。



もう1つ考えられるのはこの仕入業務が現場に任されていた時であり、「カネが足
りないため取引先に少し待ってもらう」というケースである。つまり支払いに融通が
きく状況となっている時であり、「不正リスク」（仕入先との癒着）がある。マネジメン
トコントロール上、仕入業務と支払業務を分離する必要がある。
・売上債権がブレている
売上の標準偏差も大きければ当然この結果となる。しかし売上の標準偏差に比

べて、売上債権の標準偏差が大きい時は、回収業務がずさんなことが予想される。
これもやはり回収業務を販売業務から切り離す（支店から経理部へ移すなど）こと
が求められる。もう1つはやはり不正リスクである。これは先ほどの顧客との癒着よ
りも、無理な売上（「押し込み」と呼ばれる。本来の売上基準を満たしていないのに
マネジャーが売上を立ててしまう）である。つまり売上計上の監査の必要がある。
特に期末に売上債権が大きく上昇している時は要チェックである。
また売上債権が月々増える場合は不良債権（貸倒れ）を抱えているケースも考え
られる。
整理すると以下のようになる。



CCCが大きくプラスor増加 仕入債務のブレ大

売上債権のブレ大

仕入業務のチェック

不正チェック

回収業務の分離

売上計上の監査

不良債権のチェック



運転資本を「仕入債務と売上債権の差」として、この金額分ファイナンスをしてい
ると考える。つまりネットの企業間信用である。これをCTF（Credit Transaction 

Finance ）と言う。
CTF=仕入債務額－売上債権額

このCTFはマイナスの方がノーマル（仕入金額より売上金額の方が大きい）と言
えるが、プラスとなる時もある。
例えば小売業などで売上は現金決済、仕入れは買掛という時は、CCCがマイナ
スとなってCTFがプラスとなることも多い。しかしこういうケースでは資金繰りが難
しく、現金残高がどうしても多くなり、ロスが出ることも多い。例えば入金リードタイ
ムが1ヶ月、出金リードタイムが3ヶ月だと、3ヶ月先の支払金額はわかっても、2ヵ
月後の実際の売上を見ないと3ヵ月後の入金がわからない。したがってどうしても
現金に余裕を持ってビジネスを行うことになる。それは売上見込が大きく狂ってし
まうとデフォルトするからである。小売業が倒産する典型的なパターンである。

②キャッシュフローから見る



またこのプラスのCTFは主に給与などの現金払いのカネに回っていると考えられ
る。したがって売上変動、売上債権の回収の変更（取引先が変わり、回収条件が
変わった）などが直接的に資金繰りに影響を与えることもある。
一方、CTFがマイナスの会社では、売上が増大すると売上債権の増加によって
短期的には資金繰りを悪化させる。特に労働集約型で給与支払（現金で払う）のウ
エイトが高い会社（工事会社など）は、売上の急拡大でデフォルトすることもある。
次に、CTFがマイナスでもプラスでも、セグメント別のネットキャッシュフローをとら
えておく必要がある。ここでのネットキャッシュフローは投資キャッシュフローという
経営の意思決定をしたものを除いて考える。つまり営業キャッシュフローと財務
キャッシュフロー（CTFがこれにあたる）の和である。これを月別に見ていくのが
NPM（Net cash flow Per Month）である。



NPM=月あたり営業キャッシュフロー＋ 仕入債務回転日数
÷30

月あたりの財務
キャッシュフロー

イム（単位月）平均仕入債務リードタ

（月ごとの平均値）平均CTF

これを毎月、セグメントごとに管理していくのがキャッシュフローマネジメントの
基本である。



３．ヒトに関するマネジメント （１）給与マネジメン
ト

①給与分配率
ヒトに関するマネジメントをカネから見ると、最大のポイントは給与総額の決定で
ある。これは付加価値分配をベースとする。
ここで給与の支払原資を何とするかである。245ページの粗付加価値には減価
償却費が入っているが、この分配を従業員が受けるというのはつじつまが合わな
い。投資による減価償却費は従業員（経営者も含まれる）が稼いだカネとは考えら
れない。したがってこれを除いた分＝「給与＋利益」をその原資と考える。これを粗
付加価値に対して純付加価値と言う。この純付加価値を従業員と会社で分け合う。
給与は稼ぎの分け前なので、稼いだ結果がわかってからではもめるので、仕事
をやる前にその比率を決めておく。これを給与分配率＊（sで表す）として一定にして
おく。

３．ヒトに関するマネジメント

（１）給与マネジメント



給与以外の費用

給与

利益
純付加価値

従業員にキャッシュアウト

会社に残す

売上高

＊ 一般には労働分配率（labor’s share）と言い、この場合は「人件費／付加価値」と表現する。これはまさに資本
主義の世界の話であり、資本家から見れば給与ではなく労働人件費（労働力に払うカネ）であり、これにどれくらい
分配するかというものである（もともとはラッカーが言い出したのでラッカープランと言う）。本書の立場では人件費
でなく給与であり、給与分配率（salary’s share）と呼ぶ。



給与＋利益

給与
＝

純付加価値

給与

ｓ

ｓ

−1

純付加価値の一定比率を給与に分配すると、どういうことが起こるだろうか。こ
こで純付加価値は「給与＋利益」であった。

＝s(一定）

つまり「給与を純付加価値の一定比率とする」ということは「給与と利益を比例さ
せる」のと同じである（これで利益も純付加価値の一定比率となる）。
こう考えれば、「利益」という計算値が従業員が働くうえでの目標となる。つまり「
給与を上げるために利益を上げる努力をする」ということである。会社全体として
してはこの利益を上げるために営業キャッシュフローを上げ、フリーキャッシュフロ
ーを高め、企業価値、株価を上げるというストーリーである。
従業員から見れば、自分たちが稼いだカネを「個人」（給与）と「共同使用分」（利
益）に分け、共同使用分から「カネの使用料」（配当）、「社会インフラの使用料」（
税金）を支払い、残り（内部留保）を次の仕事に使っていくというものである。ここ
から先の個人への給与の分配については308ページからの人事評価マネジメント
で述べることとする。

給与＝利益×

これを給与について解くと次のようになる

②給与と利益



（２）予算マネジメント

①予算とは
予算（budget）とは「予め計算する」という意味であり、会社では将来のカネを予
測するものを総称している。会社における予算は「目標」（将来のカネ）を中心とした
さまざまなカネを予測しておいて、その結果（実算という）と比較して差異のリカバ
リーを考えるというものである。まさにマネジメントの原理･原則であるPDCAを実施
するツールである。すなわち予算（PLAN、売上なら売上目標）を立て、実算を出し
（DO、実際の売上）、差異分析（CHECK、実算が予算に行かなかったのはなぜ
か）を行って、その差異をどうやってリカバリーする（ACTION、どうやってその不足
分を取り返すか）というものである。
多くの会社で予算システムを取り入れながら、うまく使っている所はほとんどない。
私も100社以上のクライアント企業と接してきたが、予算でPDCAをうまく回している
会社に出会ったことはない。ほとんどの会社は予算による目標は予測値ではない。
厳しい会社ではノルマ（ノーマルが語源であり、もともとは標準という意味であった）
であり、マネジャーはインチキしてでも達成しようとする。売上予算なら売上計上を
ごまかしてでも（押し込み）達成しようとする。こうなると予算は予測ではなく、必達
のノルマであり、気の弱いマネジャーは心の病になってしまう（外から見ると「たか
が目標でそんなに悩まないで、結果は結果で甘んじて受け入れればよいのに。目
標は未達でも命までは取られず、少しボーナスが減って、場合によってはマネ
ジャーでなくなるだけのこと」と思ってしまうが）。

（２）予算マネジメント



緩い会社は単なる努力目標であり、予算は期初に立て、期中は忘れ、期末に思
い出して、達成したら大声でどんなにがんばったかを主張し、未達の時はその言
い訳をして「自分のせいではない」と言い張る。
こんなことなら予算なんてやらない方がましだと思う。
マネジャーが予算マネジメントをうまくできないのは「部下のモチベーションを上
げられない。だから目標を達成できない」というマネジメント能力ではなく、単なる
知識不足である。ほとんどのマネジャーは予算立案のプロセスを知らない。知って
いるのは予算という結果、目標だけであり、空から降ってきたもの、経営者が気分
で決めたものと誤解している。
ここではまず予算という仕組の概念、作成ステップから話を進めよう。



（ⅰ）限界とは
予算マネジメントが理解できないのは「限界」という概念を理解していないから
である。
「限界」とは19世紀に経済学者のジェボンズ、メンガー、ワルラスという3人の学
者がほぼ同時に言い出したものであり（この3人は当時は評価されず、あまり有
名ではない）、後にこれをマーシャルという経済学の大家が「経済学原理」として
まとめたものである。
限界とは数学を経済学に取り入れたものであり、これが経済学を数学モデルと
して仕上げていく出発点となった。この数学モデルである経済学が経営学を生ん
だ。本書で述べた証券市場理論、株価理論といったものもすべて数学がバック
ボーンである。しかし日本では経済学は文系学問であり、学者さえも何とか数学
をわからないままで、これを理解しようとする。そのため数学が算数となり、公式
だけが一人歩きする。だから公式を知っていても、誰もその意味を説明すること
ができない。経営者、マネジャーもこの公式を学ぼうとするが意味がわからず、
結局仕事には使えない。

②限界利益



かつて拙著に書いたことだが「限界利益って知っていますか」とビジネスマンに聞
くと、管理職に付いていない一般ビジネスマンは10人が10人とも「聞いたことがな
い」と答える。一方、管理職に聞くと半数は「聞いたことがあるがわからない」と答
え、半数は「損益分岐点かなんかの話だよね」（不正解！）と答える。
これからわかることは、多くの一流企業では管理職になる前かなった直後に、管
理職教育として「限界利益」を教える。しかし教える方が理解していないので、教
わった方は何のことかわからず、半分は忘れ、半分は誤解してしまう。これが予算
マネジメントをめちゃくちゃにしてしまった最大の原因である。
「限界」とは英語のmarginalという形容詞の訳で、リミット（limit）とは違う。リミットと
は「限界の点」であり、上限、下限の意味である。このエレベータに乗ることができ
るのはリミット200kgという意味である。一方、マージナルという「限界」は「ふちの、
端の」という意味で、そこから転じて「もうこれ以上小さくならない」という意味を持っ
ている。
経済学におけるは「限界」は「2つの変数がある時、片方の変数が1単位（これ以
上小さくならない最小単位）増えることで片方の変数が変化する量」という意味で
ある。これを数学では微分係数と言う（興味のある人は拙著「微分･積分を知らず
に経営を語るな：PHP新書」を読んでほしい）。したがって限界利益とは「あるもの
が1単位増えると、それにしたがって増える利益」のことである。



しかし限界利益は大きく歪められてしまう。経済学が経営学を生み、経営学の一
部として会計学が生まれる。ここで限界利益は微分という数学から、公式という算
数に変わる。会計学の世界に原価管理という分野があり、その中の1つに直接原
価計算というものがある。これは136ページのような原価計算をファイナンシャル･
アカウンティングとして行うのではなく、マネジメント･アカウンティングとしてコストダ
ウンを考えるための原価計算である。ファイナンシャル･アカウンティングでの製造
原価の問題点は、現場でコントロールすることのできない配賦費用（建物の減価
償却費など）が原価に大きな影響を与えることである。そのためコストダウンのた
めの指標としてはふさわしくない。そこで費用を変動費（直接原価）と固定費（間接
原価）に分け、現場マネジメントでは直接原価を中心に考えることとした。ここでは
変動費を「売上に比例するもの」と考え、「売上－変動費」という利益を考え、これ
を限界利益と呼んだ。なぜ呼んだかはよくわからないが、明らかに誤りである。こ
れは原語では「contribution margin」であり、「貢献差益」（まともな本には貢献利
益と書いてある）と訳すのが妥当である。
この貢献差益が固定費と一致する所では収支がトントンになる。これがよく言われ
る損益分岐点であり、この時の売上が損益分岐点売上高である。



（ⅱ）限界利益の予算システムへの適用
限界利益は予算の目標設定のタイミングで使われる。128ページのいわし専門
店の例で考えてみよう。
この店では80円でいわしを仕入れ、100円で売っている。いわしを現在まで100

匹売っていて、今お客様が来てさらに1匹（先ほどの限界利益の定義の1単位）売
ると、売上（収益）が100円増える。これを限界収益という。そして同様に80円とい
う売上原価（費用）が発生する（計上する）。これが限界費用である。そして1匹（1
単位）売れたことで20円の利益が出る。これが限界利益（限界収益－限界費用）
である。
この魚屋は月にどうしても40万円の経費（先ほどの固定費。何もしなくても出て
行く費用のこと。多くの会社で販売費･一般管理費のほとんどがこれにあたる）が
かかる。月にいわしを何匹売れば収支トントン（利益がゼロ。これが損益分岐点）
となるか。1匹売ると20円の利益が出るので40万円÷20＝2万匹である。しかしこ
れでは魚屋の主人の手元にカネが残らない。せめて10万円の利益を出したいと
思っている。あと何匹いわしを売ればよいか。「10万円÷20円＝5千匹」をさらに
売り、トータル2万5千匹であれば利益が10万円出る。



これは何をやっているのかと言うと、「利益10万円」という目標を「いわし2万5千
匹」という目標に変えている。利益10万円という目標は「魚を売る現場」の目標に
フィットしない。毎日毎日売るたびに利益を計算することなどできない（水道光熱費
などは月に1回払うのでリアルタイムに計算できない）。月の途中でどれくらい目標
に近づいたかもわからない。しかし目標25,000匹として、今20,000匹売れたのな
ら「目標達成率は80％」（20000÷25000）とその進捗がわかる。
しかし世の中に“いわし”しか売っていない魚屋はありえない。販売価格の違う鯛
やはまちも売っていたら、限界利益がバラバラで目標数値がうまく出ない。
そこで限界の定義にある“1単位”を“1円”として、「1円売上が増えたらいくら利益
が増えるのか」を考える。これを限界利益率と言う。いわしで考えれば100円の売
上で20円の利益が出るので、1円売上が増えると0.2円利益が増える。つまり限界
利益率は0.2円である。鯛もはまちも同じ限界利益率にすれば目標設定ができる。
はまちを1匹800円で仕入れるなら1000円、鯛を1匹2000円で仕入れるなら2500

円と販売価格を決めればOKである。受注ビジネスのように1件1件販売価格を見
積るケースでは原価を計算し、これに一定の利益率をかけて販売価格を決めれば
OKである。
先ほどの魚屋で考えれば、「月の経費が40万円、目標利益が10万円」であるか
ら、「40万円÷0.2＝200万円」の魚を売って損益分岐点、ここからさらに10万円
÷0.2＝50万円を売り、合計で250万円の売上となれば、利益が10万円となる。
これは次のように目標利益（10万円）を、目標売上（250万円）に変えていること
になる。



（目標利益＋経費）÷限界利益率＝目標売上

こうすれば経営が株主と約束する“目標利益”（これに経営者が意思決定した投
資による減価償却費を足せば“目標営業キャッシュフロー”）を現場でコントロール
しやすい“目標売上”へと変えることができる。目標250万円で200万円の売上なら
80％の達成率である。
しかし同じ会社で限界利益率の全く異なる商品を扱っている時はどうしたらよいの
だろうか。例えば、魚屋で鮮魚とともに包丁を売っていた場合である。毎日売れる
鮮魚と、めったに売れない高級な包丁を同じマージン率というわけには行かない。
この時は鮮魚事業部と包丁事業部を作り、このセグメントごとに目標を出す。265

ページのセグメント・アカウンティングである。つまり各セグメントに目標利益、経費
を配賦し、それぞれの限界利益率を使って目標売上を計算する。



この限界利益の考え方を用いて、会社の予算は作られていく。このステップは
大きく4つのドメインから成る。売上を販売部門の目標としているメーカーを例に
説明する。
（ⅰ）目標設定
・目標利益の設定
長計などを基に、経営者が株主などの外部ステークホルダーとの合意を得るた
めの「当該予算期間（3ヶ月、半年、1年など）の目標利益」を設定する。
・経費見積
各部門が当期に発生する経費を見積り、これを積み上げる。
・限界利益率の設定
生産部門（サービス業ならオペレーション部門、流通業なら仕入部門、工事業
なら現場部門）がセグメントごとの期間内原価を見積り、そのうえで販売価格ライ
ン（前期より販売価格を上げるのか、下げるのか）の調整を行い、限界利益率を
設定する。
・目標売上の設定
「（目標利益＋経費）÷限界利益率」で会社全体としての目標売上を計算する。

③予算作成のステップ



･目標売上の配賦
目標売上を販売部門（売上を発生させる部門）の各チームに配賦する。したがっ
てこのチームごとに売上は計算されていく。このように売上などの業績を集計して
いく単位のことをアカウントという。108ページのアカウントと同じで、集計単位のこ
とである。このアカウントの責任者（支店長、営業所長、営業第一課長･･･）のこと
をアカウントマネジャーと言う。
目標売上のアカウントへの配賦には2つの基準がある。１つはそのアカウントに
配賦された経営資源（ヒト、モノ、カネ）に応じて行うものであり、これが第1原則で
ある。つまり多くのカネ、ヒトなどが配賦されるアカウントに高い目標が配賦される。
逆から見れば、高い目標が見込まれる所に多くのヒト、カネが配賦される。これに
よってアカウントへカネ（先ほどの見積もった経費）が配賦され、チームの人数も決
定する。ヒトをベースとして配賦すると、各アカウントの1人あたりの売上は同じに
なる。このことをパーヘッド配賦という。
このパーヘッドでは今は売上が小さくても（目標は低くても）経営としては戦略的
に資源をつぎ込みたいアカウントにヒト、カネが配賦されない。そこで各アカウント
が持っているパイ（潜在的な商品需要）の大きさを考慮するのが第2の配賦基準で
ある。地域別のアカウント（支店）であれば担当地域の人口（人口が多ければパイ
も大きい）、法人顧客別のアカウントであれば、担当顧客企業の売上の大きさと
いったものを考慮して売上を配賦するものである



（ⅱ）売上予測
しかしこのままでは、アカウント側から見ると「天から降ってきたような目標」と

なってしまう。
一方で販売部門の各アカウントチームが売上の予測を行う。一般的にはそのアカ
ウントのメンバー（セールスマンなど）が商品別、顧客別、月別などの単位に、過去
の需要、来期の環境などを考えて、自らの担当部分の売上を予測し、アカウントマ
ネジャーがこれをとりまとめる。この時、限界利益率（販売価格ライン、原価）や経
費は経営者側（そのスタッフとしての経理部）からアカウントマネジャーに提示され
る数字を前提として予測する。
この各アカウントが予測した額を積み上げ、会社全体の売上予測を出す。
（ⅲ）予算調整
多くの場合、「目標売上＞売上予測」である。これがイコールとなるように経営者

およびそのスタッフとしての経理部（目標利益の責任者）、販売部門のアカウントマ
ネジャー（売上の責任者）さらには生産部門（オペレーション部門、仕入部門、現場
部門など。原価の責任者）、各部門のマネジャー（経費の責任者）が調整を行う。
予算調整はマネジャー、特にアカウントマネジャーにとってもっとも大切な仕事で

