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で、適正なアカウント・マネジメント

が行われていれば、本来、点は左上

から右下に分布しているべきであろ

う。

２つ目は、収益性を悪化させてい

る(赤字)のは、実は一部のアカウン

トに起因することである。これを別

の角度(アカウントの業態別収益性）

から見たものがグラフ3である。販促

費が大きく、かつ収益性が低いのは

卸に委託しているパパ・ママスーバ

ー、大手・中堅チェーンであること

がわかる。

パパ・ママスーパーを委託してい

る少数の主要卸と、少数の中堅・広

域チェーンを選んで、そこに市点的

にエネルギーを使ってマネージする

ことなら、支店マネジメントでも可

能であろう（グラフ4)。

では、その少数のアカウントに絞

ってマネージするとして、販促費を

どう使うのが収益性最大化につなが

るのかを検討するのが次のステップ

となる。
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当社の売上高

グラフ２アカウントの亮上廻柵と収益性の相Ⅸ

当社の需卜宮
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、中小チェーン

Ｅ大手,中盤チェーン

グラフ３.アカウントの梨岨別収益性

梨搬別市堀冊刷
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チェーン数の偶

グラフ４業殴別市喝隅成〈2000年度】
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「デイ・アベレージ｣、すなわち、販

促費の投入･配分を､どんぶりで考え

るのではなくメリ八リをつけて行う

ことが、最も効果的な収益改善につ

ながる（グラフ5)。

TheBCGWalI-SMusanm恥chnIquesIorPIohIem･SoIui叩

流 技法ＢＣ Ｇ 流問題解態 決の

第２回「マイクロ･エコノミクスJと『デイ･アペレージ(脱平均化)』

１

少投資であったことがわかる。

これは当社に限らず多くの企業で

見られる傾向で、古くからの付き合

いがあったり、かつては新進気鋭の

アカウントで魅力的な投資先であっ

ても、もうピークはとうに過ぎて成

長は見込めないが売上げだけはそれ

なりに大きいといったアカウントに、

販促災に限らず人材面でも過剰な資

源配分を行いがちである。

当社の場合には、この配分を逆転

させてやることが、まずは大きな打

ち手の方向性ということになる。つ

まりセグメント(Ｃ)や(Ｄ)からセグ

メント(A)や(B)に販促費を傾斜配

分する(｢デイ・アベレージ｣化)とい

うことだ。

の数が多いという場合には、どのよ

うなケースにも有効な手法なので、

今回の顎例のような営業収益向上以

外の課題についても、是非応用して

みて頂きたい。

なお､今回紹介した部分は基本的

なフレームワークのみで、現実の戦

略に落とし込んでいくには、対象と

なる企業の置かれている環境やポジ

ションに応じて、もう一歩突っ込ん

だ検討が必要になることはいうまで

もない。

例えば、今回の例でいえば、紹介

したフレームワークには｢トッブシェ

アをどう中長期的に維持していくか」

という視点は明示的には盛り込まれ

ていない。つまり、このままで進ん

でいくと収益は増えたがシェアが低

下するという結果を招くリスクはま

だ十分に払拭されていないと経営者

は感じることだろう(ここをどういう

切り口で突破するのかは、読者の宿

題としておきたい)。

こういった現場に密着した問題解

決を考える場合には、いったん机上

の分析を設計・実施した上で一歩引

いて見て、対象企業固有のリアルな

ビジネス上の論点に再度立ち返り、

｢腹に落ちる｣解に落とし込んでいく

ことが、実行段階でのアクションを

加速する上でも、塑要なポイントと

なろう。⑭

Iデイ･アベレジ(脱平均化)Ｉ

する

142Think！

アカウント･セグメンテーソョン

アカウント成長率(％）
卵

グラフ５は｢デイ・アベレージ｣の

考え方を使った手法の例で、アカウ

ントを４つのセグメントに分類した

ものだ。当社は右下のポテンシャル

(シェア向上余地)も成長性も低いア

カウントにずいぶん販促炎を過刺投

入していた一方、左上のポテンシャ

ルも成長性も高いアカウントには過

ここまで、｜マイクロ’エコノミク

ス｣に落とし、「デイ・アベレージ｣す

ることによって収益改善を実現する

手法について解説してきた。このア

プローチは、拙み上げると大きな経

済的インパクトにつながるが、ひと

つひとつの案件は小さく、かつ案件

｡｡

●
●●｡

０１［

当社のシェア
（妬）

グラフ５アカウントのセグメンテーション

小嶋侭久夫ｌｋｕｏＫｏｌ Ｉｍａ）ＰＲＯＦＩＬＥ

･アベレジ(脱平均化)Ｉ「デイ

する

ボストンコンサルティンググループプロジ［クトマネジ,１，－。

京柵大学経済学部卒日本生命保険相互会社を賎て現在に至る消州M、産梁財、医蕊品、流通、金鵬葬の業界に対し、

マーケティング・営築職略、新規市埋参入戦略、リエンジニアリング、収益力強化等のコンサルティングを数多く手掛

けている“

６品後に

営業収益向上以外の

課題への応用
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汲めども尽きぬアイデアの宝庫
槻開は他と同じようなものかもしれないけれど､どこか気に入って

いるシャンプー｡これ描と思い込んで友耀ちにまで細心に勧めてし

まうパｲｸ｡自分の駅のようにくつろげるコーヒーｼｮｯブもわたした

ちには皆､お気に入りのブﾗﾝドがあbます｡これらのブランド選択は、

消費者の心の動きの結果。

本書では､そのメカニズムが手にとるように解き明かされています。
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で惑智自身が過去１０年以上にわ庇って働くなかで学んだことである｡ビジネススクールで教わることので壱
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投函ください．

可

葬社刊行の

戦略サファリ５名

図書カード
3000円分５名

ａ[近藤乙部]ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ

シンクンク

瓦

卜
’

＆
、

璽蝋遡獣蝋
那灘艦潔陰ヨ

蝋§鵬蝋
Ｔｈｉｎｋ!|をご購読いただきましてありがとうございま戎

本誌をよりお役に立てるビジネス誌とするために_下記
》
』

のアンケートに是非ご協力をお願い申し上げます‘,回答

畷 いただいた方の中から抽避で､「特製図宿カード(3000ﾍﾝﾘー ･ﾐ”弱
．△-G曲､､Ｏ酉､
'吟。訳

，#の伽

ｊｑｇ画
oO4Q

gX1k

円分)」を5名様に､弊社刊行の｢戦略サファリ」(Ｈ･ﾐンE雪

ツバーグほか箸／蒋藤嘉則監訳)を5名様に差し上げ

Ｉ

ます_とじ込みのハガキに所定の事項をご記入の上.ご

I.[山崎元]自分自身をビジネス
k､[山本直人]ｺﾐｭー ｹー ｼｮﾝ術Ｑ２画職種

締切／平成１４年１２月３１日（当日消印布効）』

Ｑ１.職業 ｆ［赤羽雄一]失敗の研配

9.1原戯ｌ開発職路
h､[松永遮切職路を実現する組織
Ｍ坂井貿二]パリュクリエーションモデル

鋤

と遮也］

a･会社員ｂ･経営者(会社の役員等）

c閲経営に関わる専門職(コンサル会針士雰）ｄ,教授⑧､学生

f･その他

g‘日経ビジネスｈ･日経情報ストラテジー１．橋ビジネスレピュａ思考法ｂ･問題解決ｃ･亙思決定。‘交渉ｅ､ライティング

i・夢ｲヤモンドハーバードビジネスレビューｆ・ドキュメンテーションｇ･ファシノテーションｈ･インタビュー
１.リーダーシップ１.コーチングｋもリサーチ１.分析力

Ｑ5.業務上で関心のあるのはどれですか（複数回答可）ｍ・丁一タマイング、企粟理念ビ海ンｏ･企粟価値

日.経営戦路ｂ,組織酷ｃ･人材マネンメント。､マケプィングｐ､管認会Ｎｆｑブランドｒ顧客モチベーション

e,ﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝゲｆＭ＆Ａｇリスクマネジメント
h・情報ｼｽﾃﾑ1.1丁璽品サービスｉ､財務会計ｋ・その他Ｑ８.これからも読んでみたいですか？

