
 

 

――省略―― 
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II. 経営戦略の理論 
 

1 経営戦略とフレームワーク 
 既に述べましたように、経営戦略は経営ビジョンという経営目標に到達す
るための手段です。 
 経営戦略はその企業の特徴や取り巻く環境によって⼀様ではなく、効果的
な経営戦略は分析的に導き出される訳ではなくそれを構築することは簡単
ではありません。 
 もちろん、内部環境・外部環境の分析に基づいてこれを論理的に構築する
という姿勢は重要ですが、論理だけで答えがみつかるわけではない、アート
に属する部分も多いということも言えます。 
 経営戦略が分析によって論理的に導き出されるのであれば誰が⾏っても
同じような経営戦略が導き出されるわけですから、その時点でそこからはユ
ニークさは失われ競争優位性を作り出すことはできないことになります。従
って、論理を超えたところにこそ重要性があると言っても過言ではないわけ
です。 
 しかしながら、これまで様々な実務家や研究者、経営コンサルタントなど
による⻑年に渡る取り組みの中から、経営戦略構築に係わる⼀定のフレーム
ワークが明らかになっています。 
 フレームワークを使う事で経営戦略構築にかかわる情報は効率的効果的
に整理されユニークな経営戦略発想のために⼤いに役に⽴ちます。ただ、繰
り返しになりますが、それを使う事で⾃動的にユニークな経営戦略が得られ
るということではありません。当然フレームワークに⼊⼒される情報の質、
そしてフレームワークによって整理された情報からその背後にあるものを
鋭く洞察する目があって初めて卓越した経営戦略が構築されることになり
ます。 
 とは言うもののあるべき管理会計を考える際、このようなフレームワーク
を理解しておくことは間違いなく経営戦略にとって重要な情報を理解する
上での手助けとなります。 
 ここでこれらフレームワーク全てを詳細に解説することはできませんが、
管理会計を考える際に知っておくべき最低限のものに絞って解説したいと

Ⅱ 経営戦略の理論 
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考えます。 
 

2 経営戦略の構造 
 経営戦略の定義は様々です。元々は A.D.チャンドラーが軍隊用語であるこ
の⾔葉を経営の分野に導⼊したもので、彼は経営戦略を「企業の基本的⻑期
目標・目的の決定、とるべき⾏動⽅向の採択、これらの目標遂⾏に必要な資
源の配分」（経営戦略と経営組織）と定義しています。また我が国において
は例えば伊丹敬之氏は、「市場のなかの組織としての活動の⻑期的な基本設
計図」（経営戦略の論理）、あるいは加護野忠男氏は「環境適応のパターン（企
業と環境とのかかわり⽅）を将来志向的に示すものであり、企業内の人びと
の意思決定の指針となるもの」（経営戦略論）と定義しておられます。 
 
 このような経営戦略は、通常「全社戦略」と「事業戦略」という２つのレ
ベルに分けて論じられることが多くなっています。それぞれの内容とよく使
われるフレームワークは後ほど解説するとして、ここではこれら２つのレベ
ルについて解説を加えることにします。 
 

(1) 全社戦略 
 全社戦略は、複数の事業を営む企業が、その各々の事業の事業戦略を超
えて、より⾼いレベルで実施される戦略で、以下のような事柄を含みます。  

a それぞれの事業における事業領域 
b 事業への資源配分とポートフォリオ 
c 事業の M&A 

 
(2) 事業戦略 

 個々の事業において、競争相手に対して競争優位性を確保し、競争に打
ち勝つ、もしくは競争を回避することで継続的な成功を収めることを目的
とした戦略のことを⾔い、競争戦略と呼ぶこともあります。 
 

3 経営環境の分析 
 経営戦略は経営環境変化への適応という視点が極めて重要です。 



 

 

――省略―― 
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【第２法】（アメリカで一般的でＣＭＡ試験ではこの方式が採用） 
 営業キャッシュフロー 
       ＝税前償却前利益×（１－税率）＋減価償却費×税率 
    ５５ ＝ ７５  ×（１－０.４）＋ ２５ × ０.４ 
 アメリカ方式による第２項（減価償却費×税率）のことを減価償却費
の節税効果(Depreciation Tax Shield) と呼んでおり、極めて重要です。 
 

(4) リース(Lease) 
 