ある。この予算調整にはCVP分析という手法が用いられる（これは次項で述べる）。



予算調整には2つの仕事があり、ここでの中心人物は現場と経営サイドの中間に
立つ売上のアカウントマネジャーである。

1つはアカウントマネジャーとメンバーとの調整である。ここで用いられるのが目標
管理（MBO：Management By Objectives and self－control）であり、自分の目標
を自分で立て自分でコントロールしていくというものである。つまりメンバーが自分
の目標（予算では売上予測）を立て、マネジャーと話し合っていく中で、その修正
（調整）に合意し、これを目標管理シートに記入するというものである。目標管理の
ねらいは各メンバーに「がんばれば何とか自分の目標が達成できる」という期待感
を持たせることである。こうして「天から降りてきたノルマ」というイメージを払拭する。
もう1つは経営サイドとアカウントマネジャーの調整である。これが多くの場合アカ
ウントマネジャーのストレスとなる。ここで大事なことは「予測していること」を忘れな
いことである。
予測とは“ある数字”（前期の売上）を“ある条件”（マーケットの状況、販売価
格･･･）で加工して、“未来の数字”（目標売上）を出すことである。ここで大切なこと
は、“未来の数字”よりも“条件”に経営サイドと合意することである。こうすれば目
標は“ノルマ”ではなく「この条件を満たせばこの数字になるはず」という経営サイド
との“合意”となる。無論、この条件が実際と違っていれば未来の結果（実算と言う）
は異なる。ここで経営サイド、アカウントマネジャーは、予算（PLAN)と実算（DO)で
の条件の違い（マーケットの状況など）を話し合い(CHECK）、これを翌期の「条件」
に生かすことである（ACTION)。つまりマネジメントの基本中の基本、PDCAを実践
することである。



予測などそう簡単に当たるものではない。特に外部要因の大きい売上などは当た
る方が不思議なくらいである。アカウントマネジャーは目標を達成しないからと言っ
て、自らを攻めたり、ましてやメンバーを叱ったりしてはいけない。そんなことをしても
何の幸せもない。
（ⅳ）予算確定
「目標売上＝予測売上」となったら予算は確定する。その結果として売上予算、原
価予算、経費予算がアウトプットされ、それが各部門、各チームの目標予算となる。
販売部門の各アカウントが約束した販売価格とプロモーション経費予算の下で目
標売上を達成し、生産部門（オペレーション部門、仕入部門、現場部門･･･）が原価
予算内で生産（オペレーション、購買、工事、･･･）し、各部門が経費を予算内にコント
ロールすることで、会社としての目標利益が達成される。逆に言えば、達成されなけ
ればこの中のどこか（売上、販売価格、原価、経費、･･･）に差異があったことになる。
この差異をCHECK、ACTIONし、次の目標を作っていくのが予算というシステムで
ある。予算は明日を予測するもので、昨日を反省し、責任者を見つけるゲームでは
ない。



これをフローで表すと下図のようになる。
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上記の予算調整（条件調整）に使われるものがCVP(Cost-Volume-Profit）分析
である。これは条件によってP/Lを変化させるものである。
まず目標利益の設定プロセスで出された販売価格ライン、原価、経費を用いて
売上線、費用線を引く（もちろんエクセルを使って）。次に現場で予測売上を出す。
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上
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④CVP分析



ここで横軸には原単位を使うのがノーマルである。原単位とは296ページの限
界利益の定義にある「1単位」のことである。原単位数としては販売数量（いくつ売
れるか）がもっとも直感的なものであり、受注型企業なら受注件数となる。売上を
予測する基となるものである。
もちろん企業はさまざまな商品を売っているので、直前期のアカウンティング
データから次のような形で原単位数を計算していく。

平均商品単価

売上高
原単位数＝

平均販売価格、平均受注金額…

ここでは単純な例として、128ページのいわし専門の魚屋の1ヶ月間の計画を考
える。この魚屋はいわしを1匹80円で仕入れて100円で販売し（原単位数は何匹
売れるかという販売数）、1ヶ月の経費（固定費）として40万円かかる。
売上は原点から100円の傾きを持つ直線となる。費用は縦軸の40万円（経費＝
販売費･一般管理費：販管費と略す）の所から80円の傾き（1匹売ると80円の原
価費用が発生）を持つ直線となる（図は関係がわかりやすいように座標の目盛は
無視している）。
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図1



ここで現場の予測売上が22,000匹とする。限界利益が20円（1匹売ると20円利
益が増える）なので、20円×2.2万匹－40万円＝4万円の利益（売上線と費用線
の差）となる。
図1の2.2万匹のところの縦の点線は、この時の予測P/Lを表わしている。
ここで経営サイドの利益目標が10万円だとすれば「（10万円＋40万円）÷20円
＝2.5万匹」が必要となる。ここで「ガンバレ」と言って、現場の目標を25,000匹とし
たのでは予算の意味がない。
このグラフは販売価格、原価、経費…を条件として、それに基づいて売上と費用
という2つの直線を引き、かつその条件のもとで売上予測を行い、予測P/Lを作っ
ている。売上予測を変えるには条件（販売価格、原価、経費…）を変えるしかない。
条件を変えることで、売上、費用の直線を変え、予測売上を再度行い、それによっ
て予測利益を変化させ、納得のいく予測P/Lを作っていくしかない。見方を変えると、
販売価格、原価、経費を意思決定するために“利益の出方”を見ているとも言える。
このようなやり方を一般に意思決定シミュレーションと呼んでいる。
例えば販売価格を下げたケース（10％ダウンして90円で売る）を考えてみる。こ
れによって売上直線の傾きは90円となり図2のように下がる。この時どのくらいの
販売数に変化があるのかを考える。ここは販売部門のアカウントマネジャーの意
見が大切なものとなる。



ここで「2.4万匹までアップする」となった。
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しかしこれでは図2のように16万円の赤字となってしまう。逆に販売価格を上げ
てみても利益が出ない。
そこで販売価格は100円に据え置きとして、プロモーションに力を入れると考える
（プロモーション費用を10万円上乗せ）。図1から費用線は上へ10万円だけ平行
移動する。ここでの予測売上は2.9万匹となった。そうなると利益は図3のように8

万円になる。

図2
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さらに他の魚屋と共同仕入することで、仕入価格のコストダウンが1匹あたり1円
図れたとする。費用線は傾きが79円となり図4のように下がる。
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予測利益は10.9万円となり目標利益に達する。ここでこの販売価格、原価、経
費を意思決定する。
牛丼業界の値下げ競争、マクドナルドの値下げなどがよくニュースとなるが、
これをCVP分析で考えてみると何をしようとしているかがよくわかる。

図4



（３）人事評価マネジメント

給与マネジメントで述べたような形で、給与総額は設計される。しかしこれを各
人に給与として再分配しなくてはならない。ここに人事評価が求められることにな
る。
①給与システムの変革
従来、日本的株式会社は年功序列であり、原則として働いた累積期間に応じて
昇格し（給与レベルが上がる）、そして昇進（役職も上がる）していった。しかしバブ
ル崩壊後、売上の伸びが止まり、新卒採用を抑える中で、従業員の平均年齢（上
記労働累積期間）は上がり、給与はどんどん上がっていった。そして団塊の世代
が退職を迎える2000年代後半になって退職金、年金が大きなテーマとなった。会
社として社会としてこれを支払う力がなく、定年を実質的に延長（再雇用）せざるを
得なくなった。
こうした中で従来の給与システムの矛盾が露呈され、会社によってはリストラ
（中高年の早期退職）といった形でその決着を付け、年功序列から少しずつ成果
主義（業績に応じて給与を払う）へとシフトしていった。しかしその設計が甘く、給
与バランスが悪いため、売上のちょっとした変動で利益が乱高下してしまうように
なった。
経営者はこれを株主、投資家に指摘され（さらには利益の急激なダウンでクビを
差し出す経営者も現れ）、給与のさらなる大改革をせざるを得なくなる。

（３）人事評価マネジメント



この時、多くの企業は293ページで述べた給与システム（給与分配率を一定にす
る）を取らざるを得ないと考える。しかしここでの給与システムの最大の問題点は
「利益と給与が比例する」という本質的な所にある。利益が2倍になれば給与総額
は2倍になるが、逆に利益が半分になると給与総額も半分になってしまう。ただ純
付加価値の一定比率を給与にしていれば、これほど大きく利益は動くことはない。
純付加価値に占める給与の割合は極めて大きい。しかし業績によって給与が動く
ことも事実である。
これを全従業員に適用するわけにはいかない。新人も経営者も同じように業績連
動させるわけにはいかない。そう考えれば組織の下位層は業績にあまり反応しな
いようにし、上位層に行くほど反応を大きくしていくのが当然である。特に非管理職
層（プレイヤーと表現する）は労働法で規制され、かつ労働組合などとの給与調整
が必須であり、ダイナミックに変革することは難しい。
したがってマネジャー、経営者の層は大きく業績連動させるしかない。しかし中間
のマネジャー層は一般に家計の資金需要が高い40代～50代前半で、住宅ローン、
子育て、教育費を抱えている。この人たちは従来型の給与システム（年々アップ）で
生活設計を立てているので、大きく給与システムを変更すると生活を破綻させてし
まうリスクがある。



しかしこれをやらないで利益が大赤字となってしまうと、この中間管理職という高
所得者層をリストラせざるを得なくなる。
結論としてはゆっくりと、そして業績の良い時にこの給与分配システムの変革を
進めていくしかない。この給与システムの変革は、すなわち人事評価システムの変
革となる。この給与システムの変革下における人事評価は、給与分配を公平にや
るためのツールとしての位置づけがさらに強くなる。ここではその基本的方向を述
べておく。



②プレイヤーの給与・人事評価システム

まずは組織の中でマジョリティを占めるプレイヤーについて考える。給与は組織
メンバー各人への純付加価値の分配であるので、どんな価値に対して分配する
かを決めていく。その対象は大きく次の4つが考えられる。



（ⅰ）時間給
「働いた時間」という価値に対して分配されるものである。非管理職にはこれが
法的に求められる。すなわち「所定の労働時間を決め、それを超えた分は一定の
ルールで残業代を支払う」というものである。これまでの中心となっていたもので
あるが、給与システムの変更では、この時間給のウエイトを下げていくことになる。
（ⅱ）年功給
今期の業績（付加価値）は今期の労働だけでなく、過去の労働からも生まれたも
のである。先人たちの作ったブランド、ビジネスモデル、ノウハウ、得意客などが
今期の業績を生んだと考えられる。だから過去の累績の労働時間に給与が分配
されるのは当然である。また過去の会社が生んだ付加価値の一部を給与として
分配せず、組織に内部留保して明日のために使っている。この内部ファイナンス
は過去の労働の成果であり、これに対してリターンをする必要がある。
これが「年功給＝長く働いた人ほど給与が高い」という理論的バックボーンであ
る。
この年功給は継続していくのが原則である。一般に年功給はすぐに分配せず、
その多くは退職金として分配している（退職金は累積労働期間がベース）。これを
ある時点で打ち切ってしまうのはあまりにも不公平と言える。したがって、年功給
＝退職金（それ以外の年功給は基本的に排除し）と考え、この部分はできるだけ
いじらないのが基本となる。



（ⅲ）業績給
給与総額が純付加価値の一定比率で決まるのだから、利益（純付加価値の一
定比率）という業績にどれくらい貢献したかを各人の分配に考慮するのは当然で
ある。これが業績給である。
しかし会社の業績はアカウンティングルールによって計算されるが、プレイヤー
各人の業績を機械的に算出するのは極めて難しい。ここに各人の業績評価として
の人事評価が求められる。そのベースとなるのが前述した予算システムと目標管
理である。各個人が組織（上司）と合意した目標を設定し、その目標が達成されれ
ば約束した給与が分配されるというものである。業績評価は目標設定と目標達成
度評価の2つから成る。ただ前述の通りプレイヤーはこの部分のウエイトはあまり
高くせず、賞与という形で分配するのが普通である。
（ⅳ）能力給
この3つの給与だけでは、プレイヤーに2つの問題が生まれる。1つは時間給であ
る。これでは同じ仕事を2時間かけてやる人の方が、1時間でやってしまう人の2倍
（残業代は割増されるので2倍以上）もらえることになってしまう。ここに能力給の
原点がある。「早く仕事を終えることができる人＝能力の高い人」に多くの給与を
分配するということである。



2つ目の問題は業績給である。個人の貢献度（目標達成）に対して給与が払われ
ることがわかると、どうしても無理をしてでも目標達成をねらってしまう。組織全体と
して長期的には業績を下げることであっても、個人としての短期的な目標を追いか
けてしまう。この問題をカバーするのも能力給である。長期的な業績を上げる基を
個人の能力と考え、この能力自体にも給与を分配しようとするものである。
具体的にはプレイヤーの基本給（賞与、手当などを除いたいわゆる月給）を「賃
率（時給）×時間（所定労働時間＋残業時間）」として、その賃率を能力によって変
えるものである。賃率は能力ランキング（1級、2級、･･･）によって決める。
ここに能力評価という人事評価が必要となる。能力評価は、上司のマネジメント
の下で能力を上げるための具体的な施策を自らが設定し、その成果をどう測るか
を決めて、これを目標としていくものであり、目標管理の一環として行われる。



マネジャーの給与分配システムはゆっくりと業績（純付加価値、利益）に連動さ
せていく。つまり業績給をベースとする。しかしこれだけとしてしまうと、プレイヤー
よりもさらに予算達成で無理をしてしまう。そこでマネジャーにも能力給を導入す
る。マネジメント能力に対して給与を支払うことである。ここにも能力ランキングと
目標管理が用いられる。

③マネジャーの給与、人事評価システム



④経営者の給与、人事システム

こうなると経営者の給与は引き算となる。給与分配率によって設計された給与総
額から、給与システムと人事評価によって計算されたプレイヤー、マネジャーの全
員の給与を引いて求める。これをあらかじめランキングされた分配率（社長、専務、
常務、･･･）で各人へ分配する。会社の業績だけが給与を決定する要因である。
プレイヤー、マネジャーの業績連動が小さいことを考えると、経営者の人数は現
状よりも多く必要となる。これが執行役員である。すなわち執行役員は経営者と言
うよりも、231ページで述べたように「会社の業績に給与が連動する人」と定義され
る。



これに基づいて作られる給与分配モデルは次のようなものである。
・給与分配率を株主、労働組合など外部ステークホルダーと経営者が合意し、「純
付加価値×給与分配率」で給与総額（S）を決める。当期の予測純付加価値で当
期の給与総額を決定するが、人事評価については前期の結果を用いる。
・時間給総額（T）、年功給総額（Y）を計算
・能力給総額（A）を前期の能力評価で計算
・業績給総額（PS）をPS=S－T－Y－Aで計算する
・プレイヤー、マネジャーの業績給（PP、PM）を前期の業績評価に基づいて計算
する
・経営者の業績給（PE）をPE＝PS－PM－PPで計算し、これを経営者各自へ一
定のルール（事前に分配ルールを決めておく）で分配する。

⑤給与モデル



（４）マネジメントコントロール

①コントロールの概念
もうすでに使ってしまった言葉であるが、ここでコントロールについてしっかり定
義しておく。

controlはアメリカで生まれた概念である。日本語では統制と訳される。しかし一
般に使われる「統制」とこのcontrolはややニュアンスが異なる。統制には「一定の
計画や方針に従って指導・制限する」という意味があり、「自分の考えた方向に動
かす」というニュアンスで使われる。ここで言うcontrolは「組織の益を守るために、
“やらなくてはらない”、“やってはいけない”という手続きやルールを作り、守らせ
ること」という意味である。そのため通常はこれを訳さず「コントロール」として使っ
ている。
コントロールする対象はリスク（未来のトラブル）である。そのリスクの中で最も大
切なものが過失、不正によるトラブルである。
コントロールには「する側」と「される側」がある。この「する側」が、組織外部にあ
るものを外部コントロール、内部にあるものを内部コントロールと言う。

（４）マネジメントコントロール



会社の外部コントロールにおいては、会社外部の株主や社会が「する側」であり、
会社（と言うよりも経営者を中心とした従業員）が「される側」である。この外部コン
トロールは会社法、金商法、労働法、独禁法といった社会ルールによるものが中
心であり、ソーシャルコントロールと呼ばれる。カネの面では複式簿記が典型的な
ソーシャルコントロールである。148ページで述べたように2つのデータを同時に起
こすことが過失、不正というリスクの発生を抑えている。
一方、内部コントロールとは「する側」が組織内部にあるものを言う。「する側」は
経営者、「される側」はマネジャー、従業員というものが基本的構造である。151

ページで述べた「金商法の内部統制」（J－SOX法）は、上場会社に内部コント
ロールをすることを求めるものである。少しややこしいが、「金商法という外部コン
トロールによって、内部コントロールを実施させ、その状況を報告させるもの」が内
部統制である。本書では内部コントロールのうち、マネジメントシステムという仕組
を通して行うものをマネジメントコントロールと言う。



マネジメントコントロールはさまざまな領域がある。その代表が「カネ」と「情報セ
キュリティ」（377ページで述べる）である。ここではカネに関するマネジメントコント
ロールについて述べる。
カネに関するマネジメントコントロールの最大のリスクは不正であり、不正者にカ
ネによる益を生むものである。つまり不正によって従業員が金銭的な益を得るもの
である。会社のカネの着服、不正アカウンティングによる目標達成で給与を得
る･･･といったものである。
このマネジメントコントロールの設計指標は2つある。正当性と準拠性である。正
当性はマネジメントコントロールのルールの妥当性であり、この場合はカネの不正
を発見できるルールをいかにして作るかということである。準拠性とはいかにルー
ル遵守を担保するか（≒ルール違反を見つけるか）というものである。

②カネにおけるマネジメントコントロールの設計



（ⅰ）正当性の設計
ここには3つのコントロールが使われる。
・簿記データの完全性
会社内のカネに関するデータは複式簿記によってコンピュータへ入力される。
つまり同時に2つのデータを起こさせる。したがって不正を行うには2つのデータ
を同時にいじらなくてはならなくなる。ここでのコントロールの基本は、151ページ
で触れたように「同時に発生する2つのデータを同じチーム、同じタイミングで行
わないこと」にある。
ここでは2つのアカウントがポイントとなる。
1つ目のアカウントは、利益という業績（これによって各人の給与というカネが決
まる）を決定する要因となる「売上」である。売上は実体のないものであり、まさに
“いじりやすいデータ”である。一般にこれと同時に「売掛金」が発生するが、この
「売掛金」で売上データの正当性を担保する。つまり151ページで述べたように売
上データは販売部門で入力し、売掛金データは本社スタッフ部門で入力する。
もう1つのアカウントは「現金・預金」である。特に「現金」の相手先が「費用」（こ
れも「売上」同様に実体がなく、「利益」に影響する）にあたる場合である。ここでも
やはりこの2つのデータをできるだけ離しておく。「現金・預金」の相手データが
「旅費」であれば現金管理部門（現金データファイルのある本社部門）と旅費部門
（旅費の払い出しを行う支店スタッフ）は必ず分けておく。



・決裁
簿記データには入力者とともに「決裁者」という概念を作る。そのうえでデータ発
生元、入力者と決裁者を物理的に離しておく。
重要アカウントの「売上」で言えば、売上データの入力者は支店のセールスマン
とせず、支店内の事務スタッフとする。事務スタッフの決裁者（上司）は、支店長で
はなく本社のスタッフ部門のマネジャーとして、スタッフは支店へ出向という形とす
る。さらにはこの事務スタッフを事務サービス会社としてスピンアウトし、隔離して
しまうことも多い。
もう１つの「現金」という重要アカウントはどうしても経理部内でクローズしてしま
う。それでも、例えばデータ入力はファイナンスセンター、入出金の決裁はアカウ
ンティングセンターで行うといった形で離しておく。
・エビデンス
マネジメントコントロールの世界では証跡、証憑といった言葉をよく使うが、本書
ではここで定義をはっきりするためエビデンス（evidence、証拠という意味）という
言葉を使う。エビデンスとは簿記データの正当性を示す証拠となるものである。
売上データのエビデンスとしては受領書（顧客が確かに受け取ったという印、サ
インのある自社伝票）、請求書控（請求書はこちらが出したものであり、相手側に
ある）、契約書、さらには実物の商品（在庫、顧客へ渡した商品なら写真）といった
ものである。つまり売上データについて、その売上金額、売上時期の妥当性を証
明するもの（＝エビデンス）を考えて、そのエビデンスをどこにどのように保管する
か（ファイル、スキャン、写真）といったルールを決める。預金であれば銀行の通帳
（電子データ）がエビデンスである。