ａすでに定期■蕊しているｂｂ毎号蹄んでみたい

a‘鐸堂全般ｂ･総務人事ｃ･財務ﾛ経理ｄ･シスァムＩ［マーク･フラー]Ｍ＆Ａ

e･企画･マーケｆ営桑販売ｇ･技術閲発ｈ･その他、.[頚菖冨則]現溜イズム
m[小鯛偉久夫]BCG流問題解決

Ｑ３.ＭＢＡについて。‘[ 西 山 副 職 略 会 計 入 門

a･取得済みｂ･取得のため学習中ｃ･具体的に検肘しているｐ・I岸本義之］圃客中心型マケテイング
ｄ関心はあるｅ・関心はない ｑ･[今秩昌宏]ピジﾈｽモデル

ｒ［鈴木一功]ケーム理験的思考法

Ｑ４.ほかにどんな雑誌を読んでいますか（複数回答可）ｓ,[ハーパラミント]文密作成術

a・日経アソシエｂ・日経キャリアマガジンｃ,typB
d・プレジデント＆週刊東洋経済ｆ辺刊ダイヤモンド Ｑ７.今後とりあげてほしいテーマを５つあげてください

｡.もう肱むつもりはなＬ

ＱＳ.面白かった論文(記事)を３つあげてください

ａ[石愈洋子]職略再考

b･[加藤広亮]BCG流職略思考の技術

cもIハン画ゥｧﾝダＷｱ1プﾗﾝドとﾌﾗﾝテｨﾝｸ

｡.[田村賊一］『戦略フレームワークを活かす技術

＆興味のある号のみ藤んでみたい

Q９.今後､読んでみたい箪者は？
（ ）（

Ｐｒｅｓｅｎｔ

回
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ＡＧｕｉｄｅｔｏＭａｎａｇｅｒｉａＩａｎｄ

ＦｉｎａｎｃｉａｌＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

戦略会計入門

戦略を強化する

逼畷 ｖｏ１．００３

■記ﾏｰ＝●

前回はNPV法やlRR法を用いて新規蛎業の評価･検証を行った。

今回は新規馴喋をより魅力的なものにするための仕組みを数字の上から考えていく。

加えて､NPVを利用した｢企業価値｣､｢株主価値｣の算出方法とそれらを高めるための方策を提示していきたい。

最後に、事業の見極めとコスト硯争力上昇の手段として､ＡＢＣを紹介していく録

西山茂(早稲田大学大学院助孜授】

Ｖｏｌ、００１ Ｖ０１．００２ ｖｏｌ，００k ＵＤｌ－００４

財務諸表から

戦略を読む

●ｷｬｯｼｭフロー計算徴

●貸惜対照表

④捌益針麓響

戦略を確認・

検証する

●NPV，ｌＲＲ

●資木コスト

戦略を強化する

●株主価値の創造

●ＡＢＣ

今後の課題汽羊音点

●ＥＶＡとバランス

トスコアカード

●会叶の盲点

ｍａｉｎｔｈｅｍｅＳ

＆

ｃｏｍｍｅｎｔａｒｙ

ｐｏｉｎｔｓ

ＰＲＯＦＩＬＥ

西山茂ShigeruNishiyama
早澗田大学致治経箔学部卒業。硫宜法人トーマツに入所し大手日木企業､外資系企業律の監査を担当する。その後渡米し､米国ペンシルバニ

ア大学ウ:'一ﾄﾝスクール紐樹学惟士剛胆〔MBA)惟了〈Ｗ攻:ファイナンス､アカウンティング)。銅回後監斎部'''1およびE]際投資コンサルティング

部'''１に所侭し､卿式公冊コンサルティング､M&Aなどの然秘例日当する。その後財聯職酪コンサルティングを目的とした↓獄会社西山アソシエイツ

老放立し､M&Aや櫛式公冊&はじめとする1M猫戦略立案･実行､経営溌理体制l胤築､人材研惟等のコンサルティング乗務に従事する。２０００年４月

より早梱国大学大学院助牧授に就任し､現在に至る。公脇会剛士。主な著言に､I職略財脳会計』『職略管理会計｣IMBAアカウンティングJ(監催

および共苫､以上グイヤモンド社>､｢企裟分析シナリオl(粟洋経済新蝿社>などがある。

Think1I145



『

ＵＦ社のWACＣ(加重平均資本コスト)を計塊す

る前提は、前回の設問の前提条件⑦に記賊され

ている。その前提は下記のとおりである。

ノ:ＵＦ社の有利子負債の金利３％

ｆ法人税率４０％Ｒ/:２％Ｒｍ－Ｒ/:４％

ＵＦ社のβ値：１．２

｢

ＡＧｕｉｄｅｔｏＭａｎａｇｅｒｉａＩａｎｄ
ＦｉｎａｎｃｉａｌＡｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

Ｖｏｌ､００３

戦略を強化する

(単位:千円】

資金調達の構成:有利子負債20％(Ｄ)、

株主資本(E)80％

これらの数値を、前回説明したＷACCの計算式

にあてはめていくと、以下のようにＵＦ社のＷＡＣＣ

は5.8％となる。ＰＡＲＴ１

前回の課題の検討
ＷACC＝|､/(D＋E)｝（１－ルノ

＋{日(D＋E)｝{R汁β(Rm-RO｜

＝20％×(1-40％)×3％

＋80％(2％＋1.2×4％）

＝５８％

辿峨2回目では、図表1について以下の4つを課

題として提示しておいた。今回もその課題の検討

から始めよう。

①ＵＦ社のＷＡＣＣを計算してください

図表‘１

売上祇
一

売上原価
一

売上鰐牙11益

〈2:添付資料にあるＵＦ社の新規頭業のフリー

キャッシュフローのワークシートの空白部

分を埋めて、フリーキャッシュフローの予

測と完成させてください

]リヮ§て回世講欽

うち高所得世詩数(上位10％）

うち新案､改策を行う僅議数(5％）

暗入臨(％〉

予想販猫撒昌(セツ側

予定眼光価格(千円）
蔀IMI猫上(千円）

蕊ｕ》

罰②=①，<１０％

認③＝②×5％

鍵

謹⑤＝③×④

幽⑥

型硬)=頓I×⑥

ＵＦ社新畑那案の予測掘益計算雷

フリーキャッシュフローのワークシートを埋めてい

こう、辿賊2回目に記載したワークシートには、参
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ＵＦ社の新規事業の事業計画了、
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7,9800000
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47.342

③にあるように､｢税金は税引前利益に対して課税

されるものと仮定し、この新規砺業は社内の1求

業部として行うものと考えて､赤字の場合には、他

の事業で狼得した利益に対して支払うことになる

税金の節約につながるものと仮定｣している。し

たがって､ＥＢｌＴが赤字となっている2003年につい

ては、法人税等は赤字の40％分だけ減少するも

のと考えている。

ここで日本の税制について肺単にまとめておこ

う。一般に、ひとつの企業として事業を立ち上げ

た場合には、赤字のときには税金がかからず､そ

の後黒字になった場合にも、過去5年間に計上し

た赤字と今年の黒字を相殺した上でなおかつプラ

スになった分にだけ課税することになっている。一

方で、2002年４月から導入された連結納税制度を

採用した場合には、親会社と子会社の利益を合

算した上で税金を計郷することになるので、今回

のケースと同じく赤字の場合には税金の節約につ

ながることになる。

考までに2004年までのフリーキャッシュフローを

記入しておいた。図表2にすべての結果が記賊さ

れているが､ここでは2005年のフリーキャッシュフ

ローを取り上げて解説していくことにする。

まず､ＵＦ社の予測損益計算書に記載されてい

る2005年の経常利益30『025千円をそのまま記載

する。次に、借入金の大小など資金調達の内容

に関係なく、純粋にUF社が生み出している本業か

らの利益を求めるために、やはり予測損益計算書

に記戦されている支払利息9i０００千円を加えて、

EBlT(EamingBeioreInterest＆Tax：金利税金

差引前利益）を計算する。2005年では39.025千

円となる。次に、前提条件(7)に記城されている法

人税率40％をEBlTに掛け合わせて、2005年に

EBlTに課税されたとした場合のみなしの税金を計

算する。2005年では15,610千円となる。次にそ

の税金を差し引いて、金利差引前税引後利益

（ＮＯＰＡＴ：NelOperatingProfitAfterTax）

23,415千円を計算する。なお、今回は前提条件

０

ＵＦ社の新規砺業の砺業計画'2＞峨睦を２
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戦略を強化する

