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経営情報が社長に集中する仕組みを構築 !
お金のブロックパズルを使い効率よく〝意思決定〟
まずは、本編に入る前に…
「社長の困りごと TOP ３」を言語化すると、

これは「経営情報が自分に集中する仕組みを持
ち、本業にアクセル全開で踏み込む経営能力」が
備わっている状態と言えます。

①会社のお金の流れが漠然として、先が見通せて
ないストレス
②社長と社員の立場の違いからくる危機感のズレ
でイライラしている
③次のワクワクするビジョンが見えずブレる（約
10 年周期で訪れる）

●粗利率は「高い」方がいい !?
ここから、実際にクライアント先でお金のブロ
ックパズルを使ってお金にまつわる経営判断の事
例である人件費・借金の基準や上限、根拠ある経
営目標の立て方を順を追って紹介します。
もう一度、図１「お金のブロックパズル」をご

およそ、このような感じではないでしょうか？

覧ください。この会社は売上が 100 で、そこから

まさしく、これは「経営情報が自分に集中する

変動費 20 を引くと、粗利 80 を稼いでいることが

仕組みに乏しく、明確な判断基準で意思決定をし

分かります。売上に粗利が占める割合の指標が
「粗

ているかどうか不安な状態」です。

利率」です。この場合は 80％です。そして、こ

私のクライアントの多くも、TOP ３のどれか

の粗利から固定費と利益に分配されています。さ

の困りごとを抱えています。しかし、この状態で

らに、固定費は人件費とその他の経費に分解され

も図 1 の「お金のブロックパズル」を使いこなせ

ます。よって、粗利率は「高い」方がいいのです。

ば 8 割方は解決します（図 1 ／一般社団法人日本

では本編で、お金のブロックパズルを使用した

キャッシュフローコーチ協会 代表理事 和仁達也
氏が、西順一郎氏の STRAC 表を加筆・修正し、
考案した会社のお金の流れが視える図）
。
この図を、社長の頭にインストールすると困り
ごと TOP ３が、次の３つに変容・進化します。

〝意思決定〟方法を色々と考察してみましょう。
図1

お金のブロックパズル（単位 : 千円）

社長はこの図を描くだけでいい
変動費

①漠然としたお金の悩みから解放され、本業に専

労働分配率
50％

念できる！
②社員にも採算意識が芽生え、立場の違いからく
る危機感のズレやギャップが縮まる！
③未来のビジョンから逆算した経営数字がザック
リ立てられる！
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粗利率を視える化すれば
割方経営がＯＫとなる

●あなたの会社の粗利率は
図 は、歯科医院の事例です。

「利益」が出ることになり、固定
費が上回ってしまえば「損失」と
なります。
固定費は毎月ほぼ一定なので、

はもうお分かりです。
粗利から人件費に分配している
率が「労働分配率」で、粗利 か

ら人件費に 分配していますから
労働分配率は ％となります。

は 同 じ 程 度 で し ょ う か？ 当 然、

はたして、どの業種でも粗利率
になります（図 ）
。

ば、利益が出るまでの目標が明確

額を視える化する表を作っておけ

正常と見ていいでしょう。利益も

持つかが肝心です。図 の場合は

要は、この率がどういう意味を

固定費ラインを引いて毎日の粗利

業種によって違います。粗利率は、
別名「付加価値率」とも言います。
したがって、販売する商品・サー
ビスに付加価値をつければ粗利率

何人まで雇っていいのか
自社の労働分配率は
●要は、労働分配率
多くの社長の気掛かりが、人件
費ではないでしょうか。

しっかりと出ています。
●人材重宝か、人余りか
歯科医院がモデルの図 は、粗
利率も高いですが、人手に頼る傾
向があるサービス業などは労働分
配率も高くなる傾向です。
逆にオートメーション化された