ここでもデータとエビデンスの隔離がその原則といえる。
（ⅱ）準拠性の設計
この基本は監査である。すなわち、データ、エビデンスを抜き打ちでチェックするこ
とである。そのために内部監査専門のセクションを作る。
内部監査のポイントは次の3つである。
（a）アカウンティングの弱点部分を知る
不正が起こりやすい所を認識し、そこを重点的に監査する。例えば次のようにす
る。
・現金・預金
上記したように現金・預金データの履歴、エビデンスとしての銀行通帳データ（で
きるだけ現金を持たないで支払いは振込とする）の履歴をチェックする。
・特定相手先に対する入出金
仕入先、顧客といった形で常時取引している所は不正が起きやすい。そういう意
味でも定期的にマネジャーを変えていくことが必要である。特に下請会社などを現
場（支店、営業所など）が直接管理している時は危険である。
・売上計上
売上のタイミングをいじっていないかを見る。これは290ページの売上債権の変
化、ブレ（期末への偏り）によって発見可能と言える。
・在庫
棚卸で計算する在庫高をいじると利益に影響を与える。特に在庫の実物エビデン
ス（商品･･･）などと仕入データ、売上データが近い時は要注意。



・予算目標達成
毎期100％ぴったりの予算目標達成という場合は要注意。費用もそうだが特に
売上が危険。
・遠隔地
データ発生部門と監査部門が地理的に離れている時は危険。地方営業所、地
方の工場、さらには海外法人。特に海外法人はソーシャルコントロール違反が
致命傷になるので内部監査で一早く発見する。
（b）教育
「不正をやってはいけない」という教育をしても効果はない。不正の多くは「不正
と知っていて」やっている。売上計上で言えば「それはインチキだ」と知っていて
もついやってしまう。ここでの教育の基本は「やれば必ず見つかる」ことを教える
ことにある。特にカネに関しては「絶対に見つかる」と感じさせる。そのために上
記のように「データは二重チェックしており、かつエビデンスでもチェックしている。
もし見つからないようにするためには、これらを全部矛盾なくインチキしなくては
ならない。」ということを教える。場合によっては研修などのディスカッションで「具
体的に不正がどうすればできるかを考えさせ、それをどうやって見つけるか」を
話し合わせる。



（c）懲罰
もし不正をやれば重い罰を受けるというルールを作る。特にカネに関してはど

んなケースでも入力者だけでなく上司、決裁者も重い罰を受けるようにする。性悪
説などと言っている場合ではなく、組織を守るために厳しい罰則にしてこれを従業
員に伝える。マネジメントコントロール違反の多くはソーシャルコントロールを犯し
ている。不正売上（売上の前倒し）なら、それで利益が出ていれば粉飾決済であり、
赤字ならば脱税である。ともにやれば経営者は厳しい罰を受ける。そしてこれは
会社にとっても大きなダメージである。
下請からのキックバック（自社に多く請求させて、その分を自社にバック）でも、そ
のカネを会社のために使っていれば会社が脱税（そのカネを所得として申告して
いるはずはない）であり、従業員のポケットに入れていれば背任、横領である。
もし不正者が出れば、ルールどおり懲戒免職にする。会社のためにやったので

「情状酌量の余地がある」などと言うと「会社ぐるみ」と社会から批判される。不正
をやっていないまじめな従業員までダメージを受けてしまう。
「厳しいルールを作り、公開し、万一起きたらルール通り厳罰にする」これがマ

ネジメントコントロールの原理･原則である。



（d）内部通告
マネジメントコントロール違反の多くはマネジャーが関与している。そして部下の
プレイヤーが知っていることも多く、それを誰にも言わない。この情報を何としても
キャッチできるようにする。それが目安箱である。無記名でも記名でもOKとし、そ
の内部通告者は絶対に不利益を受けないようにする。「ガセネタがあるのでは」と
思うかもしれないが、当然のことであるがガセネタばかりのはずはない。ガセネタ
は調べれば真偽がわかる。1つでも本当の情報があればその効果は大きい。そし
てこの「目安箱がある」ということがマネジメントコントロールとなる。



PART２ ファイナンスノウハウ
第3章 マーケティングに活かす

・・・第３章 マーケティングに活かす



１.ファインナンシャル・マーケティング （１）ファイ
ナンスとマーケティング１．ファイナンシャル・マーケティング

ドラッカーは「企業の仕事はマーケティングとイノベーションしかない」と書いてい
る。マーケティングは事業をオペレーションしていくものであり、イノベーションはそ
れを変えていくことである。
マーケティングは「企業の目的」と言ってよいものである。顧客を中心に自社の
マーケットを見つめ、そのマーケット、と言うよりも社会のために自社がどのような
仕事をオペレーションしていくか（何を売るのか、いくらで売るのか、どうやって売
るのか、そのために何を買うのか、作るのか…）を考えていく。“モノが売れない現
代”においては、会社のすべての人がマーケティングをベースとして仕事を進めて
いく。組織が営業部、資材部、生産部、経営計画部、人事部と分かれていても、そ
の目的は1つである。「我社は社会のために何ができるか」というマーケティングで
ある。そう考えると、組織の中にマーケティング本部というペンタゴン組織が作ら
れ、この本部の指揮の下、組織は一体化していく。
こうしてほとんどの会社はマーケティングカンパニーへと変身していく。顧客へ直
に接する流通業、サービス業は無論の事、顧客から遠いメーカーもソリューション
ベンダー（モノを作るのではなく、モノによって顧客の問題解決をする）となり、さら
に遠い下請メーカーでさえSCM＊という枠組みの中でマーケティングカンパニーの
中へ組み込まれていく。これが現代のマーケティングである。詳細は拙著「マーケ
ティング・イノベーション」（産業能率大学出版部）を読んでほしい。

（１）ファインナンスとマーケティング



しかしこのマーケティングカンパニーの中で分離している機能、組織がある。ファ
イナンスとそれに伴うアカウンティングである。
マーケティング本部にはあらゆる部門のエリートが集まっている。現場で顧客や流
通に接していた人であり、資材部で取引先と交渉していた人であり、経営企画部で
予算をマネジメントしていた人であり、人事部でセールスマン教育をしていた人であ
り･･･。しかしそこにはファイナンス、アカウンティングのプロはいない。ファイナンス、
アカウンティングは遠く離れた財務部でやり、さらにはその後ろに外部サポーター
（銀行、証券会社、監査法人、M&Aコンサルタント、･･･）というプロがいる。彼らは
不思議なファイナンス用語で話す。一方、マーケティングのために一体化した他の
部門はマーケティング用語（顧客を「お客様」、流通を「お取引先」…）で言葉の統一
を図る。しかしファイナンスサイドはマーケティング用語を理解できず、マーケティン
グサイドはファイナンス用語を理解できない。前者のファイナンスサイドの人には拙
著「マーケティング・イノベーション」を読んで欲しいと思う。後者の課題を解決する
ものが本書であり、ここまででその目的をほぼ達成した。後は組織内でのインテグ
レーション（統合）、と言うよりもファイナンスとマーケティングの一体化である。マー
ケティングという「仕事統合」の最後の1つとしてファイナンスを加えることである。こ
れをファイナンシャル・マーケティングと呼ぶ。



マーケティングは企業としての本来の仕事であり、本書で考えるべきものではな
いが、本章でそのヒントとなるものを提供する。
拙著「マーケティング・イノベーション」で、私はマーケティングをマーケットビュー
（マーケットの見方）、マーケティングフロー（フローで考えるマーケティング戦略）、
マーケティングストック（他社事例のケーススタディ）の3つの領域に分けた。
本章ではファイナンシャル・マーケティング（のヒント）について、マーケットビューと
具体的な戦略イメージ（マーケティング戦略＋ケーススタディ＝マーケティングフ
ロー＋マーケティングストック）を述べていくこととする。

＊サプライ・チェーン・マネジメントの略。従来の取引関係を強化し、顧客へサプライ（供給）するチェーン組織としていく
もの。日本的に言えば流通系列（53ページ参照）。



（２）ファイナンシャル・マーケットビュー

①これまでのマーケットビュー
（ⅰ）トラディショナル・マーケットビュー
これまでさまざまな学者や企業がさまざまなマーケットビューを提示してきた。
マーケティングの歴史はマーケットビューの歴史と言ってもよいもので、これを前
著「マーケティング・イノベーション」ではトラディショナル・マーケットビューと名付
けて3つのセグメントに分けた。1つはマーケットを「企業が戦略を実行する場」と
するもので、マーケティングと経営を結びつけたものである。アンゾフ（商品と市場
をクロスさせたアンゾフモデルが有名）、コトラー（マーケティングを戦略として体
系化）、ドラッカー（経営とマーケティングを結び付け、さまざまな格言を考えた）と
いう超有名人を生んだ。

2つ目がマーケットを「ライバルと戦う場」と見るものである。マーケティングの前
史としての経済学、そこから生まれたゲームの理論、戦争理論が重なり合い、こ
れをポーターが構造化した。

3つ目はマーケットを「商品と買い手の出会いの場」として見るものである。ここ
に商圏理論、消費者購買行動分析、VMS（Vertical Marketing System：マーケッ
トの上流が下流を支配していく）といったものが生まれ、最終的には前述のSCM

を生んだ

（２）ファイナンシャル・マーケットビュー



（ⅱ）ライフサイクルビュー
私は「マーケティング・イノベーション」で「ライフサイクルビュー」というマーケット

ビューを提示した。これはマーケティング戦略を立てる前提としてマーケットの年齢
をとらえるというものである。その主旨は次のようなものである。
「マーケットとは、“売り手”と“買い手”がいて、その間を“商品”が流れていく場を

言う。マーケットにはもう1つ“流通”という要素がある。流通はマーケットが成熟して
くると生まれるもので、売り手と買い手の間に存在して、買い手に代わって商品を
購入する企業である。マーケットではこの4つの要素（商品、売り手、買い手、流通）
のパワーバランスが時とともに変化していく。
これによってマーケットの年齢（成熟度）を見る。一般にマーケットは商品ガバナン
スマーケット（商品がマーケットの中心）として誕生し、売り手ガバナンスマーケット
（売り手同士の戦争の時代）→流通ガバナンスマーケット（流通が登場し、売り手を
支配していく）→買い手ガバナンスマーケット（マーケットの中心が買い手＝顧客と
なり、すべての目がここにフォーカスされる）と変化していく。そして代替商品の登場
でマーケットは死を迎える。



（ⅰ）FVCとは
本書ではバリューチェーン＊1をベースとした新しいマーケットビューを提示する。
マーケットのストック（マーケットに存在しているもの）の要素を2つに分ける。「顧
客」と「バリューチェーン」である。この2つのストックの中を「付加価値」と「カネ」とい
う2つのフロー要素が流れていくと考える。顧客を「付加価値を受け、その対価とし
てカネを払う主体」、バリューチェーンを「付加価値を形成し、これを顧客へ提供し、
その対価としてカネを受ける主体」と定義する。こう定義されたバリューチェーンを
従来のもの（付加価値、カネではなく、商品を中心に考えていた）と区別する意味
でFVC（Financial Value Chain）と呼ぶことにする。

FVCは一般に複数のメンバーから構成される。例えば消費財では53ページの
メーカー→卸→小売であり、自動車では下請会社（部品を作る）→組立会社（部品
から自動車を組立てる）→販売会社（自動車を売る）であり、建設工事ではサブコ
ン＊2→ゼネコン＊2→オーナー＊2である。ここで左側（顧客から遠いメンバー）を上流、
右側（顧客に近いメンバー）を下流と言う。消費財では卸から見てメーカーが上流、
小売が下流である。

②FVC



FVCでは同一の目的を持ったメンバーが集まってコラボレーションすると考える。
その目的は「同一の顧客に対し、協力して付加価値を提供すること」である。

FVCのメンバーはリーダーとフォロワーに分かれる。リーダーはFVCを設計し、
フォロワーとしてのメンバーを募る。

＊1 バリューチェーン（Value Chain）はポーターが「競争優位の戦略」という著書の中で使ったキーワードである。こ
こでは「サプライチェーンを原材料から価値を加えていくものとして考え、これによって競争優位性をもたらす」と書い
ている。本書ではこのバリューチェーンを「競争優位」という戦略ではなく、マーケットの見方としてとらえている。
＊2 ゼネコンはゼネラルコントラクターの略。工事をオーナー（建物で言えばその所有者）から一括で請負い、サブコ
ン（サブコントラクター）へ発注する。



（ⅱ）チェーン範囲の設計
FVCの設計においての第1テーマは、チェーンの範囲である。社会全体として見
れば、社会そのものがFVCとも考えられるが、それでは無限のチェーンになってし
まう。マーケットビューにおけるFVCはどこまでを「チェーン」とするか、つまりリー
ダーがどの範囲までをFVCとして考えるかである。
まずは自身より下流の設計である。これはリーダーが「顧客を誰と考えるか」と
いうテーマと同一となる。見方を変えると「自らの付加価値を享受しているのは誰
か」ということである。これを先ほどの3つの例で考えてみよう。
消費財ルートのメーカー（これをリーダーとする）から見て、誰が顧客であろうか。
これは見方（ビュー）の違いで変わる。メーカーが小売店舗を顧客と考えれば、
FVCは「メーカーと卸」となる。つまりメーカーは小売店舗の「消費者に売る」という
仕事に対して付加価値を提供すると考える。したがってこのFVCのテーマは店舗
の品揃え強化（他店にないプライベートブランド＊の提供）であり、具体的なマーケ
ティング行動は小売店舗へのルートセールスが中心となる。しかしこういうケース
ではFVCのリーダーには小売がなり、FVCの顧客を消費者と考えるのが自然な
姿であろう。メーカーはフォロワーとして小売のFVC設計の下でコラボレートする。



メーカーがFVCのリーダー（つまりFVCを設計し、マーケティング戦略を立案して
いく）のケースでは、顧客は消費者となろう。つまり「メーカー、卸、小売」がFVCで
あり、この3者が同一目的（顧客に高付加価値を提供する）の下でコラボレートし、
その付加価値の対価として消費者からカネを得て、これを3者でシェアする。この
FVCは消費者に商品ではなく付加価値を提供する。食品メーカーであれば「食品」
という商品ではなく、「おいしさ」という付加価値を提供する。この「おいしさ」の対価
としてカネを得る。そしてそのカネを「おいしさ」を形成したFVCのメンバーが分け合
う。食品メーカーは「おいしい食品を生産した分」を、卸は「おいしさを一旦倉庫に保
存し、運んだ分」を、小売は「店舗でおいしさをメニュー提示した分」を分け合う。
自動車マーケットであれば、現在の関係ではリーダーは組立会社であり、顧客は
自動車ユーザーであろう。したがって下請会社、組立会社、販売会社がFVCであり、
自動車ユーザーに「自動車」という商品ではなく、「快適に、安全に運転する」という
付加価値を提供する。この「安全」という付加価値のために下請が安全なブレーキ
を作り、組立工場が自動車全体としての安全システムを設計し、販売会社は安全
を保守サービスする。
建設工事マーケットではリーダーはゼネコンであった。このゼネコンが「建物オー
ナー」を顧客と考えれば、FVCは「サブコン→ゼネコン」であり、付加価値は「オー
ナーが高く売りやすい、高く貸しやすい建物」を提供するというものである。一方、
リーダーであるゼネコンが顧客をエンドユーザ（建物利用者）と考えれば、付加価
値は「住みやすい建物」となる。



ここでエアコン工事を専門とするサブコンがFVCリーダーとなるケースを考えてみ
よう。まず「誰が顧客か」であるが、ゼネコンと考えれば自分より下流がメンバーと
なり「エアコンメーカー→下請工事→サブコン」がFVCとなる。ここでの付加価値は
「顧客であるゼネコンが求める低価格」であろう。ゼネコンはエアコンを使わないの
で、その性能には興味がない。しかしこれではゼネコンは一定品質の下での低価
格のエアコンの取り付けを求めることになり、サブコンは価格競争の波に飲まれる。
これから脱却する手は、顧客をオーナー、さらにはエンドユーザーに求めることで
ある。そうなればゼネコンはFVCのフォロワーとなる。エンドユーザーにとって空調
というサービスは現代では極めて大きなテーマである。このエンドユーザーに快適
な住宅、オフィスを提供すると考えれば、価格競争から脱却できる。これが先ほど
のマーケテットビューの「流通ガバナンス」（ゼネコン支配）から「買い手ガバナンス」
（エンドユーザーが中心となる）の変化であり、その変化の具体例がFVCである。
次は上流をどこまでとするかであるが、これはリーダーが自分の上流メンバーを
募る形となる。つまりFVCへの加入を求めるというものである。加入の手段として
はM&A、フランチャイズ、資本提携などはっきりと見える形がベストであるが、それ
ができない時は長期的な売買基本契約（上流から見れば販売、自分から見れば購
買）を結ぶという形である。
これを自動車マーケットの例で表現すると次のようになる。
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（ⅲ）カネの設計
付加価値を作るためには資本（カネ）がいる。
このカネは2つに分けて考える。

1つは定常的な付加価値を作るためのカネである。これは前の付加価値の対価
で、次の付加価値を作ること、つまり回転が原則である。上のブレーキメーカーで
言えば、「次のブレーキを作るカネ」は「前のブレーキを売ったカネ」を充てることで
ある。
こうなるとFVCの中で上流にあるほど付加価値を提供してから、その対価を得

るまでのリードタイムが長くなる。しかも上流は自動車の売れ具合がわかりにくく、
「どれくらいブレーキを作ってよいか」、「どれくらい次のブレーキを作るカネが入っ
てくるか」という予測が極めて難しい。54ページで述べた「もらってから払う」という
原則をFVCの中でやっていくと、上流にばかりリスクが押し付けられてしまう。ここ
ではFVC内のカネの流れをマネジメントし、必要に応じてカネを使用していくという
仕事が必要になる。これはリーダーが中心になってやっていくのが当然である。と
言うよりもFVCリーダーの中心的な仕事とも言える。
従来のSCM（商品を供給するチェーン）が流通在庫（チェーン内の商品）を中心

として考えたのに対し、FVCではカネがその中心となる。ここでは付加価値を作る
ためにキャッシュアウト（付加価値を作るために出したカネ）し、その対価をキャッ
シュイン（付加価値提供によって得られるカネ）すると考える。



FVCのリーダーは、「FVC全体としてのキャッシュアウト」、「メンバー間の売買に
よるキャシュイン、キャッシュアウト」、および「顧客からのキャッシュイン」をタイム
リーにとらえ、FVC全体および各メンバーのキャッシュフロー（キャッシュイン－
キャッシュアウト）をマネジメントしていくことが仕事である。つまり287ページで述べ
たキャッシュマネジメントをFVCとして行うものである。
もう1つのカネはFVCとしての設備投資のためのものである。例えば自動車の

FVCとして、新しいブレーキを作る設備が必要となり、それによって全体としての付
加価値が高まり、顧客が購入してくれる可能性が高い時、このカネを誰が担うかで
ある。
この投資のためのファイナンスによってFVCのスタイルが決まると言ってよい。もっ
と言えばこのファイナンスを設計することがFVCを設計する最大のテーマと言って
もよい。そしてこれを担うのはFVCリーダーである。
このファイナンス設計の具体的イメージを考えてみよう。



２.ＦＶＣにおけるファイナンス

ファイナンスにはエクイティファイナンス、デットファイナンス、内部ファイナンスの
3つがある。FVCの設備投資においてエクイティファイナンスをやるということは、
チェーンメンバーが1つの企業になるということである。つまりM&Aである。しかしこ
うなるとチェーンではなく1つの企業となり、これまで述べてきたファイナンスと同じ
である。FVCのファイナンスは次の2つに分けられる。
１つはFVCにおける内部ファイナンスであり、FVCのメンバーが稼いだキャッシュ
フローを皆で使うというものである。これはさらに2つのパターンに分かれる。リー
ダーファイナンスと共同ファイナンスである。リーダーファイナンスとは、FVCとして
必要な設備投資は基本的にはリーダーがファイナンスするというものである。この
スタイルではメンバーのデットファイナンスはリーダーが担う。例えば326ページの
自動車FVCならブレーキメーカーが必要な設備の資本はリーダーが貸付けるとい
うものである。（エクイティファイナンスでやれば先ほどのM&Aとなる。）共同ファイ
ナンスとは、リーダーを中心としてメンバー（この場合はブレーキメーカー）がカネを
出し合って行うものである。
もう1つは外部からのデットファイナンスである。この3つのパターンでFVCのファ
イナンスを考えてみよう。