Ｍ８ＩＴｈｉｎｋｌ

次は利益をキャッシュフローに置き直すための修

正である。

まず､販売磯及び一般管理賛の中に含まれてい

る｢減価償却班＆初期ライセンス料僧却｣35,000

千円を、損益計算書上は経常利益を計算する段

階で費用として差し引かれていても、実際にはキ

ャッシュは出ていかないということで加えていく。

なお、メーカーの場合には、通常は製造に使う機

械の減価償却費などが売上原価に含まれているた

め、これも加えることを忘れないように注意する必

要がある。今回のUF社のケースでは、製造を外

部に委託することにしているため、売上原価はす

べて外注磯となり、減価償却没は含まれていない。

次は、設術投資額である。設備投資は投資を

した段階ですぐに費用とはならない。しかし、キャ

ッシュは投資をした段階で出ていくため、利益を

スタートとしてキャッシュフローを計算するときには

差し引く必要がある。今回のUF社のケースでは、

前提条件(5)にあるように､「この新規耶業に関連

する、求業開始後の投資額はない｣ということな

ので、2005年の設備投資はゼロとなる。一方、前

提条件４にあるように､「この新規事業の準備は

2002年から開始され、その年の初期投漉額は､初

期ライセンス料と事業部のオフィス立ち上げ費用

などを含めて250,000千円と予想され、2002年末

に一括して支払う｣ことになっているので､２００２

年には、2500000千円が設備投資として記赦され

てくる。

次に、運娠資本の増加額を差し引いていく。こ

れは、売上の増加に関連して売上債権と在庫が

畑加し、仕入債務が減少することになるため、そ

の刈加減少によるキャッシュの変化部分を修正し

ていく部分である。今回のケースでは、前提条件

〈6>にある方法､｢売上債権は、毎年の売上に0.15

を掛けた金額｣｢在庫は、毎年の売上原価に0.05

を掛けた金額｣｢仕入債務は、毎年の売上原価に

0.15を掛けた金額｣で2003年以降の数値を予想

している。まず売上債権については、2005年末時

点での売上債権は、2005年の売上288,000千円

の0.15倍と予測しているため、43,200千円となる。

2005年以外の年度も、これと同じように予測して

いく。次に在､Iについては、2005年末時点での

在庫は、2005年の売上原価144,000千円の０．０５

倍と予測しているため、7,200千円となる。２００５

年以外の年度もこれと同じように予測していく。最

後に仕入債務については、2005年末時点では、

2005年の売上原価144,000千円の0.15倍と予測

しているため、21,600千円となる。2005年以外

の年度も、これと同じように予測していく。

このようにして、2005年の売上債権、在庫、仕

入債務の予想金額を設定して、売上債権と在肺

については毎年の増加分を、仕入債務について

は毎年の減少分を、キャッシュフローのマイナスと

して考えていく。なお、図の上では、売上憤椛十

在庫一仕入債務を正味運転資本としているが､こ

の金額の増加分を、運転資本に関連して発生した

キャッシュフローの減少分と考えることもできる。

2005年の珊加運転資本は、28,800千円となる。

このようにして､すべての項目の数字が埋まり、

2005年のフリーキャッシュフロー53,465千円が計

筑される。同じようにして、2003年から2008年ま

でのフリーキャッシュフローの予測が完成する。

なお、2002年と2009年は少し巡っている。ま

ず2002年は、250,000千円の初期投斑だけが行

われるので、その分だけフリーキャッシュフローが

マイナスになっている。

一方で、2009年は、前提条件く8)にあるように、

｢この覗業は、欧州メーカーからのライセンスの契

約期間が2008年で切れるため、その段階で終了

するプロジェクトと考えて評価する｣ため、事業を

停止する前提で考えていく。したがって､2009年

には、2008年までに液み上がっていた売掛金が

回収され、在庫が処分され、仕入悩務は支払うこ

とになる結果、運転資本がなくなり、結果として

2008年に運転資本として残っていた28,656千円

分のキャッシュが生み出されることになる。

さらに、前提条件〈§)にあるように､｢求業に関辿

する設備については、2008年末時点での帳飾価

額、55,000千円を下回る10,000千円で売却可能

と予測する｣ため、設備の売却による10,000千円

と、それに伴って発生する売却損45.000千円に対

応する税金の節税分である18,000千円だけ､キャ

ッシュが生み出されてくる。その結果、本業を停

止した2009年にも、合計で56,656千円のキャッシ

ュフローが生み出されることになるのである。

(3)(2Ｊの結果にもとづいて、この新規醜業の

ＮＰＶとｌＲＲを計算してください

まずＮＰＶは、(2ｉｌで計算したフリーキャソシュフに



一を現在価値に置き直して計算していく。今回の

UF社のケースでは、割引率となるＷACCは(1)で

計算したように5.8％である。また、この市業の評

価は、前提条件⑨にあるように､｢2001年の年末

時点で行う｣ことになっている。したがって､２００２

年のフリーキャッシュフローは評価時点から1年後

に発生するものであるため、5.8％分だけ割り引

く、つまり1/(1＋0.058)＝0.945を掛け合わせる

こととなる。次に2003年についてはその二乗、つ

まり1/<1＋0.058)2＝0.893を掛けていく。さらに

2004年以降も、１/(1＋0.058)＝0.945を3乗、４

乗したものを掛け合わせていく。その結果、２００２

年から2009年までのフリーキャッシュフローの現

在価値は合計で25‘182千円となる。これ城ＮＰＶ

の結果であり、プラスであるため、この案件は実

行可能となる。

一方で、IRRはエクセルで計算すると｢8.35％」

となる。これは、ＷＡＣＣである5.8％を上回ってい

るので、|RRの面からもこの投資案件は実行可能

となる、

(4)ワークシートをもとに、この新規事業をよ

り魅力的なものにしていくための具体策に

ついて考えてください

今回は、この課題の解答から考えていこう『

PART2

UF社のプロジェクトを

より魅力的なものに変化させる

それでは、ＵＦ社の新規事業を、より魅力的な耶

業にブラッシュアップしていくためにはどうしたらよ

いのであろうか。この連赦は｢戦略会計入門｣なの

で、数字から出発して、投資の評価方法である

NPVをより高めていくためにはどうしたらよいのか、

という観点から考えていく。

まず､図表2に戻って考えてみよう。UF社の新

規事業のワークシートからわかるように、事業投賀

の評価は、フリーキャッシュフローがベースになっ

ている。さらに、ＮＰＶでは、そのフリーキャッシュ

