
１ 「利益追求が会社に繁栄をもたらす」という間違い 

 

【補足説明】 

会計上の見せ掛けだけの利益を追求すると、資産の滞留を招きキャッシュフローが

悪化して経営が破綻する。 

【対策のポイント】 

    利益ではなく、キャッシュを業績評価尺度として導入する。キャッシュを稼ぎ出す

能力が会社に繁栄をもたらす。 

 

２０世紀最高の経営者といわれるＧＥのウェルチ元会長は、「企業の業績尺度はキャッシュフロー

であり、利益というのは単なる会計用語に過ぎない。キャッシュフローのみが事業継続を可能にす

る。」と述べています。利益追求は繁栄ではなく、破滅をもたらすのです。 

 

上場企業のアーバンコーポレイションは、04年 3月期から 5期連続で営業利益を計上しながら 08

年に経営破綻しました。5 会計期間の営業利益累計は 1,590 億円でしたが、営業キャッシュフロー

は 2,132 億円のマイナスでした。いわゆる、黒字倒産（※1）です。見せ掛けでも黒字である以上、

納税義務が発生します。使えるお金であるキャッシュを稼げなければ会社は潰れます。 

会計は 3 種類あります。税法に基づき税金を計算するための税務会計、会計原則に準拠して外部

に会計報告する財務会計、そして経営意思決定や業績管理に使う管理会計です。会計は企業にとっ

て不可欠の業績測定ツールです。会計によって算出された利益は、会社の行動を方向づける尺度に

なります。しかし、一般企業会計原則（※２）に基づいて作成される財務会計は、在庫の積み増し

で簡単に利益を計上できる仕組みになっています。需要が低迷している時、売れなくても大量に生

産すれば、1 個当り製品に配賦される工場固定費である加工費は下がるため、販売される製品の利

益はかさ上げされます。在庫が増えてキャッシュフローは悪化しますが、利益は増加します。様々

な会計処理を変更することで赤字を黒字に転換できます。 

会計利益による評価は、真の経営力と全く反対の結果を示す場合があるのに対し、キャッシュフ

ローは操作されることなく経営の実態を反映します。幸い日本でも上場企業は 2000年 3月期からキ

ャッシュフロー計算書を含めた財務諸表の作成が義務づけられ、未上場会社もキャッシュフロー重

視の経営を取り込んできています。 

 

問題は、財務会計で作成される損益計算書（※３）の利益を内部の業績管理に誤用することです。

会社の目的は、事業運営することを手段として儲けることにあります。儲けが上がらなければ、社

員への給与支払、投資家への配当や利子支払、取引先への支払はもちろん地域社会や国への貢献も

できません。儲けは、事業に投入した資金を超えるお金を回収することで実現します。見せ掛けの

会計利益ではなく、本当の利益を追求するのが重要なのです。最近の倒産した半数以上の企業は黒

字倒産です。キャッシュフローを顧みない過度の投資、在庫積み上げ、短期利益追求等の間違った

経営が会社を窮地に陥れています。 



図表 1－1では製造会社が 100の価値の原材料を仕入れ、120で製品を出荷・販売する事例を示し

ています。原材料 100の仕入れは 100のキャッシュ支出であり、製品出荷 120は 120のキャッシュ

収入です。プラスされた 20が売上高－変動費を意味するスループット（※４）です。スループット

の拡大が本当の利益である儲けを増やすことになります。 

  

 

                再投資             スループット 

 

図表 1－2 は売上高の 30％下落が予想される場合に、翌年度の生産数量の増減が売上利益とキャ

ッシュフローに与える影響を示しています。 

 

図表１－2 売上が 30％下落のケース         （ ）内は 1個当たり金額 

項  目 ０９年度実績 
１０年 度 予 想 

同量生産 減産 増産 

売 上 数 量 100 個 70 個 70 個 70 個 

生 産 数 量 100 個 100 個 30 個 200 個 

在庫数量 

期首 50 個 50 個 50 個 50 個 

期末 50 個 80 個 10 個 180 個 

売上金額（＠） 1,000 万円(10.0) 700 (10.0) 700 (10.0) 700 (10.0) 