２．ＦＶＣにおけるファイナンス



（１）リーダーファイナンス

リーダーがメンバーに対して貸付を行うものであり、リーダーの手元流動性（124

ページ）を使うのが基本である。場合によってはリーダーが債務保証、連帯保証し
て銀行から借入れたり、リーダーが社債、転換社債などを発行してファイナンスす
ることもある。いずれにしてもファイナンスを受けたメンバーがその設備が生む
キャッシュフローの一部からリーダーまたはリーダーを通して外部へ返済していく
ことになる。
ここで行うべきは、金融としての与信とリーダーとしてのキャッシュマネジメントで
ある。
①与信
（ⅰ）FVCアカウンティング
「リーダーがメンバーへ貸付けたカネが返ってくるか」という見方である。ここで
の基本は、このカネで購入した設備などが生む「営業キャッシュフロー」だけで返
済していくということである。投資キャッシュフロー（財産を買って返す）、財務
キャッシュフロー（借りて返す）や担保（抵当、保証人）は考慮せず、FVCの付加価
値によるリターン（分け前）で返済させる。このための与信を考える。
まずはこの営業キャッシュフローをどうやって計算するかである。FVCメンバー
は同一企業グループではない。したがってFVC以外の事業もやっていることが前
提である。

（１）リーダーファイナンス



そう考えると必要なのはFVC全体のアカウンティング（業績算定）だけではなく、
各個別企業のアカウンティングをFVC部分とそれ以外の部分に分けることである。
各企業のFVC内でのリターンシェアとしての業績は、FVC内の取引条件（売買価格
など）で決まるのだから、これを年に1度くらい交渉し、契約していくことである。場合
によってはFVCからの脱退（独立）もあり得る。
したがってリーダーファイナンスに限らず、このFVCアカウンティングというマネジ
メント･アカウンティングはあらゆるケースで求められる。このマネジメント･アカウン
ティングのイノベーションについてはセグメント・アカウンティングを使って各メン
バーが行えばよい。一般的なケースでは他のメンバーに報告、ディスクローズする
義務はない。自分でこのアカウンティングを見て、他のメンバーと交渉すればよい。
しかしこのリーダーファイナンスでは別である。リーダーは貸付先のメンバー企業
とともに（と言うよりも主導して）セグメント・アカウンティングの仕組を作らなくてはな
らない。そのうえでメンバー企業の営業キャシュフローでの返済を計画する。減価
償却費はその全額を返済にあて、利益の何％を返済にあて、何％をメンバーに残
すかを決める（この具体的イメージは338ページのフランチャイズ方式の所で述べ
る）。



（ⅱ）返済与信
ここからの手続は、70ページの設備投資の意思決定と同様である。すなわち返
済期間（例えば5年、10年）を決定し、投資額とその期間での営業キャッシュフ
ローを使ってIRR（175ページ）を計算する。IRRがハードルレートを超えればメン
バーへの貸付をGO、超えなければNGとして意思決定する。NGの時は投資額を
変える（減価償却費も変わる）、利益からの返済率を変える、耐用期間を変える…

とやってハードルレートを超える案を作る。どうしてもダメなら貸付はせず、場合に
よってはエクイティファイナンスとする。つまりそのメンバー企業と資本提携、また
はM&Aする。
ハードルレートはリーダー企業にすでにあれば、それをそのまま使う。ない場合
は期待収益率を使うことになる。具体的にはリーダー企業の目標営業利益率あ
たりが妥当であろう。



（ⅲ）デフォルト与信
FVCの営業キャッシュフローで返済可能であっても、貸付メンバーがFVC以外
の事業が原因でデフォルトしてしまえば返済されない。したがってデフォルトするリ
スクを判断しなければならない。そのために抵当、保証人などの担保を取ることも
考えられるが、この時はそのメンバー企業が無借金ということはほとんどなく、す
でに借入のために「抵当、保証人」といった担保を出していることが普通である。し
たがって担保は取ったとしても実効性はあまり期待できない（担保が有効なら銀
行からファイナンスできるはずである）。そうなるとメンバー全体のセグメント・アカ
ウンティングとともに、法的なファイナンシャル･アカウンティング（できればタック
ス･アカウンティングも）のレポートから返済の可能性を判断するしかない。
この与信は2つの面から見る。



・デフォルトリスク
デフォルトするかの分析であるが、これは177ページで述べたように自己資本比
率、流動比率といった財務分析では危険である。メンバー企業の全借入金（ファイ
ナンスする分も含めて）をメンバー企業が生む営業キャッシュフローで一定期間内
に返済できるかを見る。無論この場合は営業キャッシュフローを全額返済に充て
ると考える。期間はその会社の借入条件（短期借入金と長期借入金のバランス）
もあるが、5年と設定するのがノーマルと言える。つまり現在のビジネスをベースと
して5年間の営業キャッシュフローをすべて充てれば返済できるかである。ここで
はNPVを使う。割引率はB/S、P/Lから求められる平均利率＝「利子支払額／（有
利子負債＋今回の貸付金）」、営業キャッシュフローは過去5年間の営業キャッ
シュフローである。このNPVがB/S上の有利子負債を超えることがMUST条件で
ある。



・デフォルトを想定
そのうえでデフォルトした時を考える。もしその会社にスポンサーがいればそれ
が救ってくれるはずである。一般にスポンサーとして考えられるのはその借入金の
貸付先である。すなわちメインバンクの状況を調べる。
その企業の借入先が1つの銀行に集中しており、過去からずっと借入金額が
減っていなければ（返済していない）、銀行が「貸したい状態」をキープしているも
のであり、かえって安全と言える。つまり「返してくれると思うのでそのままにしてい
る」と考える方がノーマルであろう。一番恐いのは流動負債の多くが買入債務で、
流動資産に売上債権、棚卸資産が多い時である。支払によって短期的にデフォル
トしてしまう危険がある。
ただまずは取引先のデフォルト与信をその道のプロが行うのが妥当と言える（こ
れがネガティブチェック）。そしてポジティブチェックを上のデフォルトリスクとするの
が安全と言える。



ここではFVC全体のキャッシュマネジメントと貸付先のキャッシュマネジメントが
必要となる（自己のキャッシュマネジメントはメンバー企業それぞれがやるのは当
然として）。
（ⅰ）FVC全体のキャッシュマネジメント
リーダー企業はFVC全体としてどれくらいの営業キャッシュフローを生んでいく
かを推測する。ここでは商品・サービスの取引価格によって推測する。例えば
「X→Y→Z」（Yがリーダー）という形で商品・サービスが流れているFVC（Xが最上
流）で考えてみよう。Zが最終顧客（C）に売る。

X Y Z C
400円 1000円 1200円

YはXから400円で買い、
1000円で売っている

②キャッシュマネジメント



顧客（C）に提供している価格は、1200円である。したがってZの付加価値（ZV）
は200円、Yの付加価値（YV）は600円となる。Xの付加価値（XV）は、Xが何かを
購入して商品・サービスを構成しているはずである。ここでXの粗利率を調べる。こ
れが50％ならXV＝200（400×0.5）となる。したがってFVC全体の付加価値（FV）
は次のようになる。

FV＝XV＋YV＋ZV＝200＋600＋200＝1000円。
つまりFVC全体の付加価値のうちXが20％、Yが60％、Zが20％という構成であ
る。このシェアを2つの面からチェックする。

1つは付加価値のバランスである。X、Y、Zのそれぞれの付加価値を顧客の立場
で考えてみることにする。自動車のFVCであればX（部品という付加価値）、Y（自動
車の設計、組立）、Z（ユーザーへの説明、保守）が2：6：2というバランスで適正か
である。このバランスが悪ければ、各メンバーもこのFVCアカウンティングが可能な
ので、不公平だと思う企業は脱退していくことになる。つまりFVCの破綻である。



もう1つの視点が、キャッシュアウトのバランスである。
Xで言えばFVCの1ユニットについて200円の粗利を生む。これにユニット数をか
ければXの粗利が出る。ユニット数はリーダーであるYの中だけで計算できる。つま
り「FVC部分の売上÷ユニット単価（先ほどの例なら1000円）」で計算できる。
一方、Xの付加価値は主に「従業員の給与＋利益」で構成される。この付加価値
と従業員給与のバランスをチェックする。付加価値＜従業員給与ならばFVC部分
は赤字となる。ただFVC部分が赤字でもFVC以外が黒字ならばXは何とかやって
いける。



しかしFVCによるセグメント・アカウンティングをやっていればこれに気づき、Yと
値上げ交渉（400円を410円になど）をして、ダメならばこのFVCからの脱退を考え
るはずである。
これをY（リーダー）の立場で考えてみよう。Xの「FVC部分の給与総額」は、「Xの
従業員数（これはわかる）×平均給与（上場してればわかるが、非上場なら推定）
×FVCシェア（全体のうちFVCの売上がどれくらいを占めるか）」で計算できる。こ
れが付加価値を切っていれば、YとしてはXの取引金額の値上げに応じるべきであ
る。そしてその分Zの販売価格（顧客への販売価格）を上げることも検討する。同様
にしてすべてのメンバー（自らも含めて）のFVCからの利益を推定し、赤字であれ
ば取引価格、顧客へ販売価格の見直しなどを考える。
すべてのメンバーの利益が正となれば、1つ目の付加価値分配と同様にその利
益の比率が妥当かをチェックする。そして基本的には適正と判断した付加価値分
配の比と利益比率が同じになるように考える。
これがFVCにおけるキャッシュマネジメントである。



（ⅱ）貸付先のキャッシュマネジメント
これは貸付先のカネの流動性（カネになるスピード）を見る。そのポイントは287

ページの自社におけるキャッシュマネジメントおよび283ページの設備マネジメント
と同様である。
・CCC（現金化日数）

FVC内での貸付先のCCCを0に持っていくようにする。すなわち「仕入債務回転
日数（a）＝売上債務回転日数（b）＋在庫回転日数（c）」とすることである。ここでa、
b、cの少なくとも1つはFVC内での取引に依存しているはずである。上の例でXが
貸付先ならb、cはYによって決まる。cはYの売れ行きと同期化すれば0に近づく。そ
のうえでbをaと同期化（同じに）すればCCCは0になる。つまりXが外部に払うタイミ
ングとYが支払うタイミングを同じにすることである。Xから見ればYに売ったカネで
払うことになる。貸付先がZであればb、cは顧客への売れ行きで決まり、aはYに
よって決まる。つまりYがいつZからカネを得るかである。ここで貸付先にデフォルト
されては元も子もない。したがってYは顧客からの入金に合わせて受け取るように
する。つまりZから見れば売れてから払うということである。



実はこれは日本で従来からある商慣習であり、Zが小売業（百貨店など）なら、置
き販（消化仕入）と言われるものである。百貨店（この場合Z）は卸（この場合Y）の
商品を店舗に置き、自社の在庫とせず（すなわち買い取らないで）、百貨店が顧客
へ販売した時に、卸から仕入れて顧客からの代金で払うというものである。百貨店
から見れば売れてから払うというものである。しかしこのモデルはZ（百貨店）がリー
ダーとなっているもので、その優越的地位（323ページのパワーバランス）から在庫
をYに押し付け、支払いを繰延べしているとも言える。

FVCではパワーバランスでその間の売買条件を決めるのではなく、リーダーが企
業間信用というファイナンスのリーダーシップを取り、チェーンメンバーのデフォルト
をプロテクトし、公平なファイナンス設計するものである。
具体的にはリーダーが各メンバーのCCCを0にして、メンバーすべてが「キャッ
シュインとキャッシュアウトを同期化する」ことを目指して設計する。無論、FVC全体
としてCCCを0にすることは難しいので、リーダーがそのバッファ（合わない部分を
リーダーの運転資本で調整）を担う。



・
貸付したカネによって投資した設備が、パフォーマンスを上げているかをチェック
すべく、 （貸付先がFVCで生んだ営業キャッシュフロー／貸付先のFVCの設
備額）を見る。これが一定のパフォーマンスを出しているかがネガティブチェックと
なる。すなわち下降していれば営業キャッシュフローの見直し（FVC全体が順調な
らそのリターンシェアを増やす）、設備の見直し（取り替え、廃棄…）などを考え、
最後の最後は自社のマネジメント下に置く、すなわちM&Aである。

が上昇していればレバレッジ（さらなる設備投資）を検討する。さらにはFVC

以外への貸付先商品の販売も考える。これによって営業キャッシュフローを生み
、貸付金の早期回収を図る。
・NPM

これはFVC内ではなく、貸付先企業全体の月あたりキャッシュフローをとらえる。
これによってデフォルトリスク（他の貸付先→金融業など他の優先債権者）をチェ
ックする。あわせてFVC以外の売上債権、仕入債務のブレをチェックし、異常事態
を検知する。

O2D

O2D

O2D



（２）共同ファイナンス

FVC内の特定の設備に関し、FVC内の複数のメンバーがファイナンスを行って
いくものである。332ページのX→Y→Zの例なら、Xの特定の事業（Xがブレーキ
とカーエアコンを作っている部品メーカーなら、そのうちの次世代のエアコン事
業）に関し、XとYが共同でカネをファイナンス（エアコン事業に必要なカネを集め
る）というものである。さまざまなパターンが考えられるが典型的なものは次の2

つである。

（２）共同ファイナンス



➀共同で会社を設立する

XとYがともにエクイティファイナンスをして、共同の子会社を作るというものであ
る。近年ではFVCを設立する時や、すでにあるFVCに入ってもらうケースでもよく
見られる。例えば自動車のFVCで言えば、顧客の1つであるレンタカー会社と
FVC（X、Y、Zのどれかまたは全部）が共同で、新しいタイプのレンタカー会社を作
るというものである。さらにはここに旅行会社も出資し、FVCになるというものであ
る。これは新しいFVCを作ることであり、その中核がこの共同出資会社となる。
ここでは先ほどのX（ブレーキ＋エアコン）とY（組立メーカー）が共同で、Xの一
部の事業（次世代エアコン）について共同出資会社（N）を作るという例で考えてみ
よう。



この時Nの事業を誰がやるかであるが、XだけではなくYの従業員も携わることが
普通である。と言うよりもそれが共同会社（共同開発）を作る理由の第1と言える。
この時、このFVCにNという新しいメンバーが加わったと考えるよりも、Nを中心に
“サブFVC”を作ったと考える。つまりX→Y→ZというFVCの一部としてN→Y→Zと
いう子供のFVC（FVC－Nと表現する）を作ると考える。そのうえでFVC－NではX、
Yは株主として存在することになる。

N Y Z

X－ Y－

株主 株主

N株 N株

FVC－N

XとYがNへ出した（出向という形が多い）従業員の給与は、Nのキャッシュフロー
から払われるのは当然である。X、Yの「ヒトの出資」はこれで回収する。エクイ
ティファイナンスしたカネの方は、株主として回収する。すなわちX、Yともに株主
として3つの権利を持つ。シェアとしての配当とガバナンス、ストックとしての「清算
→残余財産処分」である。株主のX、Yから見てエクイティファイナンスの回収はN

の営業キャッシュフローから直接受けるのではなく、Nの配当という財務キャッ
シュフローで回収していくことが原則である。



こういうケースでは、XとYの株のシェアが大きなテーマとなる。配当については出
資したカネの比なので問題はない。話し合ってカネの出し方を決めればよい。しか
し問題はガバナンスとストックである。X、Yという2社の場合、どちらかのシェアが
50％を超えればN社のガバナンスを100％取ったのと同じことになってしまう。Yが
このFVCのリーダーであればシェアを50％超取ってもおかしくない。しかしXとして
はエアコン事業については自らが意思決定権を持ちたい。そこでXが50％超を持
ち、ガバナンスを取るケースもある。またどちらも取りたくない（相手に取らせたくな
い）時は、もう1社加えるのが普通である。例えばZであり、X40％、Y40％、Z20％
といったシェアとする。Zの代わりに銀行などの金融業（銀行なら5％以上は持てな
いが）を入れることもある。（この場合その銀行がNへのデットファイナンスも行うこ
とも多い。）



ガバナンスをどちらかが取った時は、次はストックのラインである66.7％が境目と
なる。どちらかが66.7％を取れば、いつでもこの共同出資をご破算にできる。そこ
で一般的にはどちらかがガバナンスを取る場合でも、相手が拒否権を持つべく
33.4％以上をシェアするのがノーマルである。
ガバナンスをとらなかった会社（例えばY）が上場会社の時は、このNのシェアを

20％以上持つかがポイントとなる。持っている場合は持分法適用会社となり、Yの
連結決算でNの業績がその持分に応じて連動することになる。
シェアが決まれば、Nは通常のFVCメンバーと同様である。ただしX、Yは親会社
としてNのアカウンティングの報告を受ける。そう考えるとFVCのメンバーは（Zも）
ある程度Nへ出資しておく方がFVCがうまく機能すると思う。



今のXとYの例で言えば、Xが行う事業にYがノウハウを提供するということもある。
典型的なパターンはノウハウを持ったY社のヒトがX社へ出向したり、開発プロジェ
クトを作ったり･･･というものである。このケースではYがリーダーとしてXにデット
ファイナンスをすることも多い。つまりカネとヒトの両面でXをサポートするというもの
である。
ここで問題になるのはYのノウハウ使用料とYへのアカウンティングをどうするか
である。そう考えるとやはり新会社（N）を作るのがベターであろう。作らないとしても
Xの中に新事業セグメントを作り、そこにYからデットファイナンスして、ここからノウ
ハウ使用料を払う、という形を取る。つまりNが法的な会社かどうかは別にして、
はっきりとした損益体（それによるアカウンティング）を作る必要がある。
実は、既にこれはFVC以外では比較的ポピュラーなスタイルであり、86ページで
述べたフランチャイズシステムである。フランチャイズシステムとはフランチャイザー
（ザーと略す）がフランチャイジー（ジーと略す）に対してビジネスノウハウを提供し
て、その使用料（ロイヤルティ）を受け取るというものである。そしてジーが資本不足
の時は、ザーからジーに対してデットファイナンスすることも多い。

②フランチャイズシステム



典型的なのがコンビニチェーンであり、酒屋などの独立事業者（ジー）に対し、コン
ビニ本部（ザー）がコンビニエンスシステムというノウハウ、ブランド（店舗名）などを
提供し、ザーからジーにロイヤルティが支払われるというものである。ここでのロイ
ヤルティは「粗利の30％」といった形で、粗利にチャージされるのが一般的である。
そして店舗などへの設備投資はジーの自己資本を基本とし、不足している時は
ザーが貸付を行う。
このフランチャイズモデルにおけるポイントはアカウンティングシステムにある。
ジー（先ほどの例ではX）からノウハウ使用料（ロイヤルティ）を受け取り、あわせて
貸付金なども回収し、かつ貸付先のザーがデフォルトしないように、そして脱退しな
いようにしていくものである。
ここではコンビニのアカウンティングシステムを例として説明しよう（本当によくでき
ている。コンビニシステムの本質はコンビニエンスストアというストアコンセプト、シ
ステムでなく、フランチャイズシステムのアカウンティングにあるように思う）。
ここでのアカウンティングシステムはP/LとB/Sを使っている。