適正なのか？」

ら れ る 傾 向 に あ り ま す。 ま た、

すが労働分配率も ％以下に抑え

製造業では、粗利率は 〜 ％で

「 現 在、 支 払 っ て い る 人 件 費 が
「頑張っている社員に臨時ボー

％を超えるとどんな業種でも赤
字になる可能性が大きいです。
例えば、図 の歯科医院が労働
で す（ 図

）
。その他経費は

分配率 ％になった場合、人件費
は

で変わらないとすると、固定費
は になり、粗利 に収まらなく
なり△ の赤字となります。

利益が出ている図

に対して、

図 はお金の入りと出のバランス

が崩れたいびつな形となります。

原因は、２つ考えられます。

・利益が出ると直ぐにボーナスで

払ってしまう人材重宝タイプの

会社

・現在いる人材で必要な粗利が稼

げていない、つまり人が余って

いるタイプの会社

自社の会社の労働分配率は何％

か？ お 金 の ブ ロ ッ ク パ ズ ル を 描

いて把握してみましょう。
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ナスを出したいが、支給後に後悔
をしないか？」
以上は、適正な人件費予算の判
断基準がないことが、大きな理由
になります。
これも、お金のブロックパズル
で説明できます。再度、図 をご
れは稼いだ粗利が原資であること
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70％
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人件費が大きく赤字の状態（単位 : 千円）
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黒字化ライン
○月度日別
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図黒字化ラインの表
図2

本当にこの選択は正しかったのか
特集企画／経営者の意思決定

一体全体、借金は
どこまでしていいのか

年間粗利の ％以内が望ましい

税金

返済額
投資額
繰越金
税引後利益

目標は逆算思考で決める（単位 : 千円）

根拠ある売上目標を、お金のブ

た際に、明確な回答ができません。

ぜ○○％増なんですか」と問われ

では根拠が曖昧で、社員から「な

社対比のケースもあります。これ

の位だから、それ以上」という他

比で答えます。また「競合社がこ

「昨年対比○○％増」と、過去対

この質問をすると多くの社長が

●「来期の売上目標の決め方は？」

社員に説明できる
根拠ある売上目標の策定

目標利益

●

人件費
固定費
予算

バブル期に銀行がしつこく「借
りてくれ」と言ってきたから借り

その他
経費
目標
粗利

たのに、景気が悪くなると手のひ

２００になると、金利額は とな
り利益を圧迫します。
これでは「金利を払うため経営
している状態となります」当然、
創業したばかりの会社は投資にお
金がかかり、売上も少ないケース
もあるでしょうが、 年、 年し
て安定期に入った会社であれば、
借入金の上限を決めておいた方が
良いですね。

変動費
目標
売上

らを返したように「返せ」と言わ
れて大変な思いをした社長もいる
ことでしょう。
マイナス金利の現在、銀行は融
資案件が喉から手が出るほどほし
いのが実情で、一定の信用がある
会社であれば比較的借りやすい時
仮に借入金の金利が ％だとす
倍以上の

ると、 ・ が金利額です。もし、
1

借入残高が粗利の

92

代だと思います。
しかし、必要以上に借りて後々
返済が大変になるのも困るし、金
利も払わなければなりません。そ
こで、借入の上限の判断基準をお
金のブロックパズルで判断してみ
図 をご覧ください。右横に

ましょう。
と記述がある借入残高のブロック
があります。この金額は年間粗利
の ％に当たります。借入残高が

6

①一番右下の「繰越金」は、1 年後に手元に残したいお金
を社長が決めます

②「返済額」は最初から決まってます。
「投資額」も必要な
らば図に埋めます

④「固定費予算」を算出します。これは実績対比で人が何人増
えそうか？ 増減する経費は？ で算出できます

⑤ 図を見れば分かりますが、
「目標利益＋固定費予算＝目
標粗利」となります

⑥目標粗利を粗利率で割り戻せば「目標売上」が出ます

みましょう（図 ）
。

ロックパズルを使って組み立てて

③「繰越金＋返済額＋投資額」を税率で割り戻すと、
「目標
利益」が出ます

めて行きますが、 年後のビジョ

「売上高」
「変動費」から数字を埋

は、お金のブロックパズルの左側

利率や労働分配率を算出する場合

決算書から数字を抜き出し、粗

●「逆算思考」のブロックパズル

5

ます。これを「目標は逆算思考で

段を昇るように数字を埋めて行き

場合は真逆で、右下から左上に階

ンに基づいた経営数字を組立てる
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図5

借入の上限を知る（単位 : 千円）
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年間粗利の ％以内ならば安全圏
と言えます。
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10