フローを、将来になればなるほどＷACCを使って

何回も割り引いていく。

ということは、フリーキャッシュフローをできるだ

け大賦に生み出せるように、また、同じフリーキャ

ッシュフローであれば、できるだけ早めに生み出

せるようにすることが､NPVの増大につながること

になる。つまり、フリーキャッシュフローをできる

だけ大迅かつ早めに生み出せるようにビジネスの

拙造を変化させることが､事業の評価を高めるた

めの方向であると考えられるのである。

その次は、割引率の問題である。割引率は

ＷＡＣＣである。ということは、ＷACCが低下する

と割引率の低下につながり、将来のフリーキャッ

シュフローの価値があまり低下しなくて済むことに

なる。つまり、ＷACCを可能な範囲で引き下げる

ことが､事業投資案件の評価を高めることにつな

がるのである。

ただ、ここでは、或業投焚そのものについて魅

力を高めていくことを考えたいので、企業全体と

しての財務戦略に関連するＷACCの引き下げに

ついては別途考えることにして、フリーキャッシュ

フローに絞って考えていく。

それでは、前回確認したフリーキャッシュフロー

の計算ステップにしたがって、それを大量かつ早

めに生み出す方向を考えていこう。

(1)ＥＢｌＴの上昇

まずフリーキャッシュフローは、経常利益をスタ

ートにして、それに支払利息(社債利息)を加えた、

EBITから計算していく。このEBlTは、税引前で、

なおかつ財務のコストである金利を差し引く前の

利益であるため、かなり営業利益に近いものにな

る。つまり、本業での儲けを意味する営業利益を

早めにたくさん稼ぐということが、フリーキャッシュ

フローを早めにたくさん稼ぐことのベースになるの

である。ＵＦ社のケースでは、利益が最高となるよ

うな価格と販売数量の組み合わせとなるように、

価格設定を再度検討すること、製造委託先と製造

方法などを検討することによってさらなるコストの削

城ができないかを検討すること、販売促進磯のよ

り効果的な使用法を検討することなどによって､営

業利益を高めることが考えられる。

Think！ '帥
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②節税

次に､EBlTから､それに対して税金を支払うと仮

定した場合の理論上の税金が差し引かれていく。こ

の税金は､あくまでもみなしの税金であり､税率が決

まっていると､ＥBITに掛け合わせられて自動的に計

算されるものである。税率は、日本でビジネスを行

っている限りはすぐには低下させることは難しいがK具

体的には､研究開発投資などについての税金の優

遇措置などを忘れずに利用すること､税率も考職し

ながら海外での事業展開を考えること､などが考え

られる。ＵＦ社のケースでは特段考慮すべき点は考

えられないがくあえてあげるとすると､外部の優秀な

税金の専門家に依頼して､使い忘れている節税策

がないかどうか検討してもらうことが考えられる、

③減価償却費について

減価償却費をはじめとするｷｬｯｼｭが出ていかな

い費用は､フリーキャッシュフローの計算の際に利

益に加えられていく。ということは､減価償却班など

をより多く計上すればよいということなのであろうか。

答えは否である。というのは､そもそも減価俄去剛

などを加える理由を考えてみると、費用としてフリー

ｷｬｯｼｭフローの計算のスタートである経常利益か

ら差し引かれてはいる狐キャッシュが出て行かない

ために加える､つまり取り消すためである。したがっ

て､ここで加える金額を大きくすることは、同時にそ

もそもの経常利益がその金額だけ同時に減ってしま

うことにつながり､結果としてフリーキャッシュフロー

は変化しないからである。ただ減価償却徴は､経費

として税金の計算上は費用となるため､現在の税金

の支払いを少なくし､将来支払う税金を淵やすこと

によって､税金を支払うタイミングを少しでも遅らせ

ることによって､金利分だけでも有利にする､といっ

た面でメリットはある。ＵＦ社のケースでは、あえてあ

げるとすると､税金の面で不利にならないような減価

悩却を行うことが考えられる。

④投資の選別

投資は、フリーキャッシュフローの計諏では利益

から差し引かれていく。ということは、キャッシュフ

ローを高めるためには、単純には投質を圧縮する

ことがよいことになる齢しかしそうすると、将来の業

績が悪化する可能性が出てくる。したがって､投資

については、ＷACCを上回るリターンが獲得でき

るかどうかで選別していくことと、投質自体の投寅

効率を高めていくことが望ましいといえる。具体的

には､まずIRRとNPVを駆使して､投資の選別を行

っていくことが必要である。さらに、選別した投資

案件の投資効率を高めるために､初期投資をでき

るだけ少なくするとともに、投演するタイミングを投

資効果を考えながら､できるだけあとに伸ばせない

かを考えること、さらには稼働率の上昇を検討する

ことも望ましい。なお、ＵＦ社のケースでは､初期投

資の250,000千円について､欧州家具メーカーと初

期ライセンス料の引き下げや分割支払いの可能性

について交渉をしたり、オフィスなどの投資を必要

最小限に抑えることなどが考えられる。

⑤運転資本のコントロール

正味運転資本(売上債権十在庫一仕入債務)が

増加すると、その分だけ利益よりもキャッシュフロ

ーを獲得するタイミングが遅れることになるので、

フリーキャッシュフローの計範上はそれを差し引く

必要がある。ということは、フリーキャッシュフロ

ーをより多くするためには、皿賑資本を増加させ

ないようにすること、つまり売上債権と在庫の圧

縮を行い、仕入債務を多くすることが望ましいこ

とになる。

このうち、まず売上悩椛の圧縮は、早期の回収

ができるように努力することであり、回収条件の交

渉や､手形取引を停止することを考えたり、債権

の売却を行ったり、債権管理を徹底したり、不良

債権の発生を抑え、発生した場合には早期の回

収に努力することなどが考えられる。さらに、長期

のプロジェクトの場合には分割して検収してもらう

ようにしたりすることも考えられる。

次に、在庫の圧縮については、リードタイムを短

くして､完成品在庫をもたずにすむようにしたり､売

れ行きをもとに仕入れる商品の迦別をしっかりと行

ったり、部品の共通化をはかったり、サプライチェ

ーンマネジメントを導入することなどが考えられる。

最後に､仕入債務については、早期支払による

値引きなどのメリットと、ゆっくり支払うことによって

キャシュフローに余裕が生まれるというメリットを比

較して､どちらが有利なのかを考えながらバランス

を取ることが重要である。
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ＵＦ社のケースでは、申し込み段階で、顧客か