① リースとは 
 リースとは、一定の期間、資産の所有者（リース会社）に対して一定
の対価を⽀払ってその資産の使用の許可を得る⻑期の契約のことを⾔い
ます。 
 

② リースの種類 
 リースはファイナンス・リース（借り手側からはキャピタル・リース
とも⾔う）とオペレーティング・リースとに大きく分かれます。（ＩＦＲ
Ｓでは、この区別をなくす方向で検討されています。） 
 

(ｱ) ファイナンス・リース（キャピタル・リース） 
 実質的に解約不要（ノンキャンセラブル）で、対象資産の所有者と
しての全ての便益とコスト及びリスクが実質的に移転した（フルペイ
アウト）とみなされる場合の契約形態です。 
 日本やアメリカの会計基準ではこの場合には、リース資産は貸対照
表上に資産として明示し減価償却することが求められています。 
 

(ｲ) オペレーティング・リース 
 リース期間終了後買い取り義務はなく、途中解約も可能な契約形態
です。 
 日本やアメリカの会計基準では、この場合には貸借対照表に資産と
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して明示する必要はなく、オフバランス化することが可能です。 
 

(ｳ) ファイナンス・リース（キャピタル・リース）とオペレーティング・
リースを分ける数値基準（いずれかを１つを満たす） 

a 解約不能リース期間がリース資産の経済的耐用年数の７５％以上 
b リース料総額の現在価値がリース資産の公正価値の９０％以上 

 
③ リースのメリット 

 このようなリースを活用するメリットとしては一般に以下の事柄が指
摘されています。 
 

(ｱ) 購⼊時に多額の資⾦を用意する必要がない。 
 

(ｲ) 銀⾏の融資枠を温存することが可能。 
 

(ｳ) 法定耐用年数より短い期間で費用化が可能。 
 

(ｴ) 固定資産の管理コストが軽減でき、事務の合理化が可能。 
 

(ｵ) オペレーティング・リースにおいては設備の取り換えが⽐較的容易で、
設備の陳腐化への対応がし易い。 
 

(ｶ) オペレーティング・リースについてはオフバランス化が可能で、設備
購⼊に⽐べて資本効率が⾒かけ上⾼くなる。 
 

④ リースの留意点 
 メリットも多いリースですが、投資の経済性計算の観点から、購⼊と
の経済性⽐較を⾏い、有利不利を⾒極めたうえで決定を⾏うべきことは
⾔うまでもありません。 

 



 

 

――省略―― 
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せん。 
 

(2) 掛売による財務への影響 
 掛売を⾏うことは、余分な資⾦調達コストを負担することが要求されま
す。 
 新たな売上の増加によってもたらされるネットの利益増加額は次の公
式で求めることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ファクタリング(Factoring) 
 ファクタリングとは、企業が保有している売掛⾦をファクタリング会社
に一定の手数料を⽀払って買い取ってもらうことにより、期日前に売掛⾦
を資⾦化する⽅法で、売掛債権の早期回収と貸倒れリスク軽減を目的とし
て⾏われます。 

  
(4) 売掛債権の評価と貸倒引当⾦(Allowance for Uncollectable Accounts) 

 売掛債権は、貸倒れが発生するリスクがあります。そこで、決算におい
ては過去の経験率などに基づいて貸倒損を⾒積もり、これに⾒合う貸倒れ
引当⾦を貸借対照表上に計上することになっています。 
 

6 棚卸資産の管理 
 

追加の投資額(i) 

＝新たな売上によって増加する変動費×回収期間÷３６５日 

追加投資額の資本コスト(ii) 

  ＝追加の投資額(i)×機会原価 

（運用によって得られたであろう逸失利回り） 

ネットの利益増加額 

  ＝限界利益－追加投資額の資本コスト(ii) 



 

 

――省略―― 
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(1) 棚卸資産回転率(Inventry Turnover)と棚卸資産滞留期間(Days’ Sales in 
Inventry) 
 棚卸資産の滞留状況を測定する財務指標として、次の２つが活用されま
す。 
 
 
 滞留期間が短いほど回転率は⾼くなります。 
 
 
 滞留期間が短いほど滞留日数は短くなります。 
 
 棚卸資産は、更に「原材料」「仕掛品」「製品」に分解し、それぞれの品
目ごとに上記のような指標を活用して常にモニターすることで、削減する
ことが必要です。 
 

(2) 原材料及び製品の在庫管理 
 棚卸資産が必要以上に増加することは次のような経営上の悪影響があ
ります。 
 ・モノとしての価値が下がる 
 ・在庫維持費（倉庫のスペースコスト、管理⼈件費、⾦利）がかかる 
 従って、棚卸資産管理においては様々な⼯夫が⾏われます。 
 