〔P/L〕

1．

1.1 売上高→フランチャイズシステムの売上→FVC内の売上

1.2 その他の収入→フランチャイズシステム以外の売上→FVC外の売上

2．

2.1 期首商品原価

2.2 仕入原価

2.3 棚卸資産差額A　→ジーのミスではない商品廃棄分など

2.4 期末商品原価

2.5 水道光熱費

3．

4．

5．

6．

6.1 給料手当

6.2 消耗品費

6.7 現金過不足

6.8 租税公課

6.9 棚卸資産差額B　→ジーのミスによる在庫ロス

　　　　　　　　　　（盗まれた・・・）

7． 純利益（5－6）

営業収入

売上原価

売上総利益（1.1－2）

ロイヤルティ（3×ロイヤルティ率）

純収入（3－4＋1.2）

経費

現金の過不足分
はジーのミス

ジーのミスに
よるものは店
の負担

ジーのミスで
はないロスは
原価に入れ、
その分のロイ
ヤルティを取
らない

水道光熱費は
ザー負担。ジー
負担にすると清
掃などをやめ
チェーン全体の
イメージダウン
となる

この分は収入か
ら控除されるの
でロイヤルティ
を取られない



フランチャイズ・アカウンティングはザーとジーの契約であり、アカウンティング
ルール違反（ジーが粗利を小さく計算）をしても違法行為ではない。そのためアカ
ウンティングルールでコントロールするしかない。
そのためコントロールに脆弱性のある現金、在庫を強化ポイントとしている。現
金は日々の現金をすべて送金させてチェックし、帳簿（システムで計算したもの）と
違っているものはすべてジー側の負担とする。在庫については棚卸は店ではなく
第3者が行う。そのうえでシステム上のロス（ザーの指定する賞味期限切れによる
廃棄などはザーが負担。前ページ図では棚卸資産差額A）と店側のロス（万引き
など店側の不注意で起きたもの。棚卸資産差額B）を分け、後者は売上原価とし
て認めずロイヤルティを減らさない。



〔B/S〕

〔資産の部〕 〔負債の部〕

現金 ザーアカウント

売掛金 預り消費税

商品 その他の負債

未収入金

仮払金 〔純資産の部〕

修繕積立金 前期繰越純資産

加盟証拠金 当月純利益

引出金

積立金

ザーに借入し
てるカネ

今月ジーの受
け取ったカネ
＝マイナス

ザーに対する
差入保証金

棚卸は第3者
が行う

店の補修用に強
制的に積立し、
ザーが保管

B/Sのポイントはザーアカウントである。これはザーからの借入金（ジーへの貸
付金）のことである。ザーアカウントはP/Lで計算された純利益（ジーの取り分）か
ら自動的に返済されていく。さらに加盟証拠金（29ページの差入保証金）、店が
壊れたり、逃げられた時の修繕積立金の確保といった担保措置を採っている。
ジーから見れば「事業の儲けの中からロイヤルティを払って、借金を返して、手
元にカネが残る」というよりも「売上代金はすべて一旦ザーに渡し、ザーから毎月
一定の給与をもらい、差額がすべてザーに残る。ここからロイヤルティが払われ、
借入金を返済していく」という感じである。
まさにフランチャイズ・アカウンティングのお手本と言える。



共同ファイナンスのモデルはFVC以外にも応用できる。
（ⅰ）共同出資会社
次のような例（実例）で説明する。
X社は企業向けの情報システムの開発、運用サービスを行っている。X社の
セールスマンは「各企業を訪問し、その会社の課題を聞いて提案書を出し、ライ
バル会社と競う」といういわゆるソリューションセールスを行っている。しかし受注
の最大の難問は顧客が新システム開発のコストを予算化してくれないことである。
この顧客がカネを準備できなければX社はライバルと戦うことさえできない。つまり
顧客のファイナンスが最大のネックである。こういったBtoBセールスで共同出資
会社モデルは応用できる。

X社の見込み客をA社としよう。A社がX社から新情報システムを導入する目的
は何だろうか。11ページの図を思い出してほしい。企業が固定資産を購入する目
的はキャッシュフロー（営業キャッシュフロー）である。営業キャッシュフローは利
益と減価償却費から成る。減価償却費は購入する情報システムの金額を耐用年
数（情報システムは5年）で割った金額が毎年発生する。自然回収である。利益は
それを上回るキャッシュフロー分である。この利益を生む要因は2つある。コストダ
ウン（費用のダウン）と売上の増大である。コストダウンは従来の情報システムよ
り新情報システムの年間コストが安ければ確実に上がる。一方、売上の増大は
はっきりとはしない。（特に情報システムのように売上に直結しないツールはほと
んどわからない。）

③共同ファインナンスの応用



多くの場合、減価償却費分を回収に考慮していないため、A社は新システムへ踏
み出せない。1億円の情報システム投資でコストダウン分が500万円／年だと回収
に20年かかってしまうと勘違いする。X社セールスの第一歩はキャッシュフローに
よる回収アプローチ（減価償却費と利益で回収）をA社と合意することである。
回収できると判断すれば、後はこの1億円という投資額（マイナス1億円の投資
キャッシュフロー）をどうやってファイナンスするかである。X社が情報システムを販
売することで、キャッシュフローリターンを得るのはA社だけではない。X社もこの投
資によって営業キャッシュフローを得ることができる。であればこの1億円の投資を
X社とA社でシェアするのも1つの手である。すなわちX社とA社で共同出資会社XA

社を作り、このXA社がA社から情報システムを受注し、さらにはその運用サービス
を行う。XA社の情報システムの開発、運用はX社のメンバーの他にA社の情報シ
ステム部のメンバーも参加する。つまりXA社においてコラボレーションするというも
のである。
整理すると、次のようなモデルである。



X社 A社

XA社

元X社 元A社

③ ④

②ｴｸｲﾃｨ
ﾌｧｲﾅﾝｽ

①ｴｸｲﾃｨ
ﾌｧｲﾅﾝｽ

⑨増加営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ

出向or転籍出向or転籍
⑧配当⑦配当

⑤情報ｼｽﾃﾑ
使用料 ⑥情報ｼｽﾃﾑ

開発費、
運用費

情報ｼｽﾃﾑ
ｻｰﾋﾞｽ

X社はA社と共同出資（①、②）でXA社を設立する。
・XA社はX社、A社から従業員が出向または転籍し、XA社から給与を受け取る（③、
④）。つまりX社、A社の給与支払がダウンする。
・XA社の従業員とX社が持つ情報システム開発・運用ツール（ソフトウェアツール、
コンピュータセンター等）を用いて、開発・運用サービスをA社へ行う。したがってXA

社はX社へ使用料を払い（⑤）、A社から開発費・運用費を受け取る（⑥）。
・XA社はX社、A社へ利益の中から配当を払う（⑦、⑧）。
・A社は新情報システム導入によって営業キャッシュフローを増加できる（⑨）。
これを3つの会社から見てみよう。



（a）A社
・財務キャッシュフロー（②）がキャッシュアウトし、毎年の配当（⑧）で回収。情報シ
ステムの耐用年数は5年なので、5年で回収するように設計する。
・投資額（⑥）を増加する営業キャッシュフロー（⑨）で回収。⑨は給与支払いのダ
ウン（④）と情報システムコストダウン分。やはり5年で回収するように設計する。
（b）X社
・A社と同様に財務キャッシュフロー（②）を配当（⑦）で5年回収
・営業キャッシュフローが「③＋⑤」だけ増加
（c）XA社
・財務キャッシュフロー（①＋②）のキャッシュインを配当（⑦＋⑧）で5年償却
・投資額（⑤）を営業キャッシュフロー（⑥－③－④－発生経費）で5年回収

(a)～(c)の条件を満たす①～⑨についてX社とA社で合意できれば、リスク分担
した投資・ファイナンスモデルができる。

IT業界ではこのスタイルの投資が多く、多くの会社が設立されている。無論、情
報システムに限らず、機械などの設備を売買するタイプのBtoBビジネスでは基本
的に使用できるモデルである（①～⑨の方程式が解けないと使えないが）。
従来のセールスは「買ってください」「金額をまけろ。他社とコンペ」といった競争
型セールスであったが、本モデルにおけるセールスはカネをどのようにファイナン
スし、投資し、回収するかというファイナンス型ソリューションセールスと言える。見
方を変えればX社とA社がFVCを組むと考えられる。



（ⅱ）フランチャイズモデル
先ほどの例を少し変形してみよう。X社はコンピュータメーカーであり、A社に
ハードウェアを納入している。A社の情報システム部では事業のグローバル化に
伴い、グローバル情報システムの追加を検討している。このグローバル情報シス
テムは、マーケティングコンサルティングをY社、グローバル情報システムの開発
をZ社に発注しようと思っている。これに伴いX社のハードも全面的な入れ替えが
必要となる。
しかしA社はこの投資のためのカネをファイナンスできない。一方、X社はキャッ
シュリッチである。
ここでは先ほどのデットファイナンスのフランチャイズモデルの応用であろう。す
なわちX社がハード＋新システム開発分のカネ（ハードはリース契約とすれば新
システム開発分）をA社にデットファイナンスし、A社のキャッシュフローから回収
していくという形が考えられる。
いずれにしてももし固定資産の売り手がキャッシュリッチの時、セールスにファ
イナンスを組み合わせれば新しいセールスモデルが開発できる。
「ソリューションセールスからファイナンシャルセールスへ」である。



（３）外部からのデッドファイナンス

FVCが共同でビジネスを進める時に、外部からデットファイナンスを求めるケース
である。いくつかのものが考えられるが、もっとも典型的なものがプロジェクトファイ
ナンスと呼ばれるものである。
①プロジェクトファイナンスとは
対象となる典型的なケースは複数の会社が共同（プロジェクトを組む＝FVCの1

つとして考えられる）で新しいアウトプットを作り、これによって不特定多数の顧客か
ら使用料を得るというものである。
これを次のような例で考えてみよう。
「Xがサブコン、Yがゼネコン、Zがオーナーとして、テーマパークの建設を考えてい
る」
従来はZがカネを調達（ファイナンス）し、Yへ発注し、YがXへ下請けに出す形であ
る。そしてZはこの投資をテーマパークの営業キャッシュフローで回収する。ここでZ

がファイナンスできないと、X、Yに仕事は回ってこない。だからと言ってX、Yにもそ
のファイナンスを担う力がない。X、Y、Zともこの投資計画はうまく行くと考えている
が、カネが手元にない。
こういう時こそ「カネ余り現象の銀行」の出番である。銀行としてもカネを貸すには
与信、担保が必要になる。しかしX、Y、Zに担保能力がない。ここで担保と成り得る
のはこのテーマパークである。このテーマパークができないうちに、つまりプロジェク
ト段階でプロジェクト自身（＝FVC)にデットファイナンスするものをプロジェクトファイ
ナンスと言う。

（３）外部からのデッドファイナンス



プロジェクトファイナンスは日本ではほとんど見られないが（ユニバーサル・スタジ
オジャパンがこのプロジェクトファイナンスを利用したと言われている）、海外ではプ
ラント建設、鉄道などのインフラ建設などに見られる。
プロジェクトファイナンスでは、担保はプロジェクトの持つ財産すべてである。例え
ば建物、土地、機械などの物権だけでなく、天然資源採掘権、建設契約、原材料
購入契約といった債権も含まれる。そしてファイナンスした方（カネを貸した方）はこ
のプロジェクトによって作られるテーマパークが生む営業キャッシュフローで回収し
ていく。そして基本的にはプロジェクトを運営するX、Y、Zは債務を負わない。これ
をX、Y、Zにとってノンリコースという。リコース（recourse）とは償還請求権のことで
あり、ノンリコースとは金融業がX、Y、Zに返済を請求しないということである。



プロジェクトファイナンスの基本的パターンは次のようなものである。
X社、Y社、Z社が共同でA社というSPC（49ページ参照）を作る。SPC（特別目的
会社）の“目的”はファイナンスである。このA社にX、Y、Zからエクイティファイナン
スとともに、銀行などからデットファイナンスがなされる。この2つのカネでプロジェ
クトが運営されていく。基本的にはX社、Y社、Z社はこの借入金に関してノンリコー
ス（一部担保を入れる場合は、これをリミテッドリコースと言う）となる。ここで銀行
はリスクを分散するために多くの場合シンジケートを組む。

②基本パターン



③プロジェクトファインナンスの活用

従来日本企業が海外進出する時などこれに“似た形”を採ってきた。しかしほと
んどがリコースされている。つまり上の例でいえばX社、Y社、Z社が連帯保証する
か、X社、Y社、Z社が借入れてA社へ出資または貸出しするパターンである。つま
りリスクはX社、Y社、Z社が負う。
一方、プロジェクトファイナンスでは、プロジェクトに対して銀行もリスクテイクする
。FVCで言えば、大衆などの個への付加価値の創造に銀行も加わり、その付加価
値提供の見返りを銀行も得るということである。つまり銀行もFVCのメンバーにな
る、と言うよりもFVCのカネの面でのリーダーとなることであり、FVCの経理部とな
ってもらうことである。195ページで述べたように日本の銀行は今ビジネスモデル
の転換期を迎えている。



「個人預金、企業貸出」というモデルは縮小し（と言うよりも金利低下でビジネスに
ならず）手数料ビジネス、国債などの利子収入に甘んじている。社会の余剰資金を
集めた銀行と社会が求めるものを結びつけるものがFVCである。この社会に大き
な付加価値をもたらすFVCに、銀行はスポンサーではなく、主力メンバーとしてそ
のマーケティング（付加価値とカネのマッチング）を担うべきと言える。



３．グローバルマーケティングとファイナンス （１）
貿易

グローバルマーケティングをファイナンスから見ると、貿易（国際間のモノの取
引）、為替（国際間のカネの取引）という2つの観点から考えることが大切である。
（１）貿易
①比較優位
マーケットがグローバル化しても、実際は各国がさまざまな形で自国のマー
ケットを規制している。貿易で言えば各国が輸入品に関して関税（輸入品にかか
る税金）や数量制限を行っている。この背景について理解することがグローバル
マーケティングのポイントと言える。
これについてリカードという経済学者が言い出した「比較優位」という考え方は、
ユニークで説得力がある。少し算数を使うがざっと理解してほしい。
先進国Aと発展途上国Bがあり、両国は自動車とコメの2つだけを作っていると
する。AとBがこの2つを1単位（車なら1台、コメなら一定量）作るために必要な労
働量（1人、2人というのも変なので、1単位、2単位と数える）が次表のとおりとす
る。

３．グローバルマーケティングとファイナンス



自動車 コメ

A国 2 6

B国 8 8

A国の方が自動車、コメともに生産性が高い（少ない労働量で作っている）。また
A国は労働量を120単位、B国は労働量を200単位持っていたとする（人口の比
が120：200と思えばOK）。

A国について考えると、トータル労働量120単位で、自動車の労働量2単位、コ
メの労働量6単位必要であり、生産可能なパターンは下図のような線で表すこと
ができる。

自動車
60単位30単位

20単位

10単位

コメ A国

自動車
60単位30単位

20単位

10単位

コメ A国

コメ10単位
自動車30単位

作っている

現在

全部の労働量を
自動車に回すと
60単位作れる

全部の労働量を
コメに回すと20

単位作れる



B国も同様に下図のような直線になる。

自動車

25単位

15単位

25単位10単位

コメ
B国

自動車

25単位

15単位

25単位10単位

コメ
B国

コメ15単位
自動車10単位
作っている

現在



この直線を生産可能線といい、この線の下側は生産可能、上側は生産できない
ということである。現在、A国はコメを10単位、自動車を30単位、B国はコメを15単
位、自動車を10単位作っている。

A国ではコメを1単位増やすには自動車を3単位減らさなくてはならず、「コメの生
産コスト」は自動車の生産コストを1とすると3（これを限界変形率という。限界は
295ページ）である。B国は（ともに8単位必要なので）1である。この時、B国はA国
に対してコメについて比較優位であるという。つまりコメはB国の方が強い。
一方、逆に自動車の限界変形率はA国が1/3、B国が1でA国が比較優位であり、
つまり強い。
ここで両国が比較優位のものだけ作り（A国が自動車60単位、B国がコメ25単
位）、A国が自動車を30単位B国へ、B国がコメを12単位それぞれ輸出したとする。
そうなるとA国は自動車を30単位（60－30）、コメを12単位、B国は自動車を30単
位、コメを13単位（25－12）手に入れることになる。これを先ほどの図に書いてみ
ると次のようになる。



自動車

20単位

12単位

60単位30単位

コメ A国

(自動車30、コメ12）・
自動車

20単位

12単位

60単位30単位

コメ A国

(自動車30、コメ12）・
自動車

20単位

12単位

60単位30単位

コメ A国

(自動車30、コメ12）・

自動車

25単位

13単位

25単位

コメ
B国

・
(自動車30、コメ13）

30単位

自動車

25単位

13単位

25単位

コメ
B国

・
(自動車30、コメ13）

30単位

自動車

25単位

13単位

25単位

コメ
B国

・
(自動車30、コメ13）

自動車

25単位

13単位

25単位

コメ
B国

・
(自動車30、コメ13）

30単位



A国、B国とも生産可能線より上にあり、その生産能力を超えたモノが手に入った
ことになる。比較優位という考え方は「各国ができるだけ自分の国が得意な財に特
化していけば、地球全体がハッピーになる」という考え方である。
そして各国の生産性（自動車はどの国の生産性が高いか）よりも比較優位（自国
の強み）がポイントとなる。つまり先進国と発展途上国という生産性に差がある国
同士こそ、貿易をすることで互いに幸せな「世界」が存在するというものである。
これがグローバルマーケティングの原点である。決して先進国が発展途上国に上
陸して、ビジネスにおける植民地を作り、世界征服していくものではない。これを頭
に入れないとグローバルマーケティングは相手国から「進出」に映ってしまう。
これにもとづいて1947年GATT（General Agreement on Tariffs and Trade：関税
と貿易に関する一般協定）が結ばれ、世界が自由貿易を目指すこととし、1995年
にはこれがWTO（World Trade Organization：世界貿易機関）という正式な機関へ
と進化した。

WTOが目指すものを「自由貿易」と表現するなら、現在のグローバルマーケティ
ングでは「保護貿易」が少なからず存在する。保護貿易を求める理由は次のような
ものである。



・弱産業保護…国内に未成熟な産業があった時、これを自由貿易にすると外国
企業との競争に勝てず、自国の産業が死んでしまう。
・失業…輸入の増加は国内のパイが変わらない中で、国内供給を落とすので失
業につながる。
・自給…戦争による孤立や他国との力関係を考えると、国内自給（特に食料な
ど）が望ましい。

1つの国から見ると強いものは自由貿易、弱いものは保護貿易というマーケ
ティング戦略を採りたくなる。この国際間のせめぎ合いがずっと続いている。現在
（この本を書いている2014年）大騒ぎしているTPP（Trans-Pacific Strategic 

Economic Partnership Agreement：環太平洋パートナーシップ協定）もこの“せ
めぎ合い”と言える。
これがグローバルマーケティング戦略の難しさである。グローバルマーケットは
国ごとに完全に分断され、各国のコントロールの下にある。もっと言えば両国に
とって国全体としてはハッピーであっても、自国の一部の人にとって不幸であれば
（その人たちの声が大きければ）、その手は打てないということになる。



この自国にとっての“ハッピーさ”を測るものが国際収支という貿易のアカウン
ティングである。このアカウンティングはP/L、B/S同様に次の2つの視点から見る。
・経常収支…「輸出額－輸入額」というフローで見る。P/L的見方
・資本収支…金融資産というストックの増減を見る。B/S的見方。ここでの金融資
産とは国が持っているカネに関する財産のこと。
これでわかるとおり、国際収支のアカウンティングは企業会計と同様に複式簿
記で行われる。複式簿記において利益は2つの式で計算される。「収益－費用」
⇒経常収益と、「資産－負債－資本金」⇒資本収支である。前者は収益＝輸出
額、費用＝輸入額でわかりやすい。
ややこしいのは資本収支の方である。国は資本金がないので、「資産－負債」
で同じ値が計算されるのだが、どういうわけか負債－資産（金融負債－金融資
産）で計算し、これを資本収支としている。こうすれば経常収支＋資本収支＝0と
なるはずである。ただ誤差（結構いいかげんである）とこの後述べる外貨準備
(言ってみれば国の資本金のようなもの)があるので、ぴったりとは合わないが、こ
の2つは表裏の関係にある。輸出すれば経常収支はプラスになり、資本収支はこ
れによって現金などの金融資産が増えるのでマイナスとなる。

②国際収支



一般に国際収支は、わかりやすい経常収支で見ることが多い。経常収支の内訳
としては次のような項目がある。
・貿易・サービス収支…モノの輸出入が貿易収支、サービスの輸出入がサービス
収支
・所得収支…外国人労働者への給与支払いなど
・経常移転収支…財産の無償援助など

