
諭」こんな「会計 が欲しかった!

新連載

みなさんの工場、現場では、日々、生産に励みな

がら、どのような疑間をお持ちで しょうか ?

「生産技術に関しては誰にも負けないJ、「品質な

らまかせてくれ」、「工程カイゼンはこうする」、そ

れぞれにr信 を持ってIkり組 まれていることで

しょう。

そんな中で、製造現場にとって、「コスト低減」は、

あまりにも「当り前Jの課題、日標ですが、いったん

それが、現場の手をRllれ、「会計J上の計算になった

,全端に、いったいどうやって計算しているのか ?

自分たちの「カイゼンJ効果は、果たしていくらに

なるのだろう?と、疑 ‖]符だらけではないでしょ

うか。

こういった疑間を、少しても解消するべ く、今「1

から、「製造現場が必要とする会計学Jについての、

非常にユニークな・Lltが始まります。

この連載では、毎[1、会計に関連したテーマにつ

いて、「キーワー ドJをlil定します.

それを、)場 の異なる,、たりのイ者が、それぞれ

に解説するという、コラボレーション企画です。

まずは、あと役会計学者による 「基本的な会計知

ltJの解15tをお読みください講 記知識ゼロで OK.

製造現場で、これだけは力1っておきたい、という会

計は1識を、間中にわかりやすく説りJします。

ただし、実際の会計ルールは、り41に複雑です.

このiJltでは、概申 ‖角イのため一部, 口ヽ各化してい

ることを、あらかじめご」
´
承ください。

つぎに、みなさんの現場で、より実践的に使える、

「カイゼンの会計学Jをお読みください.

こちらは、製造現場を知り尽くしたベテランが、

トヨタ式の考え方からir生した、まったく新しい会

計理論である「Jコ スト論Jを、ていねいに解説し

ます。現場の「カイゼン効果Jを正しく測定できる、

画期的なく新>理 論として、今、注‖されています。

今回は、連載初回ということで、このおら、たりの

著者に、お互いの立場を超えて、連ltテーマや、そ

の抱負などについて言]iっていただきます。

「会計」は難しい?!

この連載のきつかけは?

終 :も ともと、私は、|||卜先4Lの「おしかけ弟子」な

んです。博十後期課布:の学41だった頃、東京大学も

のづくり経営研究センターが開11されていた 「も

のづくり寄席Jという公開セミナーで、田中先11の

講演をおllきしました.以 llから 1中先生のご格

書『「トヨタ流J現場の人づくり』などを読ませてい

ただき、ぜひ一度お話を伺いたいと思っていたの

で、チャンスとばかり参加しました.

そこで、 11中先生の「Jコ スト諭Jとj≦り合ったわ

けです。1走初は、わけもわからないままに、「これ

田中正知 Lna屹M、■omO

[カイゼンのために必見!新しい会計学]担当

0ものつくり大学名誉教授.元  トヨタ生産調査部部長.東 京大学大

学院経済学研究Tlものつくり経営研究センター1寺任研究員。株式会社

」コスト研究所所長。http″wwwiCOStCom/

◎常に現場で モノづくりに携わり 「トヨタ生産方式Jを体系イとした大

野耐―氏ほか先達の薫陶を受ける。93年 1月 「トヨタ生産方式Jの総
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だ Jと ttいました。

田中 :,ilしている間も、工場 とは縁のなさそうな

女性が、前列で、やたらに熱心には‖いているなとは

思っていたんですよ。

柊 :そ れで、終 「後にご挨拶 させていただいたと

ころ、後日、先生からご連絡をいただき、そのまま

今日まで、ご指導を受けること力iできています。

田中 :ち ょうと、「Jコ ス ト諭Jを、僕Lしい理論面だ

けでなく、もっと実際に使う人たち、一月その方たち

に、わか りやすい形、文章で111けられないか、と思

い始めていたところだったんですよ。それなら、会

計は専門でも、いわば製造現場の力識ゼロである、

彼女が理解できれば、かなりわか りやすいと思っ

ていいのかな、と……(笑).

柊 :お かげさまで、何度もすこく
'歯

みf十いて教え

ていただきました。それでも、1止初は、用語からし

てわけがわからなくて一。ただ、トヨタ生産方式と

会計の ll係というのは、実は、会:「学での私のりF究

テーマで もあ ,́たので、素人なりに「力1りたいJ気

持ちだけはあ ,ま した,それと、会言l ll究者という

●1/Jで,iえば、「カイゼンJ成果が数llで表せると

いうのは、もう、これは、すこく画期的なことだと

Ltっています.