① 整理整頓 
 まず、物理的に棚卸資産を整理整頓することが必要です。 
 整理とは必要なものと不必要なものとを分け、後者を処分することで、
スペースコストを削減するだけではなく、目で⾒て分かりやすくなりま
す。 
 整頓とは、必要なものを扱いやすく決められた場所に保管することを
⾔います。その際には、動く頻度の⾼いものを取り出しやすい場所に置
くなどの⼯夫をすることで、作業効率の向上にも効果があります。 
 

棚卸資産回転率＝売上原価÷平均棚卸資産残⾼ 

棚卸資産滞留日数＝３６５日÷棚卸資産回転率 



 

② ＡＢＣ分析と在庫管理⽅針 
 ⾦額的な重要度に応じて在庫品をランキングし、重要性に応じて在庫
管理⽅針を明らかにします。 
 

(ｱ) Ａ品目（重要度⾼） 
 定期的に一定期間の需要量を予測し、その予測に基づいて発注量を
決定し、発注を⾏います。 

(ｲ) Ｂ品目（重要度中） 
 在庫数量が一定数まで減少（発注点）時点において、半⾃動的に一
定数量を発注する⽅式をとります。発注数量については、次の経済的
発注量を参考にして決定します。

 
 

(ｳ) Ｃ品目（重要度低） 
 例えば、⼊り数１００個の箱を２箱棚に置き、１箱が無くなったら
１箱発注する（ツーボックス法）など目で⾒る管理などを採用します。
 

③ 経済的発注量(Economic Order Quantity)
 経済的発注量は、在庫維持費と発注コスト
回当たりの発注数量のことで、
る時がそれに相当するという理論を元に公式が導き出されています。

発注点＝消費量／日×調達日数
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⾦額的な重要度に応じて在庫品をランキングし、重要性に応じて在庫
 

定期的に一定期間の需要量を予測し、その予測に基づいて発注量を
 

在庫数量が一定数まで減少（発注点）時点において、半⾃動的に一
定数量を発注する⽅式をとります。発注数量については、次の経済的
発注量を参考にして決定します。 

例えば、⼊り数１００個の箱を２箱棚に置き、１箱が無くなったら
１箱発注する（ツーボックス法）など目で⾒る管理などを採用します。 

(Economic Order Quantity) 
経済的発注量は、在庫維持費と発注コストの総額合計が最小になる一

回当たりの発注数量のことで、総在庫維持費と総発注コストとが一致す
る時がそれに相当するという理論を元に公式が導き出されています。 

発注点＝消費量／日×調達日数(リードタイム)＋安全在庫数 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(3) 仕掛品(work-in-process inventory
 仕掛品の管理は、ここまでの原材料や製品の管理とはかなり異なります。
 仕掛品とは、材料が投⼊されそれをもとに加⼯や組み⽴てといった製造
⼯程を経て製品になる、その途上にある未完成のものを⾔います。
 仕掛品は何らかの理由で製作リードタイム（材料投⼊から製品完成まで
の期間）が伸びることによって増加します。
 例えば、組⽴に必要な部品がタイ

     

経済的発注量 ＝ 
          
 
ａ ︓ １回当たり発注費用

Ｄ ︓ 当該期間の総所要数量

ｋ ︓ 当該期間の１単位当たり在庫維持費
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inventory)の管理 
仕掛品の管理は、ここまでの原材料や製品の管理とはかなり異なります。  
仕掛品とは、材料が投⼊されそれをもとに加⼯や組み⽴てといった製造

⼯程を経て製品になる、その途上にある未完成のものを⾔います。 
仕掛品は何らかの理由で製作リードタイム（材料投⼊から製品完成まで

の期間）が伸びることによって増加します。 
例えば、組⽴に必要な部品がタイムリーに供給されず、たったひとつの

２ａＤ 

     ｋ 
１回当たり発注費用 

当該期間の総所要数量 

当該期間の１単位当たり在庫維持費 



 

 

――省略―― 
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(3) デュポンモデル１ 
 ROA は以下のように総資産回転率と売上⾼対純利益率の２つの指標に
分解されます。 
 
 
 
