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A3用紙1枚のデータから始める「経営強靭化」

宮下大輔

日本企業は経費削減などによって利益を維持する“後ろ向き”の経営から、抜本的な改革を
通じて将来的に企業価値を高めていく“前向き”の行動へと姿勢を転換しつつある。その
ための戦略立案や経営の意思決定に有効なのが「管理会計」だ。自社の経営状態を客観性と
説得力のある「数字」に置き換えて経営を遂行する――「経営強靭化」の有力ツールである。

―― 経営環境の不確実性が増すなか、企業が競争
力を高め、成長を持続していくためには、自社の
経営実態を正確に把握したうえで、的確な経営判
断を下すことが一層重要になっています。
宮下　リーマン・ショック以降、多くの日本企業は
投資を控えて、目前の経費削減やコスト低減に取り
組むことでかろうじて利益を出してきました。しか
し、ここ１、２年は、投資に前向きになり、またコ
ストを構造的に落として収益力を引き上げる、とい
う方向に企業のマインドは向かい始めています。自
社の収益構造や事業構造を見直し、抜本的な経営改
革に取り組んで将来的に企業価値を高めていく、そ
んな企業が増えているのです。予算管理を徹底して
膨らんでいるコストを削ろうとか、一定の予算規模
のなかで事業を展開しようなどといった後ろ向きの
取り組みでは、組織メンバーのモチベーションを高

められず、いずれ経営が立ち行かなくなるのは明ら
かです。
―― そうした戦略の立案や経営の意思決定を行う
際には、「管理会計」の視点が役立つといわれます。
宮下　企業外部への報告が目的の「財務会計」とは
違い、「管理会計」は経営の意思決定を行ううえで
重要なツールと位置づけられます。例えば、ひと言
で収益構造や事業構造を見直すといっても、そのポ
イントをどこに置けばよいのか、あるいはどういう手
順で取り組めばよいのか、そうしたことを的確に判断
するのは難しい。ましてや、経営者が自らの「勘」に頼っ
て強引に進めても、成功するものではありません。
　そこで求められるのが、客観性のある「数字の裏
づけ」です。経営の視点から収益構造や事業構造の
現状と未来像を数字に置き換える、つまり経営状態
を「単純化」「見える化」することで、財務会計の
視点では見えなかった経営管理情報が明確に把握で
きます。そして、それをベースに経営計画や行動方
針を戦略的に立案し、その実行に必要かつ有効な手
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経営の現状や未来像を
客観性のある「数字」に置き換える

１.  経営の現状と未来像を「数字」に置き換え、財務会計の視点では見えない経営管理情報を明確化する。
２. 予算管理や原価計算だけでは、管理会計の本来的な役割を果たしていることにはならない。
３. 管理会計の所管は、経理財務の部署ではなく、経営の実権者である社長が直轄する経営企画などが担う。
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立てを講じるのです。「数字」を用いることで、組
織メンバーに対する説得力も高まります。ここが管
理会計の「要諦」です。
―― 企業が経営遂行に必要な情報は多岐にわたり
ます。
宮下　管理会計が対象とする経営管理情報には、内
部的な情報もあれば、外部的な情報もあります。内
部情報は売上高や利益、コストといった財務データ
と、顧客満足度や不良率、市場シェアなどの非財務
データに分かれます。そうしたデータの中から企業
特性や事業特性、使用目的に合わせ、自社独自のルー
ルで情報を抽出・整理・加工し、適宜組み合わせて
活用するのが管理会計ですから、カバー領域や守備
範囲は広く（表）、管理すべきポイントも業種・業態
によって異なります。

―― 管理会計といえば、損益分岐点の分析とか、固
定費・変動費の分析などが代表的な機能として、一般
にイメージされています。
宮下　確かに、それらは管理会計の基本ですから、
それはそれで大事です。管理会計の市販テキストも、
予算管理や原価計算の手法、あるいは投資計画策定
への応用程度しか解説していませんから、そこから
さらに踏み込んで活用している企業は少ないと思い
ます。むしろ、時間とお金をかけて管理会計の仕組
みを設計・構築したにもかかわらず、経営の舵取り
に有効な経営管理情報の把握に活用しないまま、曖
昧な判断材料に基づいて経営を遂行している企業が
少なくないのが現実です。その結果、例えば収益構
造の改善が急がれるのにポイントを見失い、逆に企
業の経営体質を弱めてしまうようなケースも見受け
られます。
―― 管理会計を導入すれば、それだけで経営判断
の材料が入手できるという単純な思い込みは危険
だと……。
宮下　そうです。管理会計には「企業の経営意思決
定に有効な情報をタイムリーに提供する」などの重
要な役割があります（図１）。経営者や事業部門の管
理者は、管理会計のそうした役割や機能をきちんと
理解したうえで、自社や担当する事業部門の経営状
態と課題を把握し、経営計画などに適切に反映して、
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予算管理や原価計算を動かすだけでは
「管理会計」の本来的役割に程遠い