 材料費（＠） 300 万円(3.0) 300 (3.0) 90 (3.0) 600 (3.0) 

 加工費（＠） 300 万円(3.0) 300 (3.0) 300 (10.0) 300 (1.5) 

製造原価（＠） 600 万円(6.0) 600 (6.0) 390 (13.0) 900 (4.5) 

期首在庫（＠） 300 万円(6.0) 300 (6.0) 300 (6.0) 300 (6.0) 

期末在庫（＠） 300 万円(6.0) 480 (6.0) 130 (13.0) 810 (4.5) 

売上原価（＠） 600 万円(6.0) 420 (6.0) 560 (8.0) 390 (5.6) 

売上利益（＠） 400 万円(4.0) 280 (4.0) 140 (2.0) 310 (4.4) 

 売上収入 + 1,000 万円 + 700 万円 + 700 万円 + 700 万円 

 材料費支出 －300 万円 －300 万円 －90 万円 －600 万円 

 加工費支出 －300 万円 －300 万円 －300 万円 －300 万円 

キャッシュフロー + 400 万円 + 100 万円 + 310 万円 －200 万円 

 

100 原材料仕入 

100 キャッシュ支出 
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増産すると１個当たり加工費は減少するため、売上原価は低下して売上利益が増えます。ところ

が期末在庫は 810 万円の大幅増加となり、キャッシュフローは急激なマイナスとなって経営を圧迫

するのが判ります。売上高－費用（コスト）＝利益 と算出するのが利害関係者に会社情報を提供

する財務会計の利益であるのに対し、会社の存続に必要な本当の利益は、キャッシュ収入額－キャ

ッシュ支出額＝本当の利益 で算出します。キャッシュ・ベースの入出金差額を把握することで見

かけ上の会計利益から逃れ、使えるお金としての儲けを拡大することができます。図表 1－2の売上

下落のケースでは、売上数量の減少に合わせて生産数量を 30個に減少するのが正しい選択となりま

す。増益ではなく、キャッシュフローの増加を重視すべきです。 

 

経営者が見てくれをよくするため、期末月の増産や押し込み販売等で外部報告用の決算書の利益

を膨らませる場合があります。それはキャッシュフローを犠牲にする行為であり、さらにムダな税

金の支払いを伴う大きな間違いを犯すことになります。 

 

間違った会計利益を評価尺度として利益拡大を図ると会社は潰れます。1997 年 11 月に倒産した

山一證券の当時社長が「社員は悪くありません。」と社員を擁護していました。当たり前のことです。

どの会社も業績を評価する尺度を持っています。組織や個人は、与えられた評価尺度に従って行動

します。山一の社員も、アーバンコーポレイションの社員も同じです。見せ掛けの利益の拡大を社

員評価の尺度として示すならば、社員は倒産に向けて走り出すことになります。 

 

会社の業績を管理して評価する指標を会計上の利益に替えてキャッシュフローとする。「将来、生

み出されるキャッシュフローが会社の価値を高める」という認識を社員全員で共有して、それに向

けて行動することが重要です。 

 

用語解説 

※1 黒字倒産・・・会計上利益は上がっているにもかかわらず、現金不足が原因で起こる倒産のこ

と。損益計算書では、黒字のため税金等の支出が多くなるが、キャッシュフロー計算書では、赤字

の状態になる。 

 

※2 一般企業会計原則・・・実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と認めら

れた会計処理を要約したもの。必ずしも法令によって強制されないが、すべての企業がその会計を

処理するに当って従わなければならない基準となる。 

 

※3 損益計算書・・・一定期間(通常 1年間)における会社の収益(売上)から費用(経費)を差引き、利

益を記載した表のこと。株主や債権者などに経営成績に関する情報を提供する。 

 

※4 スループット・・・一般には単位時間当たりの処理能力のことをいう。スループット会計での

スループットとは、企業の最終指標である売上から資材費を引いたもので、製品を一つ多く販売す

ればスループット分だけ全体の儲け(キャッシュ)が増加する。 