グローバルマーケティングでは必ず自国と相手国がある。そしてその国の自社の
商品マーケットの状況だけでなく、それぞれの国際収支、そして2国間に限った国
際収支を見ることが求められる。



（２）為替

①為替とは
為替とは36ページで述べたように「交換する」という意味である。外国為替（外
為。ガイタメと発言される）とは、もともとは自国の通貨＊（日本では「円」）で外国と
取引（たとえばアメリカの製品を買う）することを言う。これは円を一旦ドル（これを
自国通貨に対して外国通貨、略して外貨という）に換えて、アメリカ製品を買った
と考えれば、外国為替は各国通貨の交換から始まると言える。そしていつの間に
かこの通貨交換のことを外国為替、単に為替と表現するようになった（以降は外
国為替を為替と表現する）。

＊細かいことだが少し整理しておく。資産（ここでは10ページの定義でなく財産のこと）は実物資産（土地や建物など
そのモノ自体に価値があるもの）と金融資産に分けられる。金融資産はそれ自体に価値があるわけでなく、何らか
の価値に交換されるものであり、貨幣（要するにキャッシュ）と債権（24ページ）がある。貨幣のうち現実に通用するも
のを通貨と言う。まあ貨幣≒通貨であるが、為替の世界では「通貨」という言葉を使うので、ここでもそれに従う。

（２）為替



通貨同士の交換比率を為替レートと言う（為替相場とも言う）。為替レートは各
国の外国通貨の交換比率なので基準となる通貨が必要となる。これを基軸通貨
と言い、現在はドル（アメリカのドル）がこれにあたる。他の国の通貨は「1ドルが何
円か」という形で表現する。
ここで「円高」とは円の価値が上がることであり、1ドル120円が100円になるこ

とを言う（この場合ドル安）。逆に円安は円の価値が下がることであり、1ドル100

円が120円になることを言う（この場合ドル高）。
円高、円安について次のような例で考えてみよう。
・為替レートが1ドル100円だった時、日本の自動車メーカーA社が2ヵ月後に1台

2万ドルで自動車をアメリカへ輸出する契約を結んだ。一方、日本の商社B社が
2ヵ月後に牛肉1トンを2万ドルでアメリカから輸入する契約を結んだ。
・その後、実際の納入時になって為替レートが大きく動き、1ドルが80円の円高・
ドル安になった。ここで2万ドルは200万円から160万円の価値となる。
輸出した自動車メーカーA社に2万ドルが入ってきても、すぐに円に換えると

160万円にしかならず、為替レートのおかげで40万円の損をしてしまう。これが為
替差損である。B社で考えると、2万ドル払っても日本円では160万円で済み、為
替レートのおかげで40万円儲かる。これを為替差益という。

②為替レート



単純に考えれば円高になると輸出産業がダメージを受け、輸入産業はメリットを
受ける。円安ならその逆で輸出産業がメリットを、輸入産業がダメージを受ける。た
だ貿易取引を上の例のように「ドル建て」（契約の支払いをドルで行う）にするか、
「円建て」にするかが大きなポイントとなることはわかると思う。もし上の例で「ドル
建て」でなく「円建て」、つまり200万円で契約した場合、契約先のアメリカ企業の方
に為替差益、為替差損が出る。
為替には損だけでなく、得もあるが、このような不安定さを為替リスクと言う。つま
りドル建てなら日本企業に為替リスクが、円建てならアメリカ企業に為替リスクがあ
る。



為替レートは原則として為替マーケットで決まる。為替マーケットとは各国の通貨
を売買するせり市場である。つまり通貨というカネ自身も株や債券と同様にマネー
ゲームの対象となるのである。
この為替マーケットへの国の対応として次の2つがある。
・変動相場制…自国の通貨の為替レートを為替マーケットの市場メカニズム（マ
ネーゲームの結果）に任せる。
・固定相場制…政府や中央銀行が規制、介入し、一定の為替レートにする。また
はそのように努力する。
この2つはどちらかにはっきりと分ける（変動、固定）ものではなく、「自由」、「介
入」という表現がとられ、多くの国は両方の手をケースバイケースで採る。介入と
は政府や中央銀行が為替マーケットに参加して一定の為替レートに持っていく「努
力」をするもの。もっともポピュラーな「努力」は国（政府や中央銀行）が外国通貨を
持っていて、これを為替マーケットで売買（ドル売り、ドル買い）することで為替レー
トを調整するものである。このようにして持っているものを外貨準備、その金額を外
貨準備高という。
しかし相場を調整するには膨大、かつさまざまな国の外貨を準備する必要があ
り（特に基軸通貨のアメリカは大変。他国はドル中心）、国の負担は極めて大きくな
る。

③為替レートの決定方法



この相場をより固定的（一定の為替レート）にしようとするなら、政府が自国貨幣
の売買に対してさまざまな規制をかけることである（これが純粋な固定相場）。日本
でもこれを使って1971年まで1ドル＝360円という強烈な固定相場制を採っていた。
グローバルマーケットの為替相場は介入(固定相場)から自由（変動相場）へゆっく
りと向かっていっているのが現代の流れである。巨大マーケットの中国（人民元）も
固定相場からゆっくりと変動相場へと向かっている。



為替レートは株価同様にまさにマネーゲームの結果であり、常に動いている。し
かし国にとってその変動は自国経済に大きな影響をもたらす。そこで国家を支える
経済学者たちが「為替変動メカニズム解明」という謎解きにチャレンジしている。し
かし残念ながら株価のように落とし所（DCF法など）は見つかっていない。そのた
めマネーゲームの中でも為替ゲームは極めてギャンブル性が高いものとなってい
る。そしてグローバル化を目指す企業にとって最大のリスクとなっている。
過去、次のような為替レートに関する仮説が挙がっていた。
・国際収支説
もっとも古典的な仮説で、国際収支によって決まるというもの。例えば日本のアメ
リカに対する輸出が輸入を大幅に上回り、日本企業がこれらの受取、支払をすべ
て基軸通貨のドルでやっているとする。この時、日本はドルの受取が支払を上回
る。見方を変えるとドルの供給（受取）が需要（支払）を上回るので、市場メカニズ
ムが働き（ネギの供給が増えれば、ネギの価格が下がる）、ドルの価格が下がり、
ドル安（＝円高）となる。これが国際収支説である。
しかしこれには反論がある。円高では輸出が苦しくなり、輸出が減り経常収支が
マイナスに転じるようになり、円安となり為替レートが反転していく。つまり放ってお
いても元に戻るというものである。これが変動相場制に対する理論的バックボーン
である。「流れに任せれば真の為替レートになる」ということである。

④為替レートの変動要因



・アセットアプローチ
為替マーケットが生まれれば、そのカネの需要、供給に関係なく、ここで利益

を生もうという動きが出てくる。このマネーゲームは通貨を資産（アセット）と見て
取引するということである。1ドル100円の時に1ドル買って、1ドル120円の時に
売れば20円の利益が出る。だから上がると思えば買い、下がると思えば売ると
いうもので人間の心理ゲームである。国際収支よりも短期的な動きであり、国際
収支同様に「カネの本来の価値」とは関係ない世界である。
・購買力平価説
アセットアプローチが短期、国際収支（アセットアプローチに対しフローアプ

ローチと言う）が中期なら、もっとも長期なアプローチである。
これは「カネの価値」に関する仮説である。どこの国で買っても「同じモノであ

れば価値は一定」であり、売買価格はこの本来の価値と為替レートで決まると考
える。
ある自動車の価値が100だとする。この価値100が日本では100万円、アメリカ
では1万ドルなら、為替レートは1ドル＝100円になるというものである。つまりそ
の貨幣での「価値を買う力」（購買力）が等しく（平価）なるように為替レートメカニ
ズムが働くというものである。



しかし為替レートはほとんど不規則に変動しているのが現状である。
為替レートの答えが出ないので、グローバルマーケティングには為替リスクが

存在する。これを何とか小さくすることを為替ヘッジと言う。
為替ヘッジにはさまざまなものがあるが次のようなものが有名である。
・通貨先物取引…将来の一定時期に受け渡しすることを約束する取引である。こ
れを使って為替ヘッジすることができる。例えば「6ヵ月後に船を1000万ドルで販売
する」という契約を結んだとする。6ヵ月後に1000万ドル入ってくるが、円ベースで
はいくらになっているのかがわからない。そこで、今1ドル＝100円なら「6ヵ月後に
1ドル100円で1000万ドルを売る」（円にする。これが先物）という「取引」を“今”契
約すればよいことになる。これが通貨先物取引といわれるものである。
・オプション取引…オプションとは74ページで述べたが、権利のことである。先ほ
どの例で「6ヵ月後に1ドル100円で1000万ドルを売る」ということを契約するのでは
なく、この権利（オプション）を買っておく（例えば1000ドルで）。そして6ヵ月後、円
高（1ドル90円）なら権利を行使し（これで100万円の為替差損をヘッジ）、円安（１ド
ル110円）なら権利を使わず110円で売ればよい（為替差益100万円）ことになる。
この1000ドル（10万円）は保険のようなものとなる。そしてこの「6ヶ月後1ドル100

円で1000万ドル売る権利」がいらないと思えば売ればよい。
つまりこの権利もマネーゲームの対象となる。これが48ページで述べたデリバ

ティブの発生源である。

⑤為替ヘッジ



そして今やグローバル経済である。実体経済（企業がモノ・サービスによる活動を
している世界）よりも金融経済（マネーゲームの世界）の方が利益という産物を生ん
でいる。世界の大金持ちの多くはマネーゲームのギャンブラーであり（すぐに破産
する人もいるが）、そのギャンブルがまじめな企業経営を極めて難しいものにしてい
る。
特にグローバルマーケティングではこのマネーゲームリスクをいかにヘッジしてい
くか（いかにマネーゲームで儲けるかでなく）がその最大のテーマと言ってよい。



PART２ ファイナンスノウハウ
第4章 ITに活かす

・・・第４章 ＩＴに活かす



最後はカネとITの関係である。ここでは2つのことをテーマとする。1つはカネに関
する情報システムである。これを経理情報システムと呼ぶ。もう1つは情報システム
を中心とするITへの投資である。



１．経理情報システム （１）企業情報システムの歴史

1．経理情報システム

（１）企業情報システムの歴史
企業の情報システムは、歴史的に見ると大きく3つの時代に分かれる。これと
経理情報システムとの関係を考えてみよう。
①第1世代：プログラムの時代
（ⅰ）企業全体
コンピュータは計算機として誕生した。computeは「計算する」という意味であ
る。計算するために“計算式”を決め、これをコンピュータに覚えさせ、そのうえで
そこに“数字”を入れて実行する。当初は数学者が円周率を計算するためなどに
コンピュータを用いていたが、IBMなどのコンピュータメーカーが、これを企業の
事業活動に使うことを考える。
先ほどの“計算式”にあたるものを「プログラム」（「段取り」というイメージ）、“数
字”にあたるものを「データ」（当初は数字だけであったがすべての文字を対象と
していった）と考えるものである。コンピュータにプログラム（＝仕事のやり方）を
覚えさせ、データを与えることで仕事を実行させるものである。仕事のコンピュー
タ化である。



これによって従来人間がやっていた膨大な単純作業（固定的な仕事のやり方で、
データを変えながらひたすらくり返していく）をコンピュータが担うことになった。これ
をEDP（Electronic Data Processing）と呼ぶ。日本ではこのelectronicを「電子」と
訳し、あわせてコンピュータを電子計算機と呼んだ。日本では手作業のコンピュー
タ化という表現がポピュラーである。工場で単純作業を機械に置き換えるのをよく
機械化と言うが、これはコンピュータによる「事務作業の機械化」とも言える。
コンピュータ化の最大の特徴は、仕事が早く、正確になるということであり、これに
よって事務処理コストが大幅にダウンする。これを工場の機械化にならって省人化
と呼んだ。
そのイメージは次のようなものである。



プログラマー（通訳者）

プログラム

コンピュータ

コンピュータ語で登録

インプット
（入力）
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コンピュータ化以前は前ページ図のレポート利用者（上司など）が部下やスタッフ
（上記のデータ発生元）に自らや会社が必要とするレポート作成を依頼し、この人
が必要データを集め、自らのノウハウ（「仕事のやり方」を知っている）でレポートを
作っていた。
これをコンピュータ化するのだが、コンピュータは人間語（日本語、英語…）が通じ
ず、コンピュータ語しかわからない。そこでこれまでのレポート作成者（データ発生
元）が「仕事のやり方」を「プログラマー」と呼ばれる通訳者（人間語⇔コンピュータ
語）に伝え、彼（彼女の方が多かったが）がこれをプログラムとしてコンピュータ語で
教える。そのうえでデータをコンピュータにインプット（入力）するのだが、コンピュー
タは1台しかなく、データ発生元の人はたくさんいる。そこでデータの入力専任者
（キーパンチャーと呼ばれた）を決め、彼（これも彼女の方が多かった）がデータ入
力を行い、処理結果（アウトプット）をレポート利用者が使うというモデルである。
こうしたデータ処理モデルが現在の情報システムの原点であり、これが次のよう
な現象を生む。



・プログラマー（後のSE）、データ入力専任者、さらにコンピュータを動かす人（オ
ペレーターと言う）がコンピュータとともに1つの部署に集結し、電子計算機室（後
の情報システム部）と呼ばれた。コンピュータはセキュリティ、温度管理（すぐに
熱くなるのでクーラーが必要）のため地下室や別建物となり、一般オフィスと隔
離されることになる。人的にも情報システム部とそれ以外の部門とは交流がなく
なり、「入社後すぐに情報システム部へ配属され、そのまま退職するまでいる」と
いうのが普通となる（と言っても当初はプロの集団でなくてはならないので、中途
採用からスタートした。その後、新卒も採用するようになった。コンピュータの本
格導入は1970年代であり、最近になって新卒→定年という人も現れている）。ま
たここでは女性の採用も多く、「コンピュータを使うのは女性」というイメージが企
業に定着していく。
・一方、それ以外の部門は電子計算機室に対し、「利用部門」（後にエンドユー
ザーと呼ばれる。コンピュータの第一のユーザーはプログラマー、データ入力専
任者）と呼ばれる。利用部門から見るとコンピュータは完全にブラックボックスで
あり、その実体（どういうものなのか）はベールに包まれている。一般従業員は
無論の事、レポートを依頼しているマネジャーなどにとっても、コンピュータは遠
い世界である。次第にそのコンピュータレポートがどうやって作られているかさえ
もわからなくなっていき、そのやり方は「コンピュータのみぞ知る」という形になっ
ていく。



（ⅱ）経理情報システム
どんな企業においても、コンピュータ化に最初に取り組む仕事は決算書をアウト

プットするファイナンシャル･アカウンティングである。これは「法」というはっきりとし
たやり方にもとづいてデータを処理するものであり、まさにコンピュータのスピード、
正確さによって省人化が期待できる仕事である。
こうして従来の経理部で見られた「帳簿とそろばんとにらめっこ」という時代が終
わった。しかしすべての仕事がコンピュータにできるはずもなく、経理判断（「データ
をどのアカウントに入れるか」など）、データチェック（プログラムが正確でも入力
データが誤っていれば結果はエラー）といった仕事が必要となる。そのため経理部
の仕事のコンピュータ化により新陳代謝（職人肌のベテランが辞め、学校で簿記を
学び、コンピュータへの抵抗感がない若い人が入ってくる）が起きる。
経理情報システム、経理部の特徴は他部門と比べてコンピュータのブラックボック
ス性が低いことである。それは以下の理由による。
・経理が最初にコンピュータ化する仕事であり、情報システム部と一緒になってコ
ンピュータ化を進めるという形でやってきた。そのため企業によっては総務・経理部
＊という形を取って、情報システム担当もこのチームにいることも多かった。
・経理部員に数字、機械への抵抗感がなく、コンピュータアレルギーが少ない。と
言うよりもアカウンティングという仕事自体がデータ処理そのものであり、コンピュー
タアレルギーを持った人は淘汰されていった。



＊総務とは、もともとは「組織内のすべての事務」という意味であり、ここからさまざまな事務が独立していく。経理
もその1つである。こうして総務は「他の事務部門がやらないことはすべてやる」という部門となる。77ページのIRも
総務部が担当していたが、仕事として独立させて、IR部とすることも多くなっている。



（ⅰ）企業全体
経理システムを皮切りに、企業内の事務処理は次々とコンピュータ化されていく。
販売、仕入、在庫、生産管理、原価計算、・・・。
しかし順繰りにコンピュータ化を進めていくため、すでに出来ているプログラムと
のインターフェースが複雑になってくる。アカウンティングのプログラムを作る時は
仕入事務のことを考慮していないため、2重入力（経理プログラムと仕入プログラ
ムに仕入データを2回インプットする）、データの不整合（アカウンティングの仕入集
計値と仕入システムの結果が合わない…）など大混乱となっていく。
ここで「すべてのプログラムに一貫性を持たせたい」というニーズが生まれ、プロ
グラムから「システム」という言葉が使われるようになる。システムとは「共通のベク
トルを持つもの」という意味である。これに応じる形でコンピュータ担当はプログラ
マーに代わってシステムエンジニア（SE）が登場し、技術的にはデータベースとい
うものが導入される。
これまではプログラムという「手続き」が使いやすいようにデータを持っていた。そ
のためアカウンティングデータと仕入データはフォーマット（形式。どういう順番で
入っているかなど）が異なっていた。これを改め、データを中心に考えることとした。
これをDOA（Data Oriented Approach：データ指向アプローチ）と言う。

DOAの中核をなすのがデータベース（「データの基地」という意味）である。すな
わち企業内のすべてのデータを1ヶ所に集め、これを各システム利用者が共有す
ることである。次のようなイメージである。

②第2世代：データベースの時代



販売部門生産部門

レポート 販売システム生産システム

仕入システム給与システム

情報システム

ホスト

生産システム担当SE データ責任SE 販売システム担当SE

ｵﾝﾗｲﾝ ｵﾝﾗｲﾝ
端末 端末

データベース

データを中核とするので、これを情報システム、さらにコンピュータ技術はIT

（Information Technology：情報技術）と呼ばれるようになる。
ITも進化し、データ入力をオンライン（離れた所と線をつなぐという意味）で出来
るようになり、各利用部門に入出力機（端末と言う。コンピュータはこれに対しホ
ストコンピュータ、略してホストと呼ばれる）が置かれた。
しかし相変わらず情報システムは情報システム部がガバナンスし、一般利用
者にとってはブラックボックスである。



またこれによってそれまでプロに頼んでいたデータ入力を自部門でやらざるを得
なくなった。営業部門で言えば、営業マンができるはずもなく（やりたくない）、ここに
データ入出力のサポーターが求められる。このサポーターは自然な形で事務スタッ
フ（伝票管理を担当していた）が担う。そしてこの事務スタッフには伝統的に女性が
配属された（かなりひどい話だが、当時は「技術の進歩は早いから、すぐに新しいこ
とを覚えなくてはならない。だから入社してもしばらくしてやめる女性がよい。できれ
ば高卒、短大卒くらいの女性がよい」とうそぶく人もいた）。こうして情報システム利
用部門は「あのレポートをちょうだい」と言えば渡してもらえる「事業ライン」と、それ
を作る「スタッフ」という形で分離されていく。そしてラインのマネジメントからはITだ
けがはずされるようになっていく。ITを使えないマネジャーがITを使えるスタッフをマ
ネジメントできるはずもない。



（ⅱ）経理情報システム
このデータベース化の中で経理情報システムは孤立化し、他の情報システム
とは分離されたプログラム状態のまま存在していく。

データベース

仕入システム

マネジメント・
アカウンティング
システム

販売システム

営業部門

情報システム

経営者

経営ｽﾀｯﾌ

ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ

経理プログラム

経理部

経理情報システム

ｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ
ﾚﾎﾟｰﾄ

社会

チェック

入力・判断
必要データを
受ける

経営企画部

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

上図のように情報システムがデータベース化しても経理プログラムだけは何も
触わらず、アカウンティングデータとして使えるものをデータベースから取り込み、
それ以外のものは経理部が入力するという形となり、孤立していく。情報システム
も経理プログラムも同一ホストコンピュータ内にあるので、外からは統一している
ように見えるが、システム設計上は完全に分離している。