ら販売代金の一定割合を申込金として受け取るよ

うな仕組みを採用したり、在庫圧縮のために、製

造委託をする家具メーカーと受注の怖報などを共

有する仕組みを構築したり、順客からの色や形な

どの要望を受けつける代わりに、すべて受溌牛達

とすることによって､完成品在庫を持たないように

することなどが考えられる。

ところで､顧客からの代金回収について､前受金

をもらう仕組みを採用したり、預り金、保証金を預

かる仕組みを採用することによって､資金的な余裕

がかなり生まれてくる。具体的には、そのような仕

組みが採用できると、契約段階前後でまずキャッシ

ュが入り、後で原価などの支払いが行われること

になるため、一定期間資金が手元に残ることにな

る。さらに､売上が急激に伸びるようなときには､そ

の資金が積み上がっていくことによって､資金訓逮

の心配をせずに歌業展冊ができるようになる。

３ｉフリーキャッシュフローを早めに大量に生み出す方策のイメージ

経常利整 810

貿払祁鰹 質Ｉ

経常利益８０

支払利嘩２０

謝華引前測塗
1００

法人税等(40％）４０

NOP八Ｔ 弓１３

本菜での利差を、早めに大量に生み出す

努力をする

認められている節税策は､採用す苓

城価悩却盤他《＋）２０１税金で不利にならない柾庇に城価傭却を行う

股傭投寅額淳(－）３０１敗側投蹄の投質効『“樹め患

正味迩惟資水増加額(－）１５売上債権の回収､在庫の圧縮の努力をす昂

フリーキャッシュ ８５

４１ＵＦ社新規事業のシミュレーション(ＮＰＶをペースにして】

１－ベースケーズ

このように､売上成長を前提としている新規事業

やベンチャー企業を立ち上げる場合には､売上成長

をじても衝金的に負担が発生しないように､このよう

な仕組みを一度検討することも望ましい(図表3)。

それでは、ＵＦ社の家具プロジェクトをベースに

して、下記の3つのケースについてシミュレーショ

ンをしてみよう。

ケース１売上高原価率を交渉によって､５０％か

ら49％に低下させた場合

ＮＰＶは32,522千円に上昇し、ＩＲＲも9.08％ま

で上昇する。

ケース２ライセンス料の支払いやオフィス家具の

購入といった投獄のうち100,000千円分を、１年遅

らせて、2003年に実施することにし、結果として

減価償却斑が､2003年に20,000千円、2008年に

35,000千円となった場合

ＮＰＶは27,072千円に上昇し、ｌＲＲも8.70％ま

で上昇する。

ケース３販売代金のうち10％を注文した段階で

前受金として受け取ることにし、売上債権が売上

の0.135だけ残り、その代わりに前受金が売上の

0.015だけ発生するとした場合

NPVは27,213千円に上昇し、ｌＲＲも8.65％ま

で上昇する。

このように、具体的なフリーキャッシュフローの

増大策をシミュレーションしながら、効果が高く、

実現可能なものから順に採用を検討していくこと

が望ましい(図表4),、

２，売上原価のコストダウン

売上原価率を50％から49飴へ低下させる。

3．撞責の支払いを一部遅らせる

ライセンス料の支払いやオフィス家具の購入はどの撒資のうち、

１００．０００千円の支仏いを2003年よで1年遅らせる。

その紬果､減価償却費は､2003ffに20,000「｢r1,2008flに95‘０００千円になるとずるく

4．受注段陛で前受金をもらう

販売代金のうち.10％を法文の段階で受け取り､光上偵椛は売上の0135だけ発生し‘

前受金が､売上の００１５だけ発生するものとする。

｛
250182千円

32p522千円

27口072千円

ｐ27‘2'3千円
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PART３

企業価値と株主価値の評価

ここまで考えてきたNPV法は、耶業投貴の評価

を目的とするものであった。しかし、企業を、事業

投資をいくつも行いながら活動している組織と考

えると、NPV法を利用することによって､企業その

ものの価値である｢企業価値｣、ひいては株主から

見た企業の価値である｢株主価値｣が計算できる

ことになる。それでは、この｢企業価値｣と｢株主

価値｣の計算を考えてみよう。

まず､市場の動向や､鯉合企業の動きといった

外部の環境と、それに対する企梁職略などをもと

に、将来の予測損益計塊密を作成していく。それ

をもとに、税金、減価償却澱、投質、運転資本の

姻加額を予測し、フリーキャッシュフローを予測し

ていく。予測する期間は、企業の現時点での競争

優位性がどの程度維持できそうかを想定し、通常

は7～10年間が望ましいとされている。次に、予

測したフリーキャッシュフローを、現在価値に置き

直すためにＷＡＣＣを使って割り引いて､それを合

計していく。その結果として､７～10年間のフリー

キャッシュフローの価値が計算される。

ここまでは、莱業投資の評価と同じである。し

かし､｢企業価値｣､｢株主価値｣を計算する場合は、

さらに3つの調整を行う必要がある。

‘T:予想した期間以降の価値を、残存価額と

して計算する

「企業価値｣を計算する場合は、企業は半永久

的に事業を継続して行っていくと考えることが一般

的である。したがって、予測した耶業計画の期間

以降の価値を加える必要がある。これを残存価値

というが､この計算には、最終年度が終了した段

階で企業を清算すると考える方法など、いろいろ

な考え方がある。しかし一般的には、最終年度以

降は成長が止まり、現状を維持するために減価償

却没と同額の設備投資を行い、運転資本も増加

せず､最終年度のNOPATがそのままフリーキャッ

シュフローとなって、インフレ分の1％程度ずつ成

長するものと仮定する場合が多い。そのような場

合の残存価値は、下記のような計算式で計算され

ることになる。

残存価値＝{予想最終年度のNOPAT7(r-g)｜

×最終年度の割引係数

r:割引率、ＷACCを使うことになる

g:予想職終年度以降のフリーキャッシュフロー

の成長率(経済悩勢に応じて、０～3％程度

を使うことが多い）

前述の予測期間のフリーキャッシュフローの現在

価値とﾛ､lで計塊した残存価値を合計して､企業が

事業から将来生み出すことができるフリーキャッシ

ュフローをベースにした企業そのものが行っている

窮業についての価値を葱味する｢市業価値｣が計

範される(図表5)。

②遊休資産があれば加える

上記で計猟したフリーキャッシュフローをベース

に計算した｢亦業価値｣は、あくまでも現在行って

いる事業についての価値である。ということは遊

休資産として所有している土地や有価証券などが

ある場合には、それを処分しても同じだけのフリ

ーキャッシュフローが蛎業から獲得できることにな

る。したがって､企業の価値を計算するためには、

フリーキャッシュフローをベースにした｢事業価値」

に含まれていない遊休資産の処分可能価額を加

える必要がある、また、NOPATの計算の段階で

の受取利息を差し引いている場合には、受取利

息はフリーキャッシュフローの計算に反映されてい

ないことになるので、その受取利息を生み出すも

ととなる現在の現金預金などの全額を加える必要

がある。

この結果、企業そのものの価値である｢企錐価

値｣が計抑される。

③現在の借入金や社債といった負債としての

資金調達額を差し弓 |く

上記のようにして計算した｢企業価値｣は、あく

までも企業に資金を提供した債権者と株主に共有

されていることになる。したがって､株主の取り分
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を意味する｢株主価値｣の計算をするためには、