 
 企業においては、資本が投下されるとその資本を使って設備投資を⾏っ
たり在庫に投資したりし、それらの投資をなるべく効率的に⾏い、更に無
駄を省いて消費する費⽤を極⼒削減することでなるべく多くの利益を残
すことが求められます。 
 つまり無駄な投資、無駄な費⽤支出を抑え、意味のある資本の運⽤をす
ることが資本効率の⾼い経営を実現します。

 図に⾒るように、総資産回転率は無駄のない投資の効率性を、そして売
上⾼対純利益率は無駄のない費⽤支出の状況を表しています。そしてこれ
ら２つの積が収益性の総合指標である
 

(4) デュポンモデル 2 
 株主資本に対する投資効率を⽰す

売上⾼    
ROA ＝         ×

平均総資産   
（総資産回転率） 
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企業においては、資本が投下されるとその資本を使って設備投資を⾏っ
、それらの投資をなるべく効率的に⾏い、更に無

駄を省いて消費する費⽤を極⼒削減することでなるべく多くの利益を残

つまり無駄な投資、無駄な費⽤支出を抑え、意味のある資本の運⽤をす
ることが資本効率の⾼い経営を実現します。 

 
図に⾒るように、総資産回転率は無駄のない投資の効率性を、そして売

上⾼対純利益率は無駄のない費⽤支出の状況を表しています。そしてこれ
ら２つの積が収益性の総合指標である ROA になります。 

株主資本に対する投資効率を⽰す ROE は以下のように３つの項に分解

        当期純利益 
× 

        売上⾼ 
 （売上⾼対純利益率） 
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することができます。 
 
 
 
 
 
 
 後ろの２項の積が ROA を⽰すことは既に述べました。そして、第１項
をこの ROA に掛け合わせることで
この第１項（平均総資産÷平均株主資本）のことを財務レバレッジと呼び
ます。 
 この計算式の意味するところは重要です。
を⾼めなければならないことは言うまでもありませんが、それと同時に財
務レバレッジを⾼めることが求められるということになります。
 財務レバレッジを⾼めるということは、総資本に占める株主資本以外の
資本、つまり借入などの他人資本の構成比を⾼め
 もし、他人資本によって資⾦を調達することによる⾦利などの資本コス
トを上回る投資利回りを得られる、すなわち利払い後の利益を確保できる
とするならば、他人資本に頼った事業展開は
るということになります。 

平均総資産     
ROE ＝         ×        

平均株主資本    
（総資産回転率）

 

（財務レバレッジ）             
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を⽰すことは既に述べました。そして、第１項
に掛け合わせることで ROE を計算できることがわかります。

この第１項（平均総資産÷平均株主資本）のことを財務レバレッジと呼び

この計算式の意味するところは重要です。ROE を⾼めるためには ROA
を⾼めなければならないことは言うまでもありませんが、それと同時に財
務レバレッジを⾼めることが求められるということになります。 

財務レバレッジを⾼めるということは、総資本に占める株主資本以外の
資本、つまり借入などの他人資本の構成比を⾼めることを意味します。 

もし、他人資本によって資⾦を調達することによる⾦利などの資本コス
トを上回る投資利回りを得られる、すなわち利払い後の利益を確保できる
とするならば、他人資本に頼った事業展開は ROE を⾼めることにつなが

   

      売上⾼          純利益 
        × 

    平均総資産        売上⾼ 
（総資産回転率） （売上⾼対純利益率） 

                  ROA 



 

 

――省略―― 
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I. ＣＶＰ

1 ＣＶＰ分析(CVP Analysis)の意義 
 ＣＶＰ分析は管理会計における最も基本的な
ＣはＣｏｓｔつまり費用のことです。
操業度と訳されます。より具体的には売上⾼とか⽣産⾼、あるいは販売数量、
⽣産数量などのことをさします。最後のＰはＰｒｏｆｉｔ、すなわち利益の
ことです。（Ｃｏｓｔは英語の訳としては、原価と訳すべきですが、Ｖｏｌ
ｕｍｅとして売上⾼を使用することが多いので、売上⾼に対する期間費用と
いう意味でここではあえて費用と訳しています。
場合は厳密には原価と呼ぶべきです。
 
 つまり、ＣＶＰ分析とは、この費用と営業量つまり売上⾼や⽣産⾼、利益
の関係を明らかにする技術のことをさします。
 図表はＣとＶとＰの３つの⻭⾞がかみ合った状態を表しています。

 ⻭⾞ですから⼀つが動くと他の２つも連動して動きま

Ⅰ ＣＶＰ分析の意味
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分析は管理会計における最も基本的な道具のひとつです。ＣＶＰの