その理由は次の3点である。
・アカウンティングを10年以上コンピュータでやっていくと、もうこのアルゴリズム（ど
うやってデータを処理するか）を経理部内でさえもわからなくなる。SEがこれを情報
システム内に取り込もうとしても、どうしてよいかわからない。
・この経理プログラム、アカウンティングデータは監査対象であり、そのインテグリ
ティ（データの正確性を確保すること）、セキュリティ（データを外敵から守る）からし
て、SEにとっても触りたくない（もしいじってエラーが起きたら社会問題になる）領域
であり、分離させたい。そうすればそのインターフェース（データベースから渡す
データ）を設計すればOKとなる。
・ITベンダー（ITを商品とする会社）は上位互換という戦略を採っていた。コンピュー
タは次々とプログラム化、データベース化して行くので、時とともに性能を向上させ
ること（大量のデータが入る。スピードが早い）が必要となる。つまり買い換えであ
る。ここで上位機種へ取り替える際は、同一メーカー製であれば従来のコンピュー
タで作ったプログラム、システムはすべて動くように設計する。こうすることで他社
製のコンピュータなどへのリプレースリスクを抑えた。見方を変えれば、過去作った
プログラムを捨てられなくなってしまうので、作ったプログラムが半永久的にコン
ピュータ内にあることになって、逆に非効率となってしまう（プログラムがいつの間
にか1万本も社内にあるようになった。しかしゼロから作れば10本くらいでOKという
ものである）。



こうして多くのプログラムは昔作ったままで、その入出力を変える（プリンタをディ
スプレイに）という形で進められた。そのためプログラムは最初に作った人しかわか
らず、この人が去っていくと完全にブラックボックス化してしまう。中でもアカウンティ
ングというルールどおりの仕事を行う経理は、そのシンボリック的な存在となった。
しかしこうしていくとマネジメント･アカウンティングから見ると極めて使い勝手が悪
い。経理部が判断して入力するアカウンティングデータはデータベースに存在せず
（減価償却などの決算データ、税金のデータ）、かと言ってアカウンティングデータ
にはセキュリティ上アクセスできない。こうなるといちいち経理部門に頼むしかない
（経理部門としても煩わしい）。そこでマネジメント･アカウンティングは経理プログラ
ムからは独立した形でシステム化する。そしてアカウンティングデータから一定のも
のだけを受け取り（場合によってはアカウンティングレポートからエクセルへ再入力
する）、そのための担当部門も新設する。これが経営企画部、社長室といった新し
い経営スタッフである。このチームで担当するマネジメント･アカウンティングの代表
が294ページで述べた予算である。こうしてますます経理システムは孤立していく。



（ⅰ）企業全体
企業内がオンライン化していく中で、もう1つの動きが生まれる。それは外部との
データのやり取りである。A社からB社へ商品を納入した時、A社、B社ともにデー
タが必要となる。A社からは請求書を出し（納品データ、売上データ、請求データ、
売掛データなどが必要）、B社はそれをしばらく止めておいて（入庫データ、仕入
データ、被請求データ、買掛データなどが必要）支払う（B社に買掛消し込みデー
タ、出金データ、A社の売掛消し込みデータ、入金データ）。これらはすべて同一値
（「円」のデータ）である。これをA社、B社それぞれデータベースに入力しなくては
ならない。こうなるとデータのやり取りが錯綜し、2重入力、データの不整合といっ
たことも発生する。
そこでこの両社のデータベースを「つなごう」という動きが生まれる。ネットワーク
化である。しかしA社とB社のデータベースの作り方（データをどうやってコンピュー
タに持たせるか）が異なるので、データのやり取りがうまくいかない。当初はプロト
コル変換（データの持ち方などのルールの違うものをつなぐこと）としてやっていた
が、ネットワークの広がりの中でこれが大変なことになる。

A社はB社とだけでなく何百社と取引している。つまり何百というプロトコル変換
をしなくてはならない。そこでデータベースの作り方を統一していけばよいという動
きが出てくる。しかしデータベースを取り替えるとそれを使っているプログラムを全
部とりかえなくてはならず、膨大なコストとなる。

③第３世代：ネットワーク＆ERPの時代



一方で、この動きは後からIT業界へ入ってくるベンダーにとってはビジネスチャン
スとなる。これまで367ページの上位互換で、すでにコンピュータが入っている顧客
へ、他のITベンダーがIT商品を売ることができない。そして一般企業はこの上位互
換によるプログラムの増加、混乱でコストアップとなっていった。
しかしよく考えてみると、同一業界内にある企業は、同じ事務処理をやっており、
それぞれプログラムを作る必要などない。これを統一すればよい。オーダーメイド
服から既成服への転換である。しかもプログラムは洋服とは異なり、コピーが出来
る。同一のプログラムはほぼノーコストで生み出せる。そしてデータベースの構造も
統一すれば簡単にネットワーク化できる。これがERPパッケージ（Enterprise 

Resource Planning）であり、業界ごと（仕事のやり方が同一）に商品化され、これ
が多くの会社に導入されることでERPパッケージの価格はどんどん下がり、それが
普及に輪をかけていく。



A社データベース B社データベース

仕入管理ｼｽﾃﾑ

販売管理ｼｽﾃﾑ

パソコン

ERPパッケージ

A社

ERPパッケージ

B社

データ

データ

請求書
エクセル

パソコン

デ
ー
タ

仕入管理ｼｽﾃﾑ

販売管理ｼｽﾃﾑ

ここでERPパッケージは情報システムに変革をもたらす。ERPパッケージとして
提供するのは「固定化された仕事のプログラム」だけである。毎日行っている請求
書の出力といったものであり、これを「基幹系」と言う。そしてこの頃、利用部門に
もパソコンが普及していく。パソコンは利用者が個人的に使うものであり、「1人1

台」である。
一方、計画データなど試行錯誤しながら作っていくものは、ERPパッケージでは
プログラムを提供できない（どうやってデータ処理するか決まっていないので登録
できない）。ここにはパソコンにすでに普及しつつあった表計算ソフトが用いられる。
この表計算ソフトにデータベースからデータを提供し、「後はご自由に」というスタ
イルである。



このERPパッケージ側のコンピュータを「サーバー」、ここからサービスを受けると
いうことでこのパソコンを「クライアント」と言う。

ERPパッケージのベンダーとしてはこの表計算ソフトへのデータの渡し方（イン
ターフェース）を決めたいのだが、ソフトがバラバラでは不都合である。そこで採用
されたのがマイクロソフト社のエクセルである。こうしてエクセルは多くの企業（と言
うよりもほとんどの企業）に導入され、世界標準となっていく。そしてさらなる高機能
を求める人へは「アクセス」というツールを提供していく。しかし相変わらずエクセル
を使っているのは経営スタッフ、マネジャーのスタッフだけである。



（ⅱ）経理情報システム
このネットワーク、ERPの時代に入っても、経理情報システムは孤立したままで
ある。ERPパッケージを導入しても、366ページの理由によりこの経理情報システ
ムだけはアンタッチャブルとしてそのままとされた。データベースを入れ替えても経
理情報システムはそのデータベースからデータを取り込むようにし、相変わらず他
部門はこのアカウンティングデータを使うことはできない。ITベンダーが経理のア
ルゴリズムがわからず、実質的には経理部がこれをプログラミング（アカウントの
作成、独自ルールの適用…といったもので、ベンダーは「設定」と呼んでいるが、
実体はプログラミングである）する形となる。つまり366ページから何の進展もない。
と言うよりも経営スタッフの中でも経理部だけは異質の存在となる。他のスタッフ
はエクセル中心の処理をしているが、経理部内スタッフは独自（自分だちだけが使
いやすい）システムであり、そのリプレースを拒む。しかし経理の根幹部分のアル
ゴリズムは数十年前に作ったものであり、理解できない。そのため「設定」以外の
アルゴリズム変更には耐えられない。そして本書で述べたように近年になって上
場企業はIFRSのコンバージェンスなどによって、アカウンティングルールが毎年
のように変更され、これに対応していかなくてはならない。自社ではできないので
外部のプロのコンサルタント（この人はこの変更だけを専門にやっている）に高い
カネ（仕事をやって欲しいという需要とやれる人の供給というバランスが悪いので
値が上がり、高くても頼まざるを得ない）を払って頼むようになる（私のまわりでもこ
れで食っているヒトはたくさんいる）。



そして経理システムはますますブラックボックス化していく。企業内に経理情報シ
ステムの設計思想を説明できる人がおらず、経営者から見ると経理情報システム
は高いカネを払う会計事務所のようなものとなる（少し言い過ぎかもしてないが）。



（２）次世代の経理情報システム

①インターネット＆Web

（ⅰ）インターネットの誕生
「ERPパッケージ+ネットワーク」には1つ大きな問題がある。それはネットワーク
の錯綜である。A社とB社がつなぐ、これにC社が合わせてつなぐ、D社とE社がつ
ながってからA社につなぎたい…とつなぎ方が錯綜してくる。ここに業界ごとに1つ
のネットワークを作って皆がつながろうということになる。これが業界VAN（Value 

Added Network）である。
日本で最初に誕生した業界VANである。しかし業界VANは銀行のようにおカミ
が社会インフラとして作るのはイレギュラーなパターンであり、「業界内の1社が自
分の会社のシステムにつながせる」という形で作られた。そして当然のようにライ
バルはそのネットワークには入れない。仕方がないので、そのライバルは自分で
作る。JALとANAのネットワークを考えるとわかると思う。

（２）次世代の経理情報システム



そして最終消費者が困る（JALとANAの座席予約のためには、別々のネットワーク
へつなげなくてはならない）だけでなく、今度は業界間でのネットワークができなくな
る。これに最初に気づいて、おカミがチャレンジしたのが銀行の第3次オンラインとい
うものである。つまり銀行を利用企業（他業界）、家庭とつなぐというものである。この
ネットワークに銀行は膨大なIT投資を行い、終わった頃（1990年頃）にバブル崩壊
を迎え、このIT投資が致命傷となって最悪の結末を迎えてしまう。
一方、アメリカではネットワークに革新的なアイデアが生まれる。インターネット（イ
ンターとは「つなぐ」という意味で、ネットワークとネットワークを「つなぐ」ということ）で
ある。もう世界中に誕生してしまったネットワークを、そのままにして、そのネットワー
ク同士を一定のルールでつないでいくというものである。アメリカは国家としてこれを
税金で推進していくが、1995年アメリカはこのインターネットを全面的に民間へ開放
する。これによって世界中に存在していた各社のネットワーク、業界VANなどは吸い
込まれるようにインターネットへ接続していき、世界中は1つのネットワークとなる。



（ⅱ）Web型へ
このインターネットは情報システムに新しいトレンドを生む。「集中から分散へ」で
ある。364ページの第2世代はデータ共有であり、あちこちにあるデータを1ヶ所に
集めて「皆で使おう」というものである。
一方、インターネットの世界はデータは共有しないで（分散したままで）それぞれ
のデータ発生元に置き、「利用者が必要に応じて自分で探して使う」というもので
ある。こうしてデータとデータはくもの巣のようにつながっていくので、インターネッ
トはWeb（くもの巣のこと）と呼ばれる。
この波がインターネットというネットワーク接続の世界だけでなく、企業内の情報
システムにも広がる。
これまでの情報システムは368ページのように次のようなものであった。



利用者

情報系

共有
データベース

ERPパッケージ

サーバー
基幹系

クライアント

エクセル

利用者

インターネット

これがゆっくりと次のようなWeb型と呼ばれるスタイルへ変身している。
・データは発生元で発生した状態のままで加工せずに保管する。これをデータ
ベースに対し、データウェアハウス（warehouseは倉庫のこと）と言う。データを
いじらずに倉庫へそのまま投げ込む感じである。
・利用者はデータのアドレス帳（データがどこにあるか）をポータルサイト（portal

は玄関のこと。利用者が最初に見るページ。利用メニューが書いてある）に持っ
ていて、必要なデータを自分で収集して利用する。
・常に一定の使い方をしている時は、情報システム部などが情報ビュー（＝情報
の見方。情報利用スタイルのこと）を用意して、自らのポータルサイトでそれを指
定すれば使えるようにする。
そのイメージは次のようなものである。
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これは現在のインターネットの構造と同じである。すべてのサーバーはインター
ネットに接続されており、利用者側からはこれが1つに見え、どのデータがどこにあ
るか（住所＝アドレス）がわかっている（わからない時はキーワードで検索する。こ
れを検索エンジンと言う。Googleが有名）。
ここでの情報システム部門は次のような仕事を行う。
・システム全体のインテグリティ、セキュリティ
・データのアドレス管理を含めた維持管理
・ポータルサイト（メニュー）の設計
・利用者のリクエストに応え、情報ビュー（特定利用者の利用スタイルを設計）を作
成する



このWeb型への移行を機に、経理部はブラックボックスを脱却して、他のデータ
システムと同様の位置づけとすべきである。すなわち経理部内で発生したデータ
は経理部内のサーバーに持ち、他の必要データは他サーバーから取り込む。ま
たアカウンティング業務など定期的に同じスタイルで使用する時は、その情報
ビューを持つ。
これを280ページのチームごとに考えてみよう。アカウンティングセンターでは、
アカウンティングに判断を必要とするデータは経理サーバーに持つとともに、その
他必要なアカウンティングデータはリアルタイムに自部門のサーバーに取り込む。
これらのデータでファイナンシャル･アカウンティング、タックス･アカウンティングを
行う。
一方、ファイナンシャルセンター、シミュレーションセンターはこのアカウンティン
グデータを含め、社内のデータを必要に応じて収集し、そのデータ分析を行う。無
論マネジメント･アカウンティングもこのシミュレーションセンターで行う。

②次世代の経理情報システムのあり方



アカウンティング
データ

アカウンティングサーバー

アカウンティング
レポート

アカウンティングセンター

分析
結果

ファイナンシャル＆
シミュレーションサーバー

取り込む

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｾﾝﾀｰ、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

現場で発生したアカウンティングデータを取り入れる

判断が必要な
データｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ

分析、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

他部門のデータ

コントロール

アカウンティングデータはアカウンティングセンターが情報システム部のサポート
を受けながら、内部コントロールを行う。そのポイントはインテグリティ、セキュリ
ティというマネジメントコントロールである。これについては次に述べる。ただし
ファイナンシャル＆シミュレーションシステムは他部門同様に情報システム部内
のコントロール下にある。



ここでのインテグリティはデータの正確性という意味であるが、コントロールの世
界では完全性と表現する。book-keeping（簿記）の“keep”と同じものである。つま
りデータの過失エラー、内部の不正から守るということである。
インテグリティ確保は次のような形でこれを進めていく。
・アカウンティングデータはデータ項目ごとにアクセス権限を持たせる。アクセス権
限は経営者を含め従業員ごとに特定される。この権限は「アクセス不可」「読み込
みのみ可」「書き込みも可（無論読み込みもできる）」の3段階に分けられる。例え
ば一般営業マンは「個別設備の減価償却費データ」については「読み込み可」、
「個人の給与データ」は「アクセス不可」といった形で「従業員×データ項目」のマト
リクスでこれを決定していく。
・特定データにアクセスする時は、その人のアクセス権限を確認する必要がある。
これをログインと言い、ユーザー名（IDと言う）とパスワードの組み合わせが一般
的である。近年では指紋なども用いている。
・アカウンティングデータへのアクセスについては、「読み込み」を含めすべてのア
クセス履歴（これをログと言う）を残す。
・他部門からのデータの自動取り込みについてもすべてログを残す。
・このログデータの管理者を設定する。一般にはCFO（Chief Financial Officer：企
業内のカネに関する責任者）がこの責任者となる。何か問題が起こると、このCFO

が責任を取る。

③インテグリティ



・ログデータが保存されていることを企業内にディスクローズする（不正をやれば
必ず見つかる）。
・アカウンティングデータは2つ同時に発生するが、必ずデータ入力、保存する
サーバーを分ける。外部からアカウンティングデータを取り込む際は、仕訳の左
右データの照会を行う。一致しなければ、そのログを残すとともに両サーバーへ
通知する。あわせてアカウンティングデータには末端の各アカウントごとに管理責
任者を設定する。例えば「売上データ」は営業企画部長、「棚卸データ」は物流セ
ンター長…といった感じである。無論、現金、預金、売掛金などのファイナンス
データはアカウンティングセンター長であり、同時に発生するアカウント（買掛、売
上）の片方はアカウンティングセンター側で責任者を決める。
・すべてのアカウンティングデータには最低1つのエビデンスを決める。売上デー
タであれば受領書、請求書、完了報告書…といった、いわゆる「現物」である。こ
れらさまざまな書類の管理責任者も決めておく。これは現場のマネジャーしかい
ない。請求書なら支店長、営業所長、営業課長といったものである。
・アカウンティングデータ、ログおよび「現物」について監査を実施する。監査には
社内監査部門における任意監査（法で決まっていない）、公認会計士などによる
法定監査がある。これら監査は定期的ではなく、不定期にこれを行う。



セキュリティはアカウンティングデータを外敵から守るというものである。情報セ
キュリティについては情報システム部のミッションであるが、アカウンティングデータ
は情報システム部がこれを設計しても、最終的にはアカウンティングセンター
→CFOというラインで行う。それはアカウンティングデータがIRという形で外部公表
されるものであり、セキュリティを破られた時にもっともダメージを受けるデータだか
らである。そこでインテグリティとともにアカウンティングデータのセキュリティについ
ては経理部の責任とする。
セキュリティの具体策はITの世界だが、カネのデータに関してはファイナンスの世
界である。ここではその考え方を概説しよう。

securityとは「安全確保」という意味であり、ITの世界だけでなく、先人たちが悩ん
だテーマである。そしてその答えは出ている。だから情報セキュリティについてもこ
の先人たちの知恵に従う。
情報セキュリティにおいて「1億円の現金を守る」（ITでは1億円の価値のあるデー
タ。破られると1億円のダメージを受ける）という例を使って考えてみよう。

1億円の現金（データ）を守るためには、金庫（セキュリティシステム）とカギ（パス
ワードなどによる認証）を用意するしかない。まず最初のテーマは1億円の現金
（データ）を守るには、いくらの金庫が妥当かということである。難しいセキュリティ
の本には「『リスク発生の確率（セキュリティシステムが破られる確率）×リスク発生
によって受けるダメージ（その時の被害額）』で『リスクの期待値』を出し、その金額
以内に金庫（セキュリティシステム）の値段を抑える」と書いてある。

④セキュリティ



しかしセキュリティではリスクをすべて予測することなんてできないし、そもそも発
生確率なんてどうやって計算してよいかわからない。損害金額もアカウンティング
データなど「なくては困るデータ」は計算のしようがない。
ここでとりあえず500万円の金庫（セキュリティシステム）を買うことにする。次に考
えるのは「カギが壊された時」である。カギが壊れると1億円の現金（データ）が使え
なくなってしまい、1億円損してしまう。カギがなくても金庫が開くなら、それはカギで
はない。そして絶対に壊れないカギなど作れない。つまり500万円の金庫を買うと「1
億円損する」という新しいリスクを抱えてしまうことになる。
この答えは「合いカギ」を作っておくしかない。そしてこの合いカギはノーマルなカ
ギを持っている人ではなく（カギを2つ持っていたら同時に2つなくしてしまう）、カギ
保管業者や壊れた金庫を直すことのできる人、つまり金庫（セキュリティシステム）を
作ったプロが持っているべきである。
そして残念ながら、多くのセキュリティシステムはノーマルなカギでなく、この合い
カギで空けられてしまう。
合いカギのことを考えればわかるとおり、世の中に万全な金庫、つまり万全なセ
キュリティなんてあるはずもない。万全なセキュリティシステムがないとすれば、この
テーマは「どの程度のセキュリティシステムが妥当か」となる。まずはっきりしている
のは価格が高い（高いセキュリティ料金）ほど強い金庫であり、守る現金が多い（大
切なデータ）ほど強い金庫にすべきということである。