｢企業価値｣から債権者の取り分である現時点で

の社債と借入金の金額を差し引く必要がある。

このようなステップによって､桃主から見た企業

の価値、つまり｢株主価値｣が計筑できる。さらに、

この｢株主価値｣を発行済み株式総数で割ると、

理論株価が計算される(図表6)。

５フリーキャ ッシュフローベースの或業価値

圏鯛圏鮮
将来の車業からのフリーキャッシュフロー

や1ｍ1１

６頭業価値と、企業価値、株主価価

'噸業価値（将来のフリーｷｬｯｼｭフローの現存価而）

駆業価値

十 遊休資産の処分価値（事業に使っていない土地、有価賑券など）

企塑価値（資余程供者が共有 している企撰の価値〕

晩在のＤＥＢＴ（社偵＆借入金）の金剛

【株主価値(理論的な時価総額)』

ＰＡＲＴ４

企業価値､ひいては株主価値を
高める方策

それでは、上記のようにして計卯できる企業価

値、さらには株主価値を高めていくにはどうしたら

よいのであろうか。フリーキャッシュフローを高め

る方策は、前述の事業投資の場合と基本的に同

じである。したがって、ここではそれ以外の2つの

点をあげていく。

①資本コストをできるだけ低くする

割引率はＷＡＣＣであるが、これが低いほうが、

フリーキャッシュフローがあまり測り引かれないこ

とになるため、企業価値、ひいては株主価値が上

昇することになる。ＷACCを引き下げるためには、

通常節税効果まで考えると圧倒的にコストが低く

なる有利子負債の比率を高めていくことが必要で

ある。このように有利子負憤を瑚加させていくこ

とによって得られる、ＷACCが最低となるような

有利子負債と株主資本の最適なバランスのことを

最適資本橘成と呼んでいる。ただ、有利子負債

を増加させると、倒産リスクが州大することにも

注意が必要である。

さらに、｜Ｒ<1nvestors，Relations)をしっかりす

ることも、ＷACCの低下につながるといわれてい

る。一般に、格付け会社はわからないことについ

ては厳しめに考える傾向が強いといわれており、

情報公開を行うと金利が低下する可能性が出てく

るといわれている。また、株主資本コストについ

ても、情報公開によって株主資本コストが妥当な

水準になり、結果として資本コストの低下につな

がる可能性があるといわれている。

１２:遊休資産の有効活用

企業価値を計算する際には、遊休賢産を処分

可能価額をもとに加えていく。したがって､遊休資

産については毎年資本コスト以上の処分可能価額

の上昇がないと、持ち続ければ持ち続けるほど資

金提供者からみた価値は減少してしまうことにな

Think！ 11網
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戦略を強化する

る。したがってWACC以上の値上がりが期待でき

ない場合には、できるだけ早めに処分してキャッ

シュに換え、それを資本コスト以上のリターンを独

得できる市業に投入していくことが望ましい。さら

に、その延長上で考えると、ビジネスの仕組みに

ついても、競争優位を確立するために必要な場合

を除いて､有形の資産はできるだけ所有せず､ノ

ウハウをはじめとする無形の資産で勝負するような

方向性を目指していくべきであるといえる。

ＰＡＲＴ５

事業の見極めと
コスト競争力の上昇策一ABC

前述の、企業価値と株主価値の上昇策の中で、

営業利益を高め、投資効率を高めていくという面

からは、コストダウンを行うことと事業の選別を行

うことが非常に重要なポイントであった。ここで

は、この2つに密接に関連する、ＡＢＣ(AcIivily

BasedCosting：活動基準原価計算)について取

り上げていく。

①ＡＢＣとは何か

ＡＢＣとは、ハーバード大学ビジネススクールの

キャプラン教授らが80年代に発表した新しい原価

計算方法である。具体的には、製品やいろいろな

活動との関係がなかなかわかりにくい登用である

｢間接曲｣を、それぞれの製品や部門にできるだけ

正確に割り当てることによって、製品や部門など

のコストを正確に把握していこうという考え方であ

る。このABCは、８０年代後半に、米国企業が業

緬悪化の中で事業再構築(リストラクチャリング）

を図るために、正確なコストの計算に基づいて採

算分析を行い、製品や事業を選別する手段として

使われた。その後90年頃から、リエンジニアリン

グの中で、コストダウンの効果が高い間接的な活

動を浮かびあがらせるための手法としても脚光を

浴びてきている。日本では最近ようやく注目され

てきたが､ＡＢＣは正しい意思決定を行うための前

提となる｢正しいコスト｣を把握する面から、また

多くの企業にとって重要なコストダウンのためのタ

一ゲットを浮かび上がらせるという面から、大変有

効な手法である、

(2)ＡＢＣが利用された理由

ＡＢＣが利用されてきた大きな理由には以下の２

つがある。

＊多品種少量牛産への移行

順客のニーズが多様化する中で､顧客満足を追

求して､大量生産から多品種少量生産に移行する

企業が増えてきている。多品種少量生産へ移行

すると、売れ筋商品は1万個、特殊なものは100値

というように注文単位が大きく違っていても、部

品の調達の手間は数量に関係なく同じといった伽

が出てくる。この場合、このような製造間接費を

実態に合わせて割り振らないと、コストにゆがみ

が出てくる可能性が高くなるのである。

＊闇袴普のi曽加

最近、オートメーション化や､材料のグローバル

な鯛運によって､直接材料澱や直接労務磯が低下

してきている。一方で､逆に機械のサポートのた

めのコストや制御システム関係の経費をはじめとし

た製造間接費は増大している場合が多い。したが

って､間接費を実態に合わせて割り振り計算をす

る必要性が地大しているといえるのである。

③具体的なＡＢＣの導入方法

ABCの導入は、具体的には以下のようなステッ

プで行われていくケースが多い。

'1’コストの発生という面から関係が深く、ひとま

とまりとして考えられる作業のまとまりであるアクテ

ィビティー(活動)を探し出す。例えば製品の受注

についてのいろいろな作業をひとまとめにした注文

処理についてのアクティビティー、製品の完成段

階での各狐検査の作業をひとまとめにした検盃に

ついてのアクティビティーなどである。

②間接費をアクティピティー毎に集計する。

③各アクティビティーのコストの発生と関係が深い

数m:データ(コストドライバー)を選択する。具体

的には、コストドライバーの候補をいくつか考えて、

過去のコストと活動量などの関係などからもっとも

相関関係が深いものを選択する、例えば、注文処



理に対応するコストドライバーとしては、注文書の

枚数、注文された部品や原材料の梗類数などが

考えられる。

(4)コストドライバー別のチャージレートを計陳する。

以下のように、②で割り当てられた間接徴を、

③のコストドライバーで割ることによって､コストド

ライバー別のチャージレートを計算する。

(5)チャージレートに基づき、間接没を製品コスト

として集計する、

ｚｒＡＢＣの利用と注意点

上記のように、ＡＢＣは正硫なコスト計魂とコス

トダウンを目的としたものである。したがって、コ

スト競争力が競争優位性のポイントになっている企

業や、コストがより重要になる成熟期にある企築

などで、より採用する意味がある。さらに、'2>で記

iNIしたように、多品種少迅生産へ移行していたり、

間接費の比重が高まっている企業でも、利用する

意味が大きいといえる。また、販売費及び一般管

理蟹の中にも間接費があるので、ＡＢＣは製造業

だけでなく、小売業やサービス業の企業でも採用

することもできる。なお、企業戦略を立案する際

にも、正確なコストデータに基づいて、どの耶業、

どの製品、どの顧客、どのチャネルが儲かってい

るのかをしっかりと正確に把握した上でないと、適

切な諭論ができないので、この面でも、峨略立案

の最初の基礎データの正確性を高める面からも採

用の意味があるといえる。

ただ、ＡＢＣを採用する際には、アクティビティ

ーの設定や、コストドライバーの探索に手間がか

かること、さらにデータ集計や分析をスムーズに行

うためにコンピュータがかなり蝉入されていること

が前提となっていること、といった注意点があるの

で、コストとのバランスも考えながら導入を進めて

いく必要がある、

(5)ＡＢＣの今後

ＡＢＣの延長上に、ＡＢＭ(AcIMtyBased

Management)、ＡＢＢ(ActivityBasedBudgeling）

といった手法がある。このうちＡＢＭは、ＡＢＣによ

って浮かび上がってきたコストと関係の深いアクテ

ィビティーについて､業務の流れを改善することに

よってコストダウンを実現し、効率的な経営を行

うことである。また、ABBは、ABCの手法を利用

することによって､売上数量などの予想から、逆に

それを逮成するために必要なコストドライバーを予

測し、ひいては間接灘の予想額を推定するといっ

たステップで､ＡＢＣを間接費の予算策定に生かし

ていこうというものである、⑭

ＮＥＸＴＳＵＢＪＥＣＴ

次回への課題

それでは、今回は前回取り上げたＵＦ社の企業

価値と株主価値を計算してみよう。下記の前提条

件にしたがって計算してほしい。

{〕〕UF社の経営者が作成した2002年１２月期から７

年間の事業計画は、以下の添付資料の通りで

ある。

②法人税を中心とする実効税率は40％とする。

(3)S社では今後の設備投資額を以下のように予想

している。

2002年450,000千円

2003年220.000

2004年235,000

2005年240,000

2006年260,000

2007年270,000

2008年270,000

(4)運転資本の金額は、前回と同じように以下のよ

うに予想している。

売上債権は、毎年の売上の0.15倍の金額だ

け残るものと仮定する。

在庫は、毎年の売上原価の００５倍の金額だ

け残るものと仮定する。

仕入債務は、毎年の売上原価の0.15倍の金

額だけ残るものと仮定する。

このような前提条件のもとで予測した毎年の

増加運転資本は添付資料の通りである。

‘5剛引率はUF社のＷＡＣＣである5.8％を使うもの

とする。

⑥さらに､2009年以降は、成長がストップし、減

価償却費と同額の設備投資を行い、匝転葡本
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戦略を強化する