田中 :そ んな経緯があって、先‖ 1梓した新 しい

拙著「トヨタ式カイゼンの会「学JOは 、彼女にも

ア ドバ イスをもらヽヽました`キ十に、会F卜的知識に月

して忌111のない意見をもらったな(笑).

柊 :そんな、たいしたことは ,ひ たすら原稿を読

ませていただいて、感た1を中し上げたくらいです

まあ、■連な読者ファン第 1号ですね。

田中 :それで、今卜1、「1場管Il」で「Jコ スト諭Jを

連11‐うるに当り、普j」の会1卜という力、,人,γ書べ'‖〔

価i計算の知識も多少はこ|」介した 11で、力iしいll

論としての「Jコ スト諭」と比較、Fll解して、そのい

いところを、現場で
'kり

入れてもらえたら、という

のが、わ

"プ

リσ)き り́かけ
‐
こ■「イユ.

どんなテ…マ展開になりますか?

田中 :まずは、みなさんが 一番気になるであろう、

「利益Jの 考え方からスター トします 次ダ〔か|)は

じまります.その後、′∫サ」テーマを決めて、それを

「キーワー ド」にして、あ、たりがそれぞれの専用分

」llから',t筆します .

柊 :今、田中先41とご‖談して、考えているのが、

「利

“

「」の他にも、りt本的な会計知1識としての、たと

えば「資本Jや「キヤ ツショJなと
｀
、それか′,、経営

`ヽ体としての「投資Jや「収益lrLJなどについてこ5[りl

したいと思っています ,もちろん、現場の大きなi果

題である「在[|:」「‖1間(リー ドタイム)J「:伴の流

れと会「の流れJなどにもllれていきたいですねて,

日中 :毎[|、さまざまな角度から、「
'児
場に役 ,ヽつJ

会|■力l「出をおhiけしたいと思います.楽しふにし

てください,

本山である本社生産調査部部長に就任。協カメーカーヘの 「トヨタ生

産方式Jの指導と改善 グループ内全車両生産工場に組立工程管理

システムを展開。95年 1月 本社物流管理部長に就任。トヨタの全世

界物流ネノトワ~クの構築と改善に携わる.

●2000年 11月 ものつくり大学開設に伴い社命により「トヨタ生産

方式を教える教授第1号Jとして転籍.生産管理 品質管理など「もの

づくり全般Jを担当。専門テーマは 独自に編み出した会計理論である

「Jコスト諭(管理会計に時間軸を入れる新しい試み)J。

柊 紫乃師■sttЮ
[製造現場のためのやさしい会計知識]担当

0愛 知工業大学経営学部非常勤講師.「原価計算論J担当.専門

テーマは「生産システムと会計」。1寺に トヨタ生産方式導入時の会計

評価を研究している.博士(経営情報科学)愛知工業大学.
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1-錮 のテーマー[利益]

[利益の意味]
格 紫乃

利益は、「ひとつ」じゃない?!

みなさんは、会社の「利益」と聞いて何を思い浮

かべますか ?新 聞を見れば 「最終lll益マイナスJ

「今期純利益○〇%ダ ウンJ「営業益最高を記録」な

ど、さまざまな利益の名前が踊っています。これら

は、会計上、どのような区別があるのでしょうか。

今回は、財務諸表のひとつ、「損益計算書Jの中で

計算される5つ の「利益」について説明します。

これは、現在の日本の会il基準に沿ったものです。

この他にも「○○利益Jといわれるものは、国際

会計基 llによる「包括利益Jや、管理会計分野の「llN

界利益(貢献利益)」などさまざまありますが、ここ

では触れません。

それは、すべて 「損益計算書」に職つている

「損益計算書Jの項目は、図表 1の ようになって

います。損益計算書とは、英語でPrOit and Loss

Statementと いうので、その頭文字をとって、PL

ともいわれます。次回以降登場する、貸借対照表や

キャッシュ フロー計算書とともに、企業の経営

状態を写し出す重要なものです。まとめて「財務諸

表」とか「決算書」などともいいます。いわば、会社

の「健康診断書Jのようなものです。

その中でPLは 、「ある期間(通常は1年間)に、

その会社が、どれくらい儲かったか、あるいは損し

たか」を示します。会社に入った「お金」=「益」と、

出ていった「お金」=「損」を足し引きすると最後に

どのくらい残るか、を「計算」するから「損益計算

書」というのです。

ここで、入るお金のことを「収益」、出ていくお金

のことを「費用」といいます。これからはこの名前

で呼びます。覚えておいてください。

74

当期純利益
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図表 1の 上から見ていきましょう。会社に入っ