ＣはＣｏｓｔつまり費用のことです。ＶはＶｏｌｕｍｅ、これは営業量とか
操業度と訳されます。より具体的には売上⾼とか⽣産⾼、あるいは販売数量、

最後のＰはＰｒｏｆｉｔ、すなわち利益の
ことです。（Ｃｏｓｔは英語の訳としては、原価と訳すべきですが、Ｖｏｌ
ｕｍｅとして売上⾼を使用することが多いので、売上⾼に対する期間費用と
いう意味でここではあえて費用と訳しています。但し、⽣産⾼に対応させる
場合は厳密には原価と呼ぶべきです。） 

つまり、ＣＶＰ分析とは、この費用と営業量つまり売上⾼や⽣産⾼、利益
の関係を明らかにする技術のことをさします。 

はＣとＶとＰの３つの⻭⾞がかみ合った状態を表しています。 

 
⻭⾞ですから⼀つが動くと他の２つも連動して動きます。ただ、⼀つの⻭

ＣＶＰ分析の意味 
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⾞が例えば１０度回転した時に残りの２つは何度回転するかは、⻭⾞⽐によ
って決まってきますから⼀様ではありません。 
 ＣＶＰ分析とはこの３つの⻭⾞の関係と同じで、例えばＶ（営業量）が１
０％増減した時に、Ｃ（費用）が何％増減し、結果としてＰ（利益）が何％
増減するかを明らかにしようという分析のことです。いわば⻭⾞⽐を明らか
にしようということなのです。  
 
 管理会計は未来志向です。未来を対象に予想したり、設計したり、計画し
たりする機能が非常に重要です。このように未来を扱うためにはシミュレー
ションできることが必要です。 
 ＣＶＰ分析によって C と V と P の３つの関係がわかることで、シミュレ
ーションを⾏うことが可能になるというわけです。 
 

2 ＣＶＰ分析の目的  
 シミュレーションが可能になることで、様々な未来計算が可能になります。
以下には、ＣＶＰ分析の活用分野を記します。 
 

(1) 利益計画策定 
 例えば、⼀定の目標利益を達成するために必要な損益の構造（売上⾼、
変動費率、固定費の組み合わせ）を設計することができます。 
 目標利益を達成する⽅法はひとつではありません。売上⾼をどうするの
か、変動費率をどうするのか、固定費はどうするのか、そんなことを具体
的な経営施策を念頭に置きながらシミュレーションを⾏い、目標達成する
ための損益の設計を⾏います。 
 細かい科目別の予算をたてる以前に、大きな⽅向性をどう定めるのか、
そのようなことをシミュレーションによって明らかにするというわけで
す。（詳しくは第１２章をご参照ください。） 
 

(2) 差額原価収益分析 
 短期的な視点から、ある施策（販売する製品の構成を変えるとか価格を
変える、あるいは外注⽐率を変えるなど）によって将来のキャッシュフロ
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ー（損益と言うより実質的な業績貢献であるキャッシュフローの増減）が
どう動くかを予想し、最適な施策のあり⽅を検討することができます。 
 このようなキャッシュフローの予想を⾏うためにも、シミュレーション
の前提となるＣＶＰ分析が役にたちます。（詳しくは第１３章をご参照く
ださい） 
 

(3) 損益構造上のリスク評価 
 例えば、売上⾼が何パーセント下落したら⾚字に転落するかや、売上⾼
の変動幅に対する利益の変動幅の大きさを予想するなどによって、損益に
おけるリスク評価を⾏うことができます。 
 ここでリスクとは、将来における利益変動幅の大きさを言います。売上
⾼の変動に対する利益の変動幅が大きいことをハイリスクと評価されま
すが、経営の判断としてどの程度のリスクを許容するのか、そんな視点か
らもＣＶＰ分析は活用できます。（詳しくはこの章の「損益におけるリス
ク評価」をご参照ください。） 
 

(4) セグメント別利益貢献度分析 
 製品別や顧客別などと言ったセグメント別の利益貢献度を測定し、製品
ミックスや顧客別対応策などの施策の検討に役⽴てることができます。 
 主に限界利益を中⼼に、どのようなミックスの利益貢献度が⾼いのか、
規模で稼ぐのか率で稼ぐのか、様々な組み合わせからベストな組み合わせ
をシミュレーションで明らかにします。（詳しくは第１０章Ⅰをご参照く
ださい。） 
 