が増加せず､NOPATとフリーキャッシュフロー

が同額になると想定していく。さらに、それがそ

の後インフレ率程度の毎年0.5％で伸びるもの

と仮定する。

Z2001年末時点でのUF社の社債、借入金の合計

金額は15億円である。

18'2001年末時点で、砺業に使っていない遊休資

産である土地が､処分可能価額で250,000千円

あるものとする。

９評価は2001年の年末時点で行うものとする．

⑨噸i擬脇懲;､認Z7葱

②鰐葦鰻鰯藤i雛華蓋
い。

③L鯛i謬繍統謹淵麗
えなさい。

割引罪

ＵＦ社の企業価値と株詐価価図表７７

UF社の姪倣柵が作成した那粟叶匝 (以位８千円）

売上偵椛(＋､

在服(＋）

仕入悩務(＝】

2002年’2003年12004年’2005年12008年12007年’２００８年’
6‘300‘０００6,615.00061945,7507,293,0387,657.6898,040.574８i442.603

3906,0004.101.3004.306.3654.521.68340747.767４‘985‘1565.234.414

苑上高
一

売上原価

残存価値《＋）

寺ﾔﾘｼｭﾌﾛー 便凶事風巴値|合鯖

現存倍入(＝

遊休貨産の処分価側〈＋）
椋主僅畑(理蛾的な附置轄釧）

2.394.0002,513.7002.639.3852.771.354２‘909,922３‘055,418３‘208.18s

1.705.0001.772.000１画838.0001,920.0001.975.000２“3‘０００2.123.000

営築利益

営業外収益

潔

689.000741-700801.385851.354934.9221.012.418１‘085‘1８９

B90POC
-

178‘OOC

525pOC

1.0001.5001.5002.0002.0002.000２．０００

1００３ＤＯ５００６００７００７００ⅨOIO

1.1001.800２．０００２｡6002.700207002,700

正味運転資本
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400

80.400

経栴利益609,7006570800７１２３８５767‘754851,122928‘5181.006,189

UF社の 寵転 資本 の稚移予測（｣1t位１千円）

５８％

2001年12002年12003年12004年12005年2008年12007年 2008年

(皿位：千円】

NOPAT

洩価償却斑(･卜】
肢鯛投賢加(－１

945,OOO
-

195j30C

585,90Ｃ

99225Ｃ

205‘０６５

６１５１９５

2 0 0 9 年以罷の庇異皐０５％

413,820

200,000

450‘０００

瓢帳資本州加額(＝）11.400２７‘720

フリーキャョ,シュフロー152.420407.96Ｃ
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445‘68C
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220‘COC
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UF社フリーキ･Ｉ'ツシュフローの叶算と企粟価値の計算ワークシート

脳州利益
－

２kF払利‘、(＋）

609.700657‘800

EＢｌＴ689,700742,80Ｃ

法人税線(40％)(－】275.880297‘12Ｃ

0.94504893

144.064364.457

現価係数

キ学2Fシュフロー胆在伍価

人件費

城価愉却関

その他

580.000

200‘０００

925.000

610.000630.000660.000690‘０００

210.000230.000240.000250.000

952.000978‘０００1.0200000１，０３５００００

730.000770.000

250‘0００260.000

1.063.000１‘093.000

２００４年 合叶
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樫制樫制

｢顧客中心型｣マーケティングの新たな潮流

篇３回篇３回

競争力の源泉としての
ブランド価値

サービス業と同柵、メーカーにとっても固定顧客を硫保することは極めて重要である。サービス業
の場合は｢経験･信用｣という無形の資産によって顧客を確保する。ではメーカーは何によって顧
客を確保できるのであろうか。答えはブランド。そのブランドとは何であろうか。そもそもの役割
は製品誌別であったが､現在ではそこに感情的な要素や社会的な要素が含まれるようになり、ブ
ランドの｢ひとり歩き｣と言い得る現象まで起こっている。今回はブランドの役割が進展していく
段階を解明しながら、ブランドの本質に迫る。

｜ﾂーズやﾚﾝｱﾝド.ﾊﾐﾙﾄﾝ岸本義之フー ズ.ｱﾚﾝ.ｱﾝド.ﾊﾐﾙﾄﾝ岸本義之

ｌﾒ ｲﾝﾃｰﾏ｜毒

第1回

鰯溌
第2回

第3回

第耳回

織騨鴫

顧客生潤而値ｌ
マーケティング

に基づく

サービス･マーケティングの
ImRn

鴬繍
としての

唖唖Z蛭弓逼雪

従来型マスﾏｰｹﾃｨﾝグの

限界

●リレーションシップ･マーケティング
●服客維持の経済性

⑤陥良､１審｣とは雌か

●マーケティング｢投資｣をどう正当化するのか

識撚…謙譲一~－
●｢低関与｣『高判断力｣化に伴うプﾗﾝドの懲味の爽質
●梢報の随約と唾のブランド

●｢手段目的連鎖｣のより上位へのつながり
●｢顧客生涯価値｣への貢献

●生旅規棋の経済性と顧客維持の経済性

蝿Hij

ＰＲＯFII.Ｅ

岸本碇之●YoshiyukiKishimotO
ブーズ･アレン.アンド･ハミルI,ン､パートナー。１０年以上にわたり､金融側M1などのサービス桑
を中心に、全社戦路､営業マーケティング戦鰯､リスク僚理､グローバル戦略､組披改茄などのプロ
ジェクトを行ってきた。粟京大学経済学部軽営学科卒､ノースウェスタン大学MBA,慶応義熟大学
大学院経営管理研究科博士課程修了(マーケティング専攻>･マッキンゼー･アンド,カンパニー(マ
ネジャー)を経て現職。共訳害に『マネジメントの世紀1901～2000」（東洋経清新蝿社)、『マーケ
ティング雄略論」（ダイヤモンド社）などがある。

Think1I157



'1.1,1Ｉ,'

F1

11

ｌＩ

1勺lbIq

､I卜

………jーニーニーニーニーェゴーノ…

誌識箇ゴ瀧繭鋤鳶巽撹ｼ弛縦な潮流
競争力の源泉としてのブランド価値

■＋峰伊里■可吐ｑＬｂｂ的■■岬Lq的■惨飴Ｌｈｂ聾、暗袖■曲全ｰ二Ｆb菌ロ和■七一一■

前回は｢サービスqマーケティング｣に関する脱明を行い､その最後に2つの問題を提起した。

①メーカーにとつ冠既存顧客の轍持というテーマはどの程度重要なのか？

②区一カーが既蒋画轡の轍持を因ろうとした場合.それは実行可能なのか？

今回はこうした問題を念圃胞置曾ながら｡ﾒー ｶー のマーケティングについて考えてみたい。

Ｉｒｐ･ｈｂ

ｈｌ

畠占■

商品が出れば生産能力不足(すなわち光上機会の

喪失)に悩まされ、ヒットlIWlYlが''１なければﾉt産能

ﾉJ余剰に悩まされることになってしまう。一方、尚

品力によらず同定的な顧客の諦要に支えられてい

るメーカーの場合は、販売数茄の変動が少ないた

め、安定的に生厳拙を碓保でき、過刺な生j聡股伽

をもつ必要もないために、稼働黙を尚〈維持でき、

利益を安定的に稼ぐことができる。

このように、背景の乎怖は若-I:汎なるものの、間

定的な顧客需要を維持することは、メーカー・ビジ

ネスの経済性においても収要な意味をもっているこ

とがわかる。

より一般化して、顧客基盤の強きが｢企碓価仙」

の向上に与えるインパクトを考えてみよう。ここで

は、いわゆるDCF法(割引キャッシュフロー法)に坐

づいて企業価値を評価しようとする場合を想定する

が、大きく分けると４つの要閃が働いていると考え

られている(注1)。

まず第１に、顧客がマーケティング施簾に早く反

応するのでキャッシュフローがIi１．期に実現するとい

う効果がある。ファンといえるようなⅦ群がいるjル

合、新製茄の瞥及が早まったり、特典つきキャンペ

ーンへの反応がすぐに現れたりという現象が､実際

に見受けられる。

第２に、ブランド拡張などによりキャッシュフロー

が噸大するという効果がある。例えば非ＩＭＩ巡製,1Ａ

'鯛|而緬”
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に多刈化展開した場合、固定的な顧客屑は、その