てくる最初の収益は、「売上高Jです。

ここから、売上を上げるための費用である「売 L

原価Jを引いたのが、①売上総利益(粗利)ですt,売

上原価には、材料費、1[場で製品をつくる人の労務

費、その他の経費などが含まれます。

次に、販促費や本社社員の給ホ1など「販売費およ

び一般管理費(略して販管費)Jを引けば、②営業利

益。ここまでが「本業による利益」といえます。

そこから銀行への支払利虐や、有価証券の配当

金のような「本業以外で出入りする収益&費用Jを

足し引きすると、③経常利益(略して「ιすいつね」)

です。つまり、「通常の企業活動を行った結果とし

ての利益」です。

最後に、災害損失や工場の土地売却益など「普i]

は発生しない収益&費 用」を加減すると、④税引前

当期純利益が計算されます。

これをもとに法人税などの税金を支払い、「最終

的に、締めたらいくら残ったか」という金額が、⑤

当期純利益です。これが新聞で見かける、いわゆる

「最終損益Jに あたります。これから新聞を読む際

には、これらの「利益」の違いも、ぜひ、チェックし

てみて下さい。

図表 1 損益計算書の5つの利益

売上構利益(粗利 ・あらり)

販売費および一般管理費

営業外収益

営業外費用

法人税等

特別損失



1-今日のテーマー[利益]

[時間とfIJ益の関係]
田中正知

カイゼンが正しく評価されるために

皆さんの会社の工場、製造Ijl場では、たとえば、

次のような疑間に答えられるでしょうか?

◎「まとめてつくれば、安くなる(量産効果)Jとよ

く::われます.一方で「小ロット多lll生産」を徹底

する「トヨタ生産方式Jを目指して、多くの現場が

熱′亡ヽに取り組んでいます。これは、矛盾していない

でしょうか?「大ロットで作った場合」と「′J ロヽッ

トで作った場合」どちらが、より儲かるのでしょう

か?それは、なぜなのでしょうか?

◎「,キは金なりJといいます。「トヨタ生産方式Jで

も「リードタイム短縮」を重視します。では具体的

に、みなさんの会社では、「1時間」あたり、どれだ

けのお金が全体のコス トとして消費され、あるい

は、新たに獲得されているのでしょうか?

こうした疑間を解決するために、私は『」コスト

論Jを構築しました。その中から、基本的な考え方

をご紹介し、みなさんの現場での日々のカイゼン

が、会=|卜の計算のために、誤つた方向に捻じ山げ

られないための指針を示したいと思います。トヨ

タ式カイゼンや、『」コスト論』の詳細については、

ll著(参考文献)をお読みください。

「利益率」と「収益性」は別のもの?!

たとえば、工場の製造コストを考える時に、今の

会「卜制度は、「時間」という観点をまったく考慮し

ません。すべての問題は、ここから発生します。

銀行にお金を預けるときに、私たちは必ず「どれ

くらいの期間で何円の利息が付くか」を考えます。

同じ金額の利自なら1年物よりも半年物の方が嬉

しいものです。さらにこの受取金額を利息を含め

て再び|三年預ける(つまり1年で2回繰 り返す)と、

1年物に比べ、受取利泊総額が、なんと21倍 にな

るからです。

あなたの職場では、つくってから代金を頂くま

での期間が、 1か 月間か十年Flか1年間かの違い

に、無頓着ではありませんか。お金を預けるのとは

違う見方をしてはいませんか。

「お札Jも「ものJも「お金Jです。寝かせず、上手に

働かせなければいけないのです。卜手とは、より多

く、より短時間で稼ぐことです。

製造現場では「ものを寝かせない」工夫が第一歩

になります。この考え方を、コスト計算に取り入れ

るべきなのです。

「利益率」と「収益性」の区別が重要

利益率 :営業活動 1[Jあた りでどれだけ儲かるか

収益性 :一定の期間あた りでどれだけ儲かるか

このうち 「稼ぐ期間(時間)Jま で考慮に入れた

「収益性」ですべての現場評価、経営半1断をすべき

なのです。次回以降、さらに具体諭を展開します。

この 2つ の違いがとても重要なのです。今後連

載の中で繰 り返し出てきます。しっか り区別して

理解して下さい。
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