「財務会計」は、一定期間の経営成績や財務状態等
を明らかにする財務諸表を核とした会計情報を企業
外部の利害関係者（株主、債権者、税務当局など）
に提供することを目的とし、法律・制度によってルー
ル化されている。一方、「管理会計」は、収益状況
等の経営管理情報を経営者らが企業内部で利用する
ことを目的とし、法律上の作成義務や外部公開の必
要はない。自社独自のルールで運用するため、活用
方法は企業によって異なる。

図１　管理会計の役割

●経営意思決定にとって有効な情報のタイムリーな提供
● 事業の適切な分析・評価、および事業の方向性や経営

資源配分の意思決定促進
● 連結ベースでの業績管理、およびグループ企業価値の

最大化
● 事業戦略や営業戦略の推進、および販売・購買・生産

などの業務プロセス改革
● 財務会計との連携による決算早期化、および経理業務

の効率化

表　企業の活動レベルと管理会計ツール
管理会計の

領域
守備
範囲

企業の
活動レベル 代表的な管理手法・技術（例）

経営戦略
PDCA

中長期
（未来）

経営意思
決定

●中期経営計画
●設備投資計画
●受注価格戦略
● 株主資本利益率（ROE）・バ

ランススコアカード（BSC）・
キャッシュフローなどの各経営
管理指標

事業戦略
PDCA

短期
（１年
以内）

業績測定・
評価

●予算管理制度
● 製品別・部門別・セグメント別・

プロジェクト別・顧客別など
損益管理の各モジュール

● 事業所（工場）別・店舗別
など採算管理の各モジュール

原価計算 現在
（早期）

原価管理・
改善

● 費目別・部門別・製品別（個
別および総合）・標準・直接な
ど原価計算の各モジュール

●原価企画
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スピード感をもって実行に移すことが大切です。そ
のためにも効率的な管理会計の仕組みの設計・構築
が求められます。
―― では、管理会計を経営の意思決定に十分に活
用できていない企業は、どこに問題があると考え
ますか。
宮下　端的にいえば、「管理会計」の意味を誤解し
ているのだと思います。そういう企業は予算管理や
原価計算などの仕組みを動かすだけで、何となく管
理会計を活用している気分になり、おのずと自社の
経営課題が解決すると思い込んでいるのではないで
しょうか。
―― 多くの企業では、管理会計を「会計処理」の
一環として経理財務セクションが担当しています。
宮下　この会計手法の「要諦」を正しく理解し、使
いこなせる人材が社内にいないからでしょう。経営
者も状況は一緒で、管理会計の「要諦」を十分に理
解しないまま、「財務会計も管理会計も、数字はす
べて経理財務セクションに任せておけばいい」とい
うことになってしまう。その結果として、せっかく
管理会計制度を構築しても予算管理レベルでの活用
にとどまり、「経営の視点」が欠落したまま運用さ
れることになりがちです。

―― 管理会計のどのような点を、どのように動かし
たら、「本来の活用」につながっていきますか。
宮下　経営者や事業部門の管理者が、管理会計の「要
諦」を再認識するのは当然のこととして、管理会計
の所管は経理財務セクションではなく、会社経営の
実権者である社長が直轄する経営企画や経営戦略な
どのセクションが担うべきです。財務データを多く
扱うので経理財務セクションとの連携は欠かせませ
んが、経営者をサポートして経営計画や経営戦略、
経営管理を担い、常に全社の動向に目配りしている