(5) 販売価格決定 
 販売価格を変更することによる利益貢献度をシミュレーションし、最も
有利な価格決定の参考にすることができます。需要の価格弾⼒性と組み合
わせることで科学的な価格決定を⾏うこともときには可能です。 
 また、⾒積価格を決定する際にも、原価の回収において変動費と固定費
とで異なった取り扱いをすることで柔軟な価格決定が可能となります。
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（詳しくは第１０章Ⅱをご参照ください。） 
 

(6) 直接（変動）原価計算 
 製造業における期間損益計算を適正化するために役⽴てることができ
ます。全部原価計算による期間損益は時として恣意性を帯びることがあり
ます。直接原価計算はこの点を是正し、販売に連動した損益計算を⾏うた
めの⽅法です。（詳しくは第１０章Ⅱをご参照ください。） 
 

(7) 変動予算による原価管理 
 操業度に応じた原価分析を⾏う⽅法です。実際の操業度に応じて柔軟に
設定された予算と実績とを⽐較分析することで、より問題点を明確にする
ことができます。 
（詳しくは第１０章Ⅲをご参照ください。２級は対象外） 
 

(8) スループット会計 
 制約理論に基づく最適な製品ミックスなど意思決定に役⽴つ計算です。 
（詳しくは第１０章Ⅰ-5 をご参照ください） 
 

3 ＣＶＰ分析の前提  
 ＣＶＰ分析によって明らかになる、C(原価)と V（営業量＝売上⾼等）と
P(利益)の関係というものは、⼀定の前提がある場合には変わらないという
ことになります。但し、実務においては通常このような前提は変化しますの
で、ＣＶＰの関係は常に変化すると考えるべきです。 
 このような前提として、⼀般に以下のようなものがあります。 
 

(1) アウトプット数量だけが収益とコストのドライバー（発⽣要因）である。 
（販売数量以外に、販売点数、顧客数、営業の訪問回数、広告回数など販
売数量以外にコストに影響する要因はたくさんある） 
 



 

 

――省略―― 
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 労務費や経費といった固定費は、自社生産品を減少させても通常それに
⽐例して減少するものではありません。その結果、利益の額が⼤きく減少
することがわかります。 
 このように、直接原価計算⽅式で損益計算を⾏うことには、何らかの意
思決定をした場合の損益の変化が容易にシミュレーションできるという
利点があります。  
 

(2) 限界利益を使った全体最適の判断
 次の事例では、よく⾒られる誤った考え⽅を題材に、正しい限界利益の
考え⽅を確認しておきたいと思います。

 このような製品別損益を⾒た際に、次の様な短絡的な考え⽅をとること
があります。 

① 製品Ｂは⾒かけ上⾚字であるが、限界利益率が⾼く売上を増やすことで
効率的に営業利益を増やせる。

② 製品Ｃは売上規模が⼩さいが、営業利益率も限界利益率も⾼いので製品
Ｂとともに強化するべき。 

③ 製品Ｅは限界利益率が極めて低くく、また営業利益は⾚字であるのでこ
に⼒を注ぐことは効率的ではない
るべき。 

 「限界利益率の⾼低で判断せよ」というのは必ずしも正しい
ありません。 
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同じ資源を使って（＝同じ努⼒で）いずれの製品の売上⾼も同額増やせ
るという前提がある場合には、確かに限界利益率が⾼い製品に資源を集中
することは効果的です。しかし、実務においてそのような前提はほぼあり
得ません。 

例えばこのケースで⾔えば、製品 B の売上⾼を 10,000 千円増加させる
のと同様の努⼒で、製品 E の売上⾼を 20,000 千円増加させることができ
るとするなら、後者の⽅がトータルの営業利益の増加に貢献することがわ
かります。 

⼤事なことは、固定費が⼤きく変化しないとするならば、全社トータル
として限界利益額を最⼤化することです。 

また、数字の良し悪しは、それぞれのライフサイクルの位置づけによっ
て評価は変わります。このことは戦略論のところで述べた通りです。 

どこに⼒を⼊れるべきか、それはマーケットにおける可能性を⾒極めて、
努⼒によって増やせる限界利益額を検討して決めるべきものです。 
 

4 直接（変動）原価計算のメリットのまとめ 
 以上から直接（変動）原価計算のメリットをまとめると以下のようになり
ます。 

  
① 全部原価計算では、期末の棚卸⾼を増やすことで、固定費の一部が資産

として繰り越されるので⾒かけ上の利益を出すことができ、利益を偽装
することができるが、直接（変動）原価計算ではそれはできない。 

② 結果として直接（変動）原価計算では、販売額の増減によって利益が増
減する関係が確保される。 

③ 直接（変動）原価計算によって費用の変化がシミュレーションでき計画・
統制に役に⽴つ。 

④ 限界(貢献)利益概念は価格決定に有益な情報をもたらす。（この点は次の
Ⅳをご参照ください） 
 

 



