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＜事例Ⅳの解答フロー＞

目的：６０％の得点確保！（事例Ⅰ＆Ⅱで７０％、事例Ⅲ＆Ⅳで５０％台後半、併せて６０％確保を狙う！）

財務は時間との勝負！⇒解答できるものから解答し、時間配分に注意！

問題の構造化→設問の関連付け→コンサル診断→解答（コンサルタントとして考える！）

＊ 小見出し以外の書き出しは、なるべく設問文の余白を使用

＊ 与件・設問文から出題者の問題意識を把握する←Ref>白書（出題者が注目してもらいたがっている所を見

分ける）

１． 設問文を読む：←何を聞いているのか、出題者の意図を考える

２． 与件文をざっと読む（マーカーでアンダーラインを引く）

全体のテーマ、出題者の意図を考えて設問文の先頭に書いておく

３． 問題文を構造化する（事業機会の探索→ドメインの選択→事業戦略の確立→経営資源の配分）

設問のコンサル上の階層、答えの方向性：KW のみ設問文に書いて設問間の関連を見る ～５分

４． 解き易い、また配点の大きな設問から解答（時間切れに注意！！ただし計算は確実に！！）

半分解答 ～４５分（４０分間）←明示されていなくとも、経営指標計算とＣＦ計算（営業ＣＦ）は先にやっておく

全部解答 ～７０分（２５分間）

見直し ～８０分（設問間のつながり＝コンサルティングストーリの一貫性は OK か？与件文、設問文の条件

で使っていないものは無いか？←特に提案で）

設問内容、作業 定石 自分の弱点、留意点

４つの分野以外から

出たら？

「企業経営の本質」から解いて行く！

（人、もの、金＝経営資源の管理（最適化）、使い方＝戦略（全社⇒オペレーショ

ン）、「ヒト」と「情報化」＋財務の決算書が共通の KW

解答記述作業 ・ 誤字に注意！（的確≠的格（適格○）、棚卸、購買≠購売、組織≠組

識、撤退≠徹退×、徹底≠撤底×、適正≠適正）

・ 単位の書き落としに注意（％、回など）

・ 四捨五入の位置に注意！

・ 文章形態：例＞理由は・・・からである。（「述べよ」の時には体言止は使わな

い！）

・ 課題と問題の表現の区別を！

特に財務事例！

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ型だが（何

が考えられるか？）

与件文を単純に書き出さない（与件文の根拠から類推・解釈して解答） 一次の知識も活用

問題点と対策を聞

かれたら

現象＝問題→原因→対策のセットで（原因にも触れる！）

難しい問題 解答フローの上流に力を入れる（与件文読み＋要求ﾚﾍﾞﾙの把握）

「自分の解答が違うかもしれない」：他の可能性を必ず出して比較する

はっきりわからない

時

ボカす。解答の抽象度を上げて、複数の要素を入れておく いきなり決め打ちしな

い、複数の解答案

（KW）を考えてから選

択する

「最も重要なもの 1 他の設問との関連から、当該事例のコンサルティングストーリーの本流に乗って



財務事例診断技法マニュアル

2/9

つ」と問われたら？ いるかどうかで選択。

ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ、SC 全ての企業の機能は投入⇒加工⇒産出で上流･下流とつながっているが、隣り合