折分野製品にも好意的な反応をしてくれる可能性が

ある。

坊3に、顧客ロイヤルテイのためキヤンシュフロー

の安定性が商まるという効果がある。これは前述の

ﾉk唯能ﾉJの安定につながるだけでなく、'1噸ｲﾐ体

の不雌突性をリ|き'､､げあ効来もある。イモ確実性の

低いﾘＩ熊は、キャッシュフローを割り引く際の削引

率がilfく股定できるため、現在価値が尚<なる。

そして鰯'１に、次ｌＨ代製ＩＹ１の販売のF地が残るの

で、仮に現11t代の製品ライフサイクルが終J~したと

しても残存価値も高いという効果が考えられる”

ブランドの役割一最終的にブランド

が｢ひとり歩き｣する

」WWf蝶盤の縦論におけるサービス業とメーカー

の大きな述いをもう1点挙げると、顧客坐盤づくりの

ためにとりうるアクションの遠いがある。サービス業

の聯合、爽際の顧客接点での対応が非常に砿要で

あり、ＭＩｉ群１１'州lもそこで入Ｆ１り．能となるため、Ｍｎ客

の|I{Ｗに合わせた｡}j･一ビス提供や､データベース･

マーケティングによる顧客当たり収益の向上を凶る

ことも可能でああ。一方、メーカーの場合の顧客慨

‘'A(は、流辿紫荷が111っていちことが多く、顧客との

lMl係を111蛾詰ぷことは囚雌である。耐久W畷財な

どの商単価商茄の湯合には、自社製品を専売して

くれる系列店チャネルを組織することもﾛ｣能である

が､嫌弛紫界などに見るように、系列病チャネルを

維持することも実際には容易でなくなってきている

そこで重視されるのが､ブランドの役割である。

ブランドのメッセージは流通業特を通じて（または

超えて)Mi客に届けることができる。このため、既

ｲ制(秤の嶋盤を安定的に維持すあ上で、メーカー

の溺合はブランドにかなりの部分を依存することに

承る。では、そのブランドの役刈とは何だろうか。

ブランドとは､そもそもの役割としては｢製品識別」

機能を染たすものである。製品Ａが製品Ｂとは異

欺為ということを伝えることができれば､般低限の

伐削を果たしたことになる。

次の役ｉＩＩＩとしては｢製品差別化の伝達｣機能があ
且〕朋

為。製ｉＷ,Ａは他の製品よりも何らかの特性におい

て催れてい為というメッセージをブランドに込める

ため、プラン|端や広告メッセージに工夫を凝らす

のである。結果として高機能・高級ブランドという

地位を占めることができた場合､他製品よりも高い

価格をつけ為ことができ、競争が激化しても値崩れ

を起こしにくくなる。

さらなる役割としては｢悩報の縮約｣機能がある。

消費者は製品をⅢ噸するために様々な俄報を比較

検肘するのであるが、廊畔11,'(のたびごとに綿密な

意思決定を行うとは限らない。初回購買時にある

程度の満足が得られたら、再聯買の際には新たな

W榔収染や検討を行わず､同じ製品を買い続ける

ことにな為。間分がかつて検討した‘|剛iと、その検

肘結染とが､そのブランドに締約されたことになる

ため、次凹以降のⅢ職においては、極めて簡単な

判断のもとにM噸を行うことができるのである。多田

<のii1峨者が､このような而便な憲思決定のもとに

}馴川岡を続けてくれおようになると、競合企業がい

かなる努力をしようとしても、顧客が新たな情報を

受けとってきえくれなくなってしまう。こうした地位を

得たブランドは、安定的布願客の再購買に支えら

れ、低価格航争にも巻き込まれず､高い利推を生

み出してくれるようになあ。

この役荊がさらに進むと、ブランドが｢ひとり歩

き｣を始めるようになる。縮約ざれあ怖報の中に、

感Wi的な嬰紫や､社会的な要素が含まれるようにな

Thinkl
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競争力の源泉としてのブランド価値

るためである。あるブランドに対する好意的な感怖

をもつ人は､そのブランドのついた新製品に対して

も同秘に好窟的な感備をもち、綿密な梢報収蝶や

判断を行うことなしに、恥風を行うことがある。ま

た､あるブランドが社会的な意味をもっている鮒合、

個々の顧客は自ら慨報収無や判断藍行うことなく、

雌買の判断を行うこともできる。

社会的な意味とは､例えば｢メルセデス･ベンツ

のクルマ｣と麓ったときに､何の税明をしなくても皆

が共通の意味合いを感じとるというようなものであ

る。ファッションqブランドの場合､自分のセンスに

自侭が恋くても､世の中でオシャレと思われている

ブランド製品を身につけておけば､周囲がオシャレ

:と見てくれるに述いないという判断がありうる。こ

擦甫でくると倫プﾗﾝドは製品の本来の機能や性能

催は関係職《､ツラ牌ド自身の｢ひとり歩き｣によって

潤い価伽を生み出すようになるのである。

h卜ｈｈＬ

消費者の製品知識構造とのつながり

ブランドの役鯛のこうした進化がどのようにして

起こるのかについて、消費者行動の理箭から簡単

に説明してみる(注2)。消費者が聯買の愈思決定

を行う際には製品知職が必嬰になるが､これはい

くつかの階刷栂造をなしているときれている。

製品属性可特性についての知殴

①典体的属性に関する知雛

②抽象的属性に関する知蹴

製品使用により得られる結果や便益についての知職

③機能的結果に関する知睡

④社会･心現的結果に関する知腿

製品によって満足を得ることの価仙についての知幽

160IThinkI

⑤手段的価値に間する知識

(‘)究械的価仙に側する知識

①の具体的属性とは、製品の有形で物的な特性

のことであり、例えば毛布における繊維の種類や自

助１１〔におけるliiI席の足周りの広きなどである。一

〃、②の抽象的鴨性とは、製品の無形で主観的な

特性のことであり、例えば毛布の品質や自動車のス

タイリッシュ度などである。消費肴は、まず製品に

間するこうした知紬を形成するはずである。

次に、消賀柵･は、その製雌を購入し使用した場

合の便益や結果について考える。③の機能的結果

とは、ｉｌ'i賢者が戒接的に雑験する製品使用の成果

のことであり、例えばlNIi応き粉が閲を''１〈するとい

うことを術す。一方、④の祉会・心珊的結果とは、

製品を使用した結果、消費者自身がどのような心理

的変化(気分がよくなるなど)、もしくは社会的変化

(他人からカッコよく兇られるなど)を得られるかに

|Ｍ１するものである。

さらに消費者は、そのような結果が自らの人堆Ｆ１

標やニーズにどのように関係するのかを考える場合

もある。⑤の手段的価価とは、行肋パターンやライ

フスタイルとの終合性があるかどうかであり、'⑥の

究極的価彼とは、人生において達成しようとしてい

る目標のようなものである。日常の購買行動におい

てこうした価仙はあまり側係がないが、DK要な購間

(末など)に関しては、しばしば価値の問迦が考慮さ

れる。

ｉＩｌｉ賢者は、人によって、きらには場合によって、非

・ﾙﾔに尚次の知識との側巡において購間の判断を行

っている。ブランドとは、もともと製紬鴨性を見分け

るための印としてつくられたものであるが、消費者

が情報を縮約しようとすると、便益(おいしかった、

弧持ちよかった、幣められた)や価値(自分のライフ

スタイルに合っている)に関する↑,!』縦もブランドに関