 

 

――省略―― 
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3 変動（弾⼒的）予算差異 

 ここまで、直接材料費を例にとって変動予算差異を
その中でこれは更に材料単価と材料消費量に分解できる旨⽰しています。こ
のように変動予算差異は更に分解されることになります。
 

(1) 直接材料費差異(Direct Material Variance)
 既に申し上げたように、直接材料費差異は更に材料価格差異と材料消費
量（数量）差異とに分解できます。
 前掲事例でご説明します。 

 総差異＝実際材料単価×実際消費量－標準材料単価×標準消費量
    ＝11 円×(19 個×9,200
    ＝82,800 円（不利差）
 総差異は以下のように価格差異と数量差異とに分解されます。
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ここまで、直接材料費を例にとって変動予算差異を説明してきましたが、

その中でこれは更に材料単価と材料消費量に分解できる旨⽰しています。こ
のように変動予算差異は更に分解されることになります。 

(Direct Material Variance) 
既に申し上げたように、直接材料費差異は更に材料価格差異と材料消費

量（数量）差異とに分解できます。 

 
総差異＝実際材料単価×実際消費量－標準材料単価×標準消費量 

9,200 個)－10 円×(20 個×9,200 個) 
（不利差） 

総差異は以下のように価格差異と数量差異とに分解されます。 



 

 

――省略―― 
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2 回帰分析(Regression Analysis) 
 回帰分析は、最小自乗法（CVP 分析の章でご説明済）とも呼ばれ、1 つ（単
回帰分析）または複数（重回帰分析）の説明変数（独⽴変数）と、1 つの目
的変数（従属変数）の関係を求め、説明変数から目的変数を推定するための
分析で、以下のような回帰方程式で表されます。 
 

(1) 単回帰分析(Simple Regression Analysis) 
y = ax + b 
（アメリカでは、y = a + bx） 
日本方式におけるそれぞれの定義は以下の通りです。 
 y = 目的変数（従属変数） 
  a = 回帰線の傾き 
  b = 切⽚（誤差） 
 x = 説明変数（独⽴変数） 
 
以下、事例でご説明します。 
 

a 事例（アイスクリーム販売数量と気温） 

 
 相関係数 r=0.935 で極めて１に近いことから、この相関は完全に
近い正の相関であるということが言えます。 



 

 

――省略―― 
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II. 経験曲線分析
 
 経験曲線効果は、コストを重視した経営戦略を考える際に、「規模の経済性」
と並ぶ基礎理論として重要です。 
 CMA においては、計算問題として繰り返し問われるひとつの頻出論点となっ
ています。 
 
1 経験曲線効果の意味 

 経験曲線効果とは、経験を重ねるに従って効率性が⾼まり単位当たり⽣産
にかかる投入時間が低減していくことをいいます。このことから、累積⽣産
量と単位当たり原価との関係を分析することで原価の予想を⾏おうとする
のが経験曲線分析です。 

 経験曲線分析は、累積⽣産量が２倍になるごとに単位当たりの時間が
や 80%に低減していくという法則性を元に原価の予想を⾏うことを目的に
していますが、元々は第⼆次世界⼤戦中の軍需物資⽣産量予想のためのアメ
リカ政府の委託研究によって明らかになった法則に基づいています。
  

Ⅱ 経験曲線分析(Learning 
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――省略―― 
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このように、短期では有利と判断されても、更に中⻑期で考えるとどんな
リスクがあるのか、その点を必ず考えなければなりません。 
 

2 内製か購買かの意思決定 
 
【例題】 
 下の表は、製品 A の製造原価に関するデータです。 

 
 