った機能が同じ価値観で動いているか？

SWOT 分析 ・表現が中立的な部分も要チェック

←何を意味しているのか、一次の知識で考える。特に T と O を始めから区別しな

い

「市場成長率と相対

的占有率」を聞かれ

たら？

PPM で答える（金のなる木→花形へキャッシュフロー、問題児：ｼｪｱ向上または撤

退、負け犬）

単に中長期戦略を聞

かれたら、事業ごと

の利益も考慮して解

答

与件文、設問の財

務分析へのブレー

クダウン、着眼点

Ex>有形固定資産↑＝設備投資↑（売上・利益↑に結びついているか？）、資金

調達の長短の変更は要注意

経営分析の数字と経

営課題をリンクさせ

る。収益性、安全性

から見て何が起きる

かを明確に！

経営分析とだけ言

われたら？

収益性（売上利益率と資本効率）＋安全性（長・短支払能力＋資本調達構造）＋

資本調達方法の３点セットで解答

収益性分析 総資本経常利益率＝売上高対経常利益率×総資本回転率から

利益率＝費用構造

で注目すべき指標

売上高対売上原価率：売上原価／売上高、売上高対販管費率、売上高純金利負

担率：（支払利息－受取利息）／売上高（％）

資本効率の指標 売上債権回転率、棚卸資産回転率、有形固定資産回転率

営業外収支の指標 売上高支払利息比率＝売上高純金利負担率＝（支払利息－受取利息）／売上

高（％）

⇔売上高金融負担比率＝支払利息／売上高

混同しないように！

安全性分析 流動性分析は、資金調達方法と運用方法の双方で

短期：流動比率（流動資産/流動負債）、当座比率（現預金＋売上債権／流動負

債）、手元流動性比率＝（現預金＋流動資産の有価証券）／年間売上高÷１２（ヶ

月）、インタレスト・カバレッジ・レシオ＝（営業利益＋受取利息・配当金）／支払利

息・手形割引料（倍）

長期：固定比率（固定資産/自己資本）、固定長期適合率（固定資産/（固定負債

＋自己資本））

資本構成：自己資本率（自己資本率/総資本）、負債比率（負債/自己資本）

生産性分析 事例Ⅲにも関連

戦略の方向性は？ ドメインで答える（誰に C、何を F、どのように T）

CF計算書作成の注

意（間接法）

① BS と PL 両方を使う項目に注意 ex>利息の支払額、有形固定資産取得によ

る支出など

② 営業CF小計前の、固定資産廃棄損、仕入債務増加額（どちらも＋）、役員賞

与（―）、有価証券売却益（－）を忘れない！

③ 小計後の計算で利息の受取で配当の受取を、利息の支払いでＢＳの未払い

利息の減少分を忘れない！（法人税も同様）
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④ BS で貸し倒れ引当金が増加⇒PL の販売費・一般管理費に含まれている⇒

営業 CFの小計前に加算

⑤ 投資 CF では有形固定資産増加額（ＢＳ）＋固定資産廃棄損＋減価償却費

（どちらも PL から）で計算

⑥ 財務ＣＦ：長短期借入金の借り入れによる収入－同返却による支出－配当

金の支払い←忘れない！

CF計算書（直接法） 営業 CF(小計前)＝営業収入－仕入支出－人件費支出－その他営業支出

① 当期営業収入＝前期末売上債権（前期 BS）＋当期売上高（当期 PL）－当期

末売上債権（当期 BS）

② 当期仕入高＝当期売上原価（当期 PL）＋当期末棚卸資産（当期 BS）－前期

末棚卸資産（前期 BS）

③ 当期仕入れ支出＝前期末仕入れ債務（前期 BS）＋当期仕入高（当期 PL）－

当期末仕入債務（当期 BS）

④ 人件費支出＝条件にある人件費＋役員賞与＋退職金支払額

⑤ その他営業支出＝販売費・一般管理費－PL 上の人件費－非資金支出費用

（減価償却費、貸倒引当金増加額など）

②より、当期売上原

価の計算は、

売上原価＝前期末

棚卸資産＋当期仕

入高－当期末棚卸

資産

CF の分析を問われ

たら

① 示されていなくても、CF を計算し、数字で答える。

② 「利益」が出ているか⇒営業＋投資＝「FCF」⇒＋財務 CF＝合計（ﾈｯﾄ）の３

段階でコメントする。

営業活動の適性判断⇒営業外収支⇒投資の適性⇒財務活動の適正（無理な返

済の有無、借入金でのキャッシュ補充など）

ＣＦ＞０でも、減価償

却費などで創出して

いる場合は問題（利

益↑の必要性に言

及）

CF マージンとは？ CF ﾏｰｼﾞﾝ＝営業ＣＦ／売上高×１００％

営業ＣＦ／総資産＝ＣＦﾏｰｼﾞﾝ×総資本回転率

売上債権回転率の

改善方法

①債権回収期間の短期化、②現金取引、銀行振込などの決済手段の拡大 ｃｈ＞後述部分

棚卸資産回転率の

原因追求

① 商品回転率↓：需要の読み違え→受注生産

② 仕掛品回転率↓：大日程計画の作成方法改善

③ 原材料回転率↓：購入方法、生産計画の見直し

企業間信用取引 買掛金、手形の利用でＣＦ↑

プロダクトミックスと

事業部会計

限界利益＝売上高－変動費 ←先ずチェック

管理可能利益＝限界利益－管理可能固定費

貢献利益＝管理可能利益－管理不能固定費←事業部別収益性

純利益＝貢献利益－本社共通費←独立採算性、他社との比較

追加注文の受注判

断

プロダクトミックスの考え方を利用

① 追加受注分で貢献利益が出る＝全体の固定費回収に寄与するか？←支払

利息が大きい（＝固定費大）場合に重要

② 工場などの稼働率向上に寄与するか？

←稼働率が低い（＝有形固定資産回転率↓）場合に重要

財務指標と経営課題

を結び付けて判断す

る。

事業の採算性評価 一般に損益分岐点分析を行う。
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損益分岐点＝固定費／（１－変動費率）＝固定費／限界利益率