こうなると「いくらくらいの金庫（セキュリティシステム）にするか」という最初のテー
マに戻ってしまう。この答えは1つしかない（と言うよりも人類は思いついていない）。
それは「普通」、つまり「常識的な金庫」である。1億円の現金（データ）を守るには普
通はどの程度の金庫（セキュリティシステム）を買うべきかという平均的な姿である。
そしてその「普通」は、他のコントロール同様にISOで標準化されている。これが
ISO27000である。
この標準化されたセキュリティシステムを装備すればよく、これを369ページの

ERPパッケージで述べたように、皆でそのコストを共有すればよい。つまりプロにセ
キュリティを委託することである。そしてそのプロの提示する価格（他社も払ってい
る価格）にするというのが、先ほどの「いくら」の答えである。生命保険、損害保険と
いったものと全く同じ考え方である。それが人類の出した結論である。
つまりセキュリティはプロフェショナルな企業へ委託し、その保険料を払うという形
である。そして常に「セキュリティ事故は起きる」という前提で、「起きたらどうする
か」を考えておくことである。



２．ＩＴ投資 （１）ＩＴ投資の特徴

もう1つの「カネとITの関係のテーマ」はIT投資である。つまりITへの投資をいか
に行うかである。普通に考えれば他の設備投資と同様に考えればよいということ
になる。しかしIT投資はこれまで述べてきたことから、次のような特徴がある。
・上位互換性、システム開発を委託していることもあり、ITベンダーのリプレースが
難しい。したがってITベンダーを競合させるのが難しく、投資額の比較ができない。
極端に言えば「値段はITベンダーの言うがまま」、「時価の寿司屋で会計を相手に
任せる」ようなものである。しかも上位互換性でバージョンアップしていけばどんど
んコストアップしてしまう。
・ITが他の設備とは異なり、経営者からはアンタッチャブルなものとなっている。多
くの経営者は自社の現場をよく知っており、他の設備投資はそのイメージがわく。
しかしITだけは「触ったことさえもない」という人も結構多い。情報システム部も中
核の所がITベンダーへ委託されているため、そのコストパフォーマンスがわからな
い。さらにその投資、つまりカネの使い方をチェックする経理部が情報システムの
第1ユーザであり、自らの仕事になくてはならないものとなっている。
しかしこれらのテーマは解消しつつある。それはERPパッケージ、インターネット
と進む中でシステムの標準化が図られていることである。そしてパソコンの登場で
ITが利用者に普及しており、そもそも会社に入ってからITを使い続けてきた世代
がマネジャー、そして経営者というポストを得つつある。

２．ＩＴ投資

（１）ＩＴ投資の特徴



最大のポイントは“今”情報システムがWebによって世代交代しようとしているこ
とである。そしてITベンダーもこれに応える形で変身している。新しいITベンダー
が参入し、昔の大手コンピュータメーカーのビジネスを縮小させている。
“今”情報システムは入れ替え期を迎えており、その投資について考えるチャン
スを迎えている。



（２）ＩＴベンダーの変身

①サービスへのチャージ
ITベンダーは自社の商品に対する考え方を変えている。従来はパソコン、サー

バー、ソフトウェア、ネットワーク…といった形で“モノ”を売ってきた。買う方から見
れば「固定資産」として計上すべきものである。これを改め「サービス」を提供する
というビジネスモデルにしようとしている。

ITベンダーがITに関するサービスを提供し、顧客企業がその使用料を払うとい
うものである。323ページのFVCとよく似た発想である。ここで考えたように、顧客
への付加価値（提供するサービスの質）で価格を決めようというものである。
従来は「原価＋利益」という形でカネを要求してきた。したがってITベンダーが

システムを作るのにカネ（原価）がかかるとITの購入価格が高くなる。しかもこの
作ったシステムをコピーして他社が使うと、最初の顧客だけ「価格が高い」という矛
盾を生んだ。そのためITベンダーは最初の顧客をダンピングして取るという形で、
自らの首を絞めていた。
これをサービスにチャージするという形にしようとしている。サービスの質を競うと
いうことである。そしてダンピングという資金力ではなく、サービスの提案力で勝負
していこうというものである。また従来であれば、ITベンダーから見ればシステム
開発のコストダウン（原価ダウン）は売上のダウンにつながるため、顧客へ提案し
づらかった。しかしサービスにチャージすれば、サービスをそのままにしてITベン
ダーがコストダウンすれば、それが利益となる。

（２）ＩＴベンダーの変身



この「サービスを売る」という変身のために、ITベンダーはオブジェクト指向とい
うものを取り入れた。
まず各利用者はシステムからデータサービスを受けると考える。その各利用者

にサービスを提供するモノをオブジェクトと言う。オブジェクトが「利用者が必要な
データを渡す」というもので、「データそのもの」と「データの使い方」という2つから
なる。
オブジェクトはこの2つがセットになっているもの（利用者からは1つに見える）で

ある。パワーポイントなどを使う時を考えればわかると思う。パソコンのデスクトッ
プにあるアイコン（これがオブジェクト）をダブルクリック（サービスを要求する。これ
をトリガーと言う）すれば、データと使い方を意識することなく、プレゼンテーション
などのサービスを受けることができる。
オブジェクトは「プラットフォーム」（何かが乗る所という意味）に乗っている。プラッ
トフォームはパソコン、スマートフォン、タブレット…といった利用者が接するハード
ウェアと考えればよい。オブジェクトは別のプラットフォームに移すこともできる（写
真をスマートフォンからパソコンへ）。

②オブジェクト指向



プラットフォーム

オブジェクト

データ
＆
使い方利用者

サービス

情報システム

トリガー

オブジェクトは利用者によって異なるが、当然のことながらオブジェクト間で共通
のデータや使い方が出てくる。
これらは1ヶ所に集めておいて、そこからオブジェクトに「サービス」した方が都
合がよい。これがサーバーである。この代表はデータをサービスするデータベー
スサーバーである。一方、サービスを受ける側は客なので「クライアント」と呼ば
れる。



データベース
サーバー

ﾃﾞｰﾀ
ｻｰﾋﾞｽ
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＆
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クライアント

プラットフォーム

ここで利用者は、同じ会社でも1人ひとり求めるサービスが違う。1人ひとりにそ
のニーズを聞いて作っていてはコストがかかってしまう。
そこで似たようなサービスを受ける利用者を1つのグループ（これをクラスと言う。
学校の学級のような感じ）にして、その代表者（学級委員のようなもの）にクラスと
してのニーズをSEがインタビューしてサービスを設計する。



このオブジェクト指向を理論的バックボーンとし、ITベンダーはソリューションビジ
ネスというものを基幹商品としている。
従来までの基幹商品はシステム開発と呼ばれるものであった。顧客企業の情報
システム部が利用部門のITニーズをとりまとめ、ITベンダーのセールスマンに引合
として出す。引合を受け、セールスマンはSEに対して情報システム開発の見積、
工程表作成を依頼し、これを情報システム部に提出し、情報システム部が合意す
ると、情報システム開発が発注される。
一方、ソリューションビジネスでは、まず顧客がITベンダーを選定する。このベン
ダーのソリューションSE（従来のセールスマンとSEを合体させたような人）が利用
部門を訪問し、業務上の課題などをインタビューし、その課題のITでの解決策（＝
サービススペック）を考え、それをシステムとして設計する。これを提案書、見積書
にまとめ、顧客と合意すれば受注する。つまりソリューションビジネスとはシステム
を売るのではなく、顧客の課題をITで解決（これがソリューション）するサービスを
売るものである。

③ソリューションビジネス



さらにこれをもっとはっきりさせるべく、顧客はプラットフォームとそこで使えるサ
ービスメニューだけを持ち、一切のシステムを顧客側に持たないようにする。これ
がクラウドサービスと呼ばれるものである。クラウドとは雲（インターネットの絵を雲
で書くことが多い）のことであり、「インターネットを使って雲の向こうの見えないシ
ステムからサービスを受ける」というものである。無論このサービスにチャージする
。このサービスを受ける側から見るとIT資源はほとんどなく（プラットフォームをレン
タルすることもある）、「サービスを買う」という形となる。



（３）ＩＴ投資

以上のことを考慮し、IT投資を考える。
①投資対象、使用期間

IT投資を行って、何を買うと考えるかである。それはITベンダーの考え方に合わ
せ、「モノではなくサービスを買う」とする。そうするとサービス料であり、投資では
なく「費用」となってしまう。しかしITサービスは一度意思決定して（買う）決めたもの
を長期に渡って使うことになり、「投資」と同じものとなる。したがってサービスの使
用期間（=固定資産で言う耐用年数）を考えなくてはならない。このサービスの基と
なるもの（ITベンダーにあるもの）はハードウェアとソフトウェアである。法定耐用年
数はパソコンが4年、サーバー以上が5年、ソフトウェアは5年となっている。ここで
は「5年」と設定するのが妥当であろう。つまり「年当たりサービス価格×5年」がIT

投資金額となる。

（３）ＩＴ投資



（ⅰ）IT投資の考え方
多くの企業のIT投資額の決め方は、極めてアバウトである。と言うよりも投資予
算策定時にITベンダーから見積を取り（少し金額をたたいて）予算化してきた。380

ページの「時価の寿司屋」であり、ITベンダーから見れば「いい客」である。無論こ
れでよいはずがない。他の設備投資同様に経営計画の一部と考える。
この投資額の算定ですぐに思いつくのが「費用対効果」である。しかし「費用」は
上のようにITベンダーから見積をとればよいが、効果は自分で考えなくてはならな
い。ITベンダーに考えさせれば無論とてつもなく大きな額となる。しかしやってみれ
ばわかるが、この効果算出は極めて難しい。ITは多くのサービスが集まって1つの
システムとなる。本来「効果」というのはそのサービスが「ない場合」と「ある場合」
の比較をしなくてはならない。しかし「ない場合」を想定できない。今やすべての企
業はこのITなしには仕事ができない。

②投資額



そこで現在のシステムに“あるサービス”を追加すると考えてみる。しかし費用は
追加コストで測れるが、効果はどこまでが既存部分でどこからが追加部分かがわ
からない。しかも既存のサービスに新しいサービスを追加すると当然のことながら
既存のサービスにもシナジーが生まれてしまう。この既存サービスにも生まれる効
果を考慮すると極めて大きくなり、どんどん追加、修正すべきとなってしまう。これ
が先ほどの「捨てる」という意思決定をできない原因であり、結果的にはコストアッ
プとなってしまう。
結論を言えば168ページの「投資額＝営業キャッシュフロー＋財務キャッシュフ
ロー」が基本であり、一般的には営業キャッシュフローからの投資を考える。つまり
営業キャッシュフローの何％をIT投資に回すかということである。
ここではまず次の2つの概念を理解しなくてはならない。



・TCO

ITコストは「目に見えるコスト」（機器導入費、システム開発費、保守費など支払
額として確認できるもの）と、他の費用を増加させる「目に見えないコスト」（コン
ピュータを置く場所、電気代、通信費…などIT以外の費用と合算されてわからなく
なってしまうコスト）がある。後者も加味して考えていくことをTCO（Total Cost of 

Ownership）と言う。
目に見えないコストは見えないだけに算出が難しい。そこで「目に見えるコスト」

に対してどれくらいの比になっているかを考える。実際にこれを詳しく調べた会社
があるが、目に見えないコストがTCOの30～50％程度となっている。そこで間を
取ってTCOの40％と考える。目に見えるコスト：目に見えないコスト＝6：4である。



・イニシャルコストとランニングコスト
もう1つの概念はイニシャルコストとランニングコストである。この比を過去の
データなどから算出しておく。
イニシャルコストとは初期投資額であり、クラウドなどのサービスを受ける場合
でもすべて月額料金というケースはありえない。ランニングコストは導入後発生す
るコストである。多くの企業でのイニシャルコストはシステム開発費、機器導入費
であり、これはB/Sに固定資産として計上されているのですぐにわかる。一方、ラ
ンニングコストは保守費、ソフトウェア修正費といったもので、必ずしもP/Lで区分
表示されていないが情報システム部の経費予算部分であり、何らかの形で残っ
ているはずである。
これまでの多くの企業では、イニシャルコストとランニングコストの比は1：1となっ
ている。つまり1000万円のIT投資であれば、その後で1000万円の経費がかかっ
ている。



（ⅱ）IT投資額算出のステップ
・現状の投資額
まずはB/Sの固定資産から現状のIT投資額を算出する。仮に4億5000万円だっ
たとする。これを耐用年数（5年）で割った「年あたりの投資額」を出す（9000万円）。
これが年あたりのイニシャルコストであり、ここからランニングコストを算出する。イ
ニシャルコストとの比を1：1とすると、合わせて1億8000万円となる。さらに「目に
見えないコスト」がかかるので（総コストの40％）この1億8000万円を0.6で割ると、
年あたりのTCOは3億円（／年）となる。さらにキャッシュフロー計算書から営業
キャッシュフロー（利益＋減価償却費）との比を出す。ここで営業キャッシュフロー
が年間60億円であれば3億円÷60億円＝5％となる。つまり現状の「年間営業
キャッシュフロー対IT投資額」は5％となる。
・IT投資比率
ここでこの比率を上げるか下げるかを意思決定するのは経営者である。カネと
いう資産の配分の意思決定は経営者の仕事である。例えばITの技術進歩（コスト
ダウン）を考慮してこれを4％とする。



・総投資額
耐用年数は5年であるので、長計などで計上している5年間の営業キャッシュ
フロー（利益＋減価償却費）を計算してみる。これが400億円なら、5年間のIT投
資額は400億×4％＝16億円となる。
・目に見えるコスト
このうち「目に見えないコスト」が40％と考えると、「目に見えるコスト」は16億
円×0.6＝9.6億円となる。
・イニシャルコストとランニングコスト
従来は1：1であったがクラウドサービスを進めていくことを考えると、イニシャ
ルコストを3億6000万円、ランニングコスト6億円とする。ランニングコストは5年
間使うので年あたり1億2000万円である。
したがって新システムへの投資額は3億6000万円、年あたりランニングコスト1

億2000万円となる。



5年間の営業C/F 400億円 4％

目に見えないコスト6.4億円

5年間IT投資額16億円

目に見えるコスト9.6億円

ランニングコスト6億円 イニシャルコスト3.6億円

IT予算 初期投資額 3.6億円→B/S

年間費用 1.2億円→P/L

場所代
電気代
通信費

耐用年数5年
⇒1.2億円／年

×

前期までの5年間は5％

〔営業C/F対IT投資額〕
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年間費用 1.2億円→P/L

場所代
電気代
通信費

耐用年数5年
⇒1.2億円／年

×

前期までの5年間は5％

〔営業C/F対IT投資額〕



ITベンダーとの契約は、情報システム部および経理部がプロジェクトを組んで行
う。つまり情報システムの責任部署とカネの責任部署が共同で行うというものであ
る。
先ほどのIT投資額、年あたりコストから自社で発生するものを控除し、これを発
注予算とする。この発注予算を複数のITベンダーへ提示し、その範囲内での情報
システムの提案書を求める。家を買う時、購入予算を提示して、「どんな家が良い
か」を相談するというスタイルと同じである。
この契約では次の2つのことを頭に入れておく。
（ⅰ）稼働責任

ITは多くの要素を持っており、それぞれ異なる専門ITベンダーからこれを購入す
ることが多い。パソコン、サーバーなどのハードウェア、基本ソフト、表計算ソフト、
データベースソフト、ERPパッケージ、セキュリティソフトなどのソフトウェア、ネット
ワーク、システム保守など、IT構成要素は果てしなく多い。そしてベンダーも果て
しなくいる。冷静に考えればこれだけのものを選定し、組み合わせ、うまく使って
行くことは素人には不可能なことはわかると思う。だからと言ってITコンサルタント
などのプロにこれを委託しても、導入時はうまくしのげても、実際に使う時になって
このITコンサルタントはどこかに行ってしまっている。どう考えてもITは1つのベン
ダーに委託して、あえてこれをブラックボックス化して、そこから受けるサービスを
購入すると考えるべきである。そしてこのニーズに応じてITベンダーもソリューショ
ンビジネスを標榜している。

③ITベンダーとの契約



この選定したITベンダーにシステム全体としての稼働責任を持ってもらう。何か
あった時はすべてリカバリーしてもらい、ITサービスのアップをどんどん提案してもら
う。

ITベンダーを提案書で1社選び、耐用年数（5年）ごとにITベンダーを取り替えてい
くことを考える（もちろん続行してもよい）。自動車を4年に1回くらい買い替えていくよ
うなものである。
このITベンダーとはSLA（Service Level Agreement）契約を結ぶ。SLAとはサー
ビス内容に関する契約を結ぶことである。サービスの内容、水準、もしサービスがダ
ウンした場合はどうするか…というものである。つまりサービスのレベルの維持を契
約するものであり、ITベンダーに稼働責任を負ってもらう契約である。



（ⅱ）セキュリティ
サービスの1つとも言えるが、377ページで述べたセキュリティをこのITベンダー
に委託することである。無論この費用もIT予算内（ITベンダーとの契約額）であり、
SLA契約のサービスの1項目、と言うよりも最重要項目である。オフィスのセキュリ
ティをプロの警備会社へ頼んで、どんな事故（セキュリティトラブル）についての対
応責任もすべて負ってもらうことである。



エピローグ

私はこれまで50冊以上の本を書いてきた。テーマは経営、組織、マネジメント、
マーケティング、IT、そして「企業のカネに関すること」といったものである。本書
の執筆にはこれまでの中でもっとも多くの時間を費やした。それはこの本を“企
業のカネに関する最終話”としたいと思ったからである。
最終話に求められるものは結論である。この結論を求め、何年もかけて数十
冊の本を読み、ずっと考えてきた。
私がやっているセミナーの中での売れ筋商品は「アカウンティング＆ファイナン
スセミナー」であり、このセミナーをやりながら、そして受講者の方のディスカッ
ションを聞きながら、この答えを探してきた。そしてこれが見つかったのでやっと
この本を書くことができた。
企業におけるカネは2分される。1つはキャッシュインしたカネでキャッシュアウ
トするものである。これが定常的なフローである。モノやサービスの販売を実施
し、その対価としてカネを得て、そのカネを次の販売のため（生産、仕入･･･）に
使うというものである。
そしてこの最大のキャッシュアウトが給与である。企業で仕事を行ったヒトの生
活を支えるカネである。そしてそのキャッシュインとキャッシュアウトの差が次の
働く人たちを生み、企業は成長していく。

エピローグ



もう1つのカネが、「大きくキャッシュアウトしてからゆっくりとキャッシュインしていく
もの」である。つまり投資である。これは将来のキャッシュインをどう読むかにか
かっており、その“読み”によってGO、NGが決まる。この投資の意思決定をするの
が経営者としての第1の仕事である。
ここでキャッシュアウトするカネは上の定常的キャッシュアウトに比べ極めて大きく、
一般的にはこのカネを外から持ってくる必要がある。これがファイナンスである。そ
してこのファイナンスが経営者の2番目の仕事である。
そしてファイナンスした相手に、そのカネの使い道を報告しなくてはならない。アカ
ウンティングという仕事である。これは経営者の仕事とは言えない。レポートを作る
だけである。
本書「ファイナンスイノベーション」のテーマはこの経営者の1番目、2番目の仕事
を経営者自身の手に取り返すことである。銀行、コンサルタント、監査法人、まして
や証券市場に委ねず、自らの意思でファイナンス･投資を行うことである。そのため
には将来のキャッシュインを読むことである。そしてこれには組織メンバーの協力
が必要である。
これが結論である。「経営者、と言うよりも会社よ、自らの頭で将来のカネを考え、
自らの意思で投資に踏み込め！」
日本中に溢れかえっているカネを使うのは企業しかいない。カネを使うことが社
会のためである。この20数年間というもの、企業が投資をやめたために日本中が
困っている。これをイノベーションしてほしい。これが本書の願いである。
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