 このデータを前提とすると、製品 A を１個製造するためにかかる製造原価
は以下のように計算されることになります。 
 
 製造原価＝直接材料費／個＋加⼯費／分×３分 
     ＝200 円＋170 円×3 分 
     ＝710 円 
 
 これに対して資材部が外部購⼊先から⾒積をとったところ、⾒積価格は
500 円でした。 
 この前提で果たして内製か購買⼊かいずれが有利かを判断しなければな
りません。 
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【解答】 
 ⼀⾒すると、内製の場合の 710 円に比較して購買価格 500 円が有利に思
えます。 
 しかし、差額原価収益分析においては、実際に増加する原価のみに着目し
て比較分析をする必要があります。 
 この事例では、特に前提条件に変化がなく固定費の増加を伴わない場合に
は、内製することによって増加する原価は、変動費にあたる直接材料費及び
加⼯費(変動費) のみとなります。 
  
 この場合内製による増分原価は以下のように計算することができます。 
 
 内製による増分原価＝直接材料費＋加⼯費（変動費） 
          ＝200 円＋50 円×3 分 
          ＝350 円 
 
 つまり、購買価格の 500 円よりも有利となります。 
 
 
 
 
【例題】 

 上記の例題で、もし製品 A を内製する場合専用機械を月 750,000 円の賃借
料でレンタルしなければならないとした場合、内製が購買よりも有利になる
ためには最低月間何個以上製造する必要がありますか︖  
 
 

  



 

 

――省略―― 
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(2) ＲＯＩ（投資利益率） vs. ＲＩ（残余利益） 
 さて以上の資本コストの概念を前提として、投資に対するリターンを測
定する指標として、以下の２つが考えられます。 
（定義はいずれも⽶国管理会計⼈協会, IMA のものを翻訳しました） 
 

① ＲＯＩ（Return on Investment, 投資利益率と訳されることが多い） 
 計算式は以下のとおりです。 
 
 
 
 

② ＲＩ（Residual Income, 残余利益） 
 計算式は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
  

なお、IMA の注書きでは、利益は特に断りがない場合は、Operating 
Income（≒営業利益）を使⽤することになっています。 
 
さて、事業部⻑の業績を評価する尺度としてこれらＲＯＩとＲＩ、いず

れがより好ましいでしょうか︖簡単な事例でご説明したいと思います。 
 
【簡単な事例】 

会社全体の目標投資利益率が１０％ 
新たな案件の予想投資利益率が１１％ 
その事業部の平均投資利益率が１３％ 

を前提とします。 
 

ROI = Income of business unit / Assets of business unit 
ＲＯＩ＝(投資権限のある)事業部の利益／同事業部の総資産 

Residual Income (RI) = Income of business unit 
 – (Assets of business unit x required rate of return) 

残余利益＝＝(投資権限のある)事業部の利益 

－同事業部の総資産×必要投資利益率 



 

 

――省略―― 
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1 プロジェクトの会計 
 企業において損益計算やキャッシュフローの計算は半年や１年（１事業年
度）といった期間を区切って期間計算を⾏うのが基本となっています。
 ⼀⽅で、設備投資などの投資は１事業年度を超えて効果が及ぶのが
す。従って、投資の意思決定は、１事業年度を超えてプロジェクト単位
経済性を評価して⾏うことになります。

 投資の経済性計算は当然未来原価を扱い、差額原価収益分析の手法をとり
ますが、短期的な差額原価収益分析とは
ので、後で述べますように貨幣の時間価値を勘案する必要があります
 

2 適用分野 
 この章のテーマが関係するのは典型的には設備投資ですが、設備投資に限
らず１年を超えたプロジェクトであれば、例えば以下のようなものは全てそ
の対象となります。 

a 設備購入 
b 建造物建設 
c ビジネスの買収 
d 製品開発投資 

Ⅰ 投資を伴う意思決定(Investment Decision)

短期的意思決定の事例
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I.   
 

やキャッシュフローの計算は半年や１年（１事業年
区切って期間計算を⾏うのが基本となっています。 

⼀⽅で、設備投資などの投資は１事業年度を超えて効果が及ぶのが普通で
す。従って、投資の意思決定は、１事業年度を超えてプロジェクト単位での
経済性を評価して⾏うことになります。 

 
投資の経済性計算は当然未来原価を扱い、差額原価収益分析の手法をとり

短期的な差額原価収益分析とは異なり通常１年以上を対象とします
ので、後で述べますように貨幣の時間価値を勘案する必要があります。 

この章のテーマが関係するのは典型的には設備投資ですが、設備投資に限
らず１年を超えたプロジェクトであれば、例えば以下のようなものは全てそ

(Investment Decision)の特徴

短期的意思決定の事例 



 

 

――省略―― 