損益分岐点比率＝損益分岐点／売上高（％）

安全余裕率＝１－損益分岐点比率（％）

損益分岐点販売数量＝固定費／（販売単価－単位変動費）

目標利益達成売上高＝（固定費＋目標利益）／（1－変動費率）

損益分岐点の引き

下げ

① 売価↑、②ｺｽﾄ（販売費）↓、③固定費↓（外注化、遊休資産売却）←一番効

果があるのは③

複数 SBU 間の経営

資源配分と成長戦

略策定の流れは？

＝設備投資の経済

計算

①ＤＣＦ法：ﾘｽｸとリターン（期待値の NPV）から考える

期待値：∑（各場合の CF×確率）

NPV=毎年の期待値×年金原価係数＋終了時価値×原価係数－投資額

ﾘｽｸ：分散（∑（期待値 NPVからの距離の二乗×確率）または標準偏差（√分散）

②回収期間法：単純に FCF の合計で判断（≠NPV）

③平均投資収益率法

会計上の収益率＝平均投資利益（各年度の税引き後投資利益の平均値）／平

均投資額

平均投資額：その回収期間内に償却される前提では、投資額／２で計算

複数 SBU 間の経営

資源配分と成長戦略

策定の流れは？

（ﾘｽｸとリターン）

永続価値計算 ゼロ成長モデル：ＰＶ＝ＣＦ／ｒ

一定成長モデル：ＰＶ＝ＣＦ／（ｒ－ｇ）

ＣＦ：企業のＦＣＦ、ｒ：加重平均資本コスト、ｇ：ＦＣＦ（事業）の成長率

加重平均資本コスト ＝Ｄ／（Ｄ＋Ｅ）×ｒｄ（１－Ｔ）＋Ｅ／（Ｄ＋Ｅ）×ｒｅ

Ｄ：負債、ｒｄ：利子率、Ｅ：株主資本価値（株式時価総額）、re：株主の必要収益率

CAPMによる株主の

必要収益率計算

ｒｅ＝ｒＦ＋β（ｒＭ－ｒＦ）

ｒＦ：無ﾘｽｸ利子率（長期国債のレートなど）、ｒＭ：市場全体の収益率、ベータ：市場

と個別証券のリスク指標

一定成長モデルか

らのｒｅ計算

ｒｅ＝Ｄ／Ｐ＋ｇ Ｄ：配当、Ｐ：株価、ｇ：配当の期待成長率

ＥＶＡ（経済的付加

価値）

ＥＶＡ＝税引き後営業利益－資本費用

＝投下資本×（投下資本収益率－加重平均資本コスト）

投下資本収益率＝税引き後営業利益／投下資本

ＥＶＡの高め方：①追加の資本投下無しに営業利益↑（既存事業の投下資本収益

率↑）、②「投下資本収益率＞加重平均資本コスト」となる案件のみ追加投資、③

「投下資本収益率＜加重平均資本コスト」となる事業からの撤退・再編、④適度な

負債による最適資本構成で加重平均資本コスト↓

変動資本と固定資

本、資本回収点、目

標利益達成点

変動資本：流動資産のうち恒常有高以外の金額

固定資本：総資本－変動資本

資本回収点売上高＝固定資本／（1－変動資本率）

目標利益達成点＝（固定費＋目標資本利益率＋固定的資本）

／（1－変動費率－目標資本利益率×変動資本率）

TAX シールド効果と CF 計算における減価償却費×法人税率分の増加（非資金費用の計上のため、
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は？ 税金として流出する現金が減少する効果）