セクションに所管させることは、管理会計を全社プ
ロジェクトとして有効に機能させるうえでの「絶対
条件」となります。
　それと「会計」というと、膨大な資料の細かい数
値の羅列から意味を読み取る作業を想像されると思
いますが、私はいつもＡ３用紙 1枚にまとめたデー
タから、その会社の経営状態を読み取り、戦略や計
画の立案と実行をサポートしています。要は、何を
目的に据えて管理会計の仕組みを構築するかが重要
なのです。
―― 管理会計の手法によって、企業戦略の実現や
収益力の向上を支援した具体的なケースはありま
すか。
宮下　例えば、レアメタルを使用した電子部品の生
産を手掛けている中堅メーカーのケースです。積極
的に設備投資を行い、ＩＴ導入で業務の「見える化」
も進めている優良企業ですが、数年前、業績が非常
に悪化したことがありました。経営陣はその原因を
「完成品メーカーの相次ぐ納入価格引き下げ要請に
対応し、値引きが常態化したため」と思い込んでい
ました。しかし、管理会計の手法を活用して収益の
実態を分析してみたら、原因は別のところにあった
のです。
　その企業は原材料であるレアメタルの一部を自社
でリサイクル製錬する一方で、市場からも仕入れて
います。当然、仕入れの相場は動きますから、その
変動幅はそのまま収益に影響します。一定量の原材
料を自社で生産するのも、相場の変動にリスクヘッ
ジをかけるためですが、管理会計の手法で「自社生
産と仕入れのバランス」と「収益力」の関係性を計っ
てみたところ、そのバランスが許容範囲を逸脱して
収益力の低下を招いているという予想外の事実が判
明しました。具体的には、原材料の自社生産割合が
小さいために相場のあおりを大きく受け、数億円単
位で収益を押し下げていたのです。値引き納入も収
益低下の一因でしたが、最大の要因が別のところに
あったのには、経営陣も一様に驚いていました。
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管理会計を十二分に活用するには
社長直轄セクションの所管が「絶対条件」
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―― 顧客や取引先ごとの収益を正確に計れていな
い企業や、社内の組織単位ごとの業績を正しく測
定・評価しきれていない企業は意外に多いです。
宮下　例えば、グローバル展開するメーカーの中に
は、日本で受注した製品を海外の生産拠点で製造す
るといった態勢をとっているケースがあります。そ
うした企業は、日本と海外で厳密なセグメント別損
益管理を行う一方で、往々にして「製品ごとの損益
が見えない」という事態に陥りやすい。管理会計の
手法を駆使し、「横串」を刺して製品別の損益を分析
し、製品ごとに国内外のどの拠点で、どれくらいの
損益が出ているのか、その企業が受注価格戦略を立
案するうえではきちっと整理・把握しておくことが
不可欠です。
　みずほ総研では、企業の経営実態と事業特性に即
した管理会計制度の構築をサポートしています。経
営者や事業部門の管理者が、自社や担当する事業部
門の経営管理情報を明確に把握し、その情報を経営
戦略や経営計画に適切に反映させ、タイムリーに実
行していくためのツールとして管理会計が有効に機
能するように、継続的に制度の高度化を図り、無理

のない手順で構築できるようにお手伝いをしていき
ます（図２）。
――企業は、管理会計制度を構築した時点が、収
益力など経営体質の強化に向けたスタートとなり
ますか。
宮下　「制度を構築したら終わり」ではありません。
そこからの道のりのほうがはるかに長いと思います。
管理会計のゴールは、収益力を引き上げて経営体質
を強靭化することです。みずほ総研の管理会計構築
のサポートでは、コンサルタントが制度構築を目指
す企業の経営者や管理者と同じ高さの目線で、一緒
になってプロジェクトを推進します。そのうえで部
分最適ではなく全社最適の視点に基づき、全社員が
参加できるように、全社レベルで合意形成を図りな
がらプロジェクトを進めていきます。
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コンサルティング・ニュース（2011 年 3 月11日発行）「収益力強化のための管理会計構築〜経営判断に有効な情報をタイムリー

に提供〜」☞ http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/management/pdf/news201103.pdf
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図２　管理会計のフレームワーク

京セラの創業者である稲盛和夫氏は自著で「会計は
『現代経営の中枢』をなすものであると考えるよう
になった」と述べている（『稲盛和夫の実学』日本
経済新聞社）。同氏が考案した独自の「アメーバ経営」
は、管理会計の「要諦」を企業経営に反映した一例
ともいわれるが、これは会社の組織を 10 人前後で
構成する集団に分け、独立採算を徹底させる経営管
理手法だ。同氏は、経営破綻した日本航空にもこの
手法を導入して再建を率先した。

「制度を構築したら終わり」ではなく
継続的な高度化で全社最適を目指す

http://www.mizuho-ri.co.jp/publication/sl_info/management/pdf/news201103.pdf