4

80

●「逆算思考」のブロックパズル作成法

22

経営に必要なものをインプットす
とてつもなく大きな売上目標が出

目標粗利を粗利率で割り戻すと、

基づき数字を埋めて行き、最後に

Ａ（改善）も甘くなりがちです。

Ｃ（評価）です。ここが、甘いと

ですが、この中で一番難しいのが

く知られた「ＰＤＣＡサイクル」

重複確認の意味で、協力してもら

あるはずです。金額の記載漏れや

くようにすればフィードバックが

シュフローコーチなどに意見を聞

決める」と言い、これから 年間
ると、それらを賄うために必要な
たりするのです。

売上となります。

を満たす売上を示すことになるか

うものが沢山詰まっており、それ

それは各ブロックに必要だと思

対比を行い、そのギャップと対策

出すことです。計画に対して実績

的な強制力の場」を意図的に作り

くためには、第３者による「健康

Ｃを効率よく、かつ盲点に気づ

ックパズル」を社内で共有し、経

を抱えている社長は「お金のブロ

ばいいのですが、数字に苦手意識

を眺めて意思決定できるのであれ

からみます。数字の羅列の決算書

このように経営判断にはお金が

えれば心強いです。

この根拠の度合いを計算式にす
らです。その場合、ブロックパズ

案を社長が作成し、それを社内の

●「昨年対比○○％増」の根拠
ると図 になります。これは、も
ルを左から右へ戻る方向で見直す

経営幹部、零細企業なら経理担当

開催を告知してますので都合の良い日を選

ことになります。

●「目標売上 ⇔ 繰越現金」を何往復もして、希望的観測
ではなく コミットできる数値に落とし込む

議室の URL をお送りしますので、時間にな

ったらクリックするだけでパソコン画面を

info@mirai-keieiken.com

例えば、人件費に新規採用 人

アドレスまで送信ください。オンライン会

はや根拠ある売上目標ではなく経

目標売上 ＝ 目標粗利 ÷粗利率

営情報が自分に集中する仕組みを

zoom 無料勉強会希望」とお書きの上、下記

難点は、決算書から数字を抜き

目標粗利 ＝ 目標利益 ＋固定費（人件費＋その他の経費）予算

者にチェックしてもらいます。

強会の日時が確認できます。常に 3 日間の

営目標です。

目標利益 ＝（繰越現金＋借入返済額＋設備投資 ）÷（１‑ 税率）

構築してください。実行する価値

②次 に、メールで「脱★ドンブリ経営実践

分を予算化したものを 人に削減

丸山」で検索ください。詳細ページから勉

は必ずあります。

べます。

出す場合と違って簡単にはできな

※説明の便宜上、減価償却は無視しています

社外では月 訪問で来社する銀

①「脱★ドンブリ経営実践 zoom 無料勉強会

する、経費であれば効果測定ので

頂ける特典をご用意致しました。参加方法は、

行員、税理士、私のようなキャッ

本稿に興味をもっていただいた方に、オン

きていない広告宣伝費を見直すな

ライン会議室の「zoom」で無料勉強会に参加

どです。この様に各項目を確認し

以下の通りです。

ながら作り込めば、いつか腑に落

●無料勉強会の申込み連絡先

ちたお金のブロックパズルになる

通じて勉強会に参加できます。

はずです。

経営目標を実現させる
基本はＰＤＣＡ
根拠ある経営目標が策定できれ
ば経営にブレがなくなります。後
はビジョンに基づいたプランを愚
直に実践するだけです。実践した
ら定期的な見直しが必要です。よ
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1

いことです。つまり、ビジョンに

●最後に残したい現金から逆算して目標を設定する

1

1

〜 無料勉強会のお知らせ 〜

6
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根拠ある売上目標の計算式
図6

本当にこの選択は正しかったのか
特集企画／経営者の意思決定