自社資産活用によ

る資金調達方法

ファクタリング：売上債権をファクタリング会社に債権譲渡

アセットファイナンス：SPC に債権譲渡し、SPC はこれを証券化して投資家に販売

メリット：総資産の圧縮⇒総資本経常利益率↑

ファイナンス・リース

の特徴と利点

特徴：中途解約不可、貸し手がリース物権の費用と陳腐化のﾘｽｸを負担⇔オペレ

ーティング・リース（レンタル、チャーターなど）

メリット：リース期間を法定耐用年数より短く設定⇒設備の陳腐化の回避＋固定

的な費用負担の軽減、初期投資の軽減

ﾃﾞﾒﾘｯﾄ：税額控除の恩恵少ない、所有による満足なし

企業価値の計算法 ① 予測期間の各年度の FCF 計算：

・ NOPAT（税引後営業利益）＝EBIT（金利税金差し引き前利益）×（1－実効税

率）

・ FCF=NOPAT＋減価償却費－正味運転資本増加額－設備投資額

② 各年度の FCF を現在価値に割引

③ 予測期間中の FCF＋継続価値＝企業価値

企業の株主価値と

理論株価

株主価値＝企業価値－負債価値

理論株価＝株主価値／発行済株式数

先渡し取引と先物

の違い

先渡し（ﾌｫﾜｰﾄﾞ）：①相対取引、②取引条件（単位、期日など）自由、③信用リスク

高い、④現物決済

先物（ﾌｭｰﾁｬｰ）：①取引所取引、②取引条件定型化、③信用ﾘｽｸ低い、④差金決

済（現物決済も可能）

POＳの活用方法 ①店舗ﾚｲｱｳﾄ、②商品陳列、③イベント（特売）効果判定、④品揃え（売れ筋／死

に筋商品）、⑤価格設定（ﾌﾟﾗｲｽﾗｲﾝﾉ見直し）

④以外が抜けないよ

うに！

ＰＯＰについて ＝生産時点情報管理：ﾊﾞｰｺｰﾄﾞで生産情報をﾘｱﾙﾀｲﾑに入手←進捗管理、原価管

理に活用⇒仕掛品↓による棚卸資産回転率↑や短納期化に寄与
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Ⅰ 現状分析（内部環境）

着眼点：企業の収益力、財務の安全性を評価する。

１．財務分析

１）収益性分析：総合収益性の論評→原因の指摘→問題点の指摘→改善案の提案

２）流動性分析：総合流動性の論評→3 つの視点（短期支払能力、財務構造の適否、資本の安定性）からの問題

点の指摘→改善案の提案

３）生産性分析：各指標を計算（労働生産性、資本生産性、労働分配率）

３）原価計算・損益分岐点分析（CVP分析＝Cost-Volume-Profit の一種）：損益分岐点売上高、損益分岐点比率、

安全余裕率、プロダクトミックス（１個当り限界利益の大きい順に需要・生産限度まで生産）

３）業種別着眼点

４）業態別着眼点

２．資金管理とキャッシュフロー分析：総合的な状況の論評→原因・問題点の指摘→改善策の提案

１） 資金運用表

２） 資金繰り表

３） 資金移動表

４）営業活動キャッシュフロー（直接法、間接法）

５）投資活動キャッシュフロー

６）財務活動キャッシュフロー

３．問題点→原因→課題→対応策を検討（財務的な視点から）

４．事業（投資）利益性予測

１）DCF 法による投資評価

２）設備投資の経済性計算（NPV,IRR）

３）リスクとリターンからの投資評価と選択（偏差と期待値）

４） リスクマネジメント（ディリバティブ:先物、オプション、スワップの定義と内容）

コールオプション／プット〃、アメリカンオプション／ヨーロピアン〃

５．事業改革（財務・会計の視点で）

１）情報化（目的別）

２）原価管理

３）資金計画

６．事業再編（企業価値算定）

１）投資意思決定

２）最適資本構成の決定

３）配当政策

５） M&A、MBO（白書より）
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７．経営情報システム

１） 管理会計ソフト、POS、EOS,ERP、ASP,PDM,POP、CIM 等の定義と内容

２） 情報化と財務・会計の関連
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＜キャッシュフロー計算書＞

１）直接法と間接法

直接法：収入から支出を引いて計算（＝資金移動表）

間接法：利益と減価償却費を加えて計算（＝資金運用表）

２）構成：営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフロ

ー

、現金預金の増減額（上記 3 つの額の合計から）＋期首現金預金残高＝期末現金預金残高

３） 直接法による計算

●営業活動によるキャッシュフロー

大項目 小項目 加減 計算方法（BS／PL）

売上高 ＋ PL営業収入

売上債権の増加 ― BS（資産、期差値）

小計

売上原価 － PL または期首製品棚卸高＋当期製品製造原価－期

末製品棚卸高

営業費用

販売費・管理費 － PL

減価償却費 ＋ BS の明細ｏｒＰＬ（販売費・一般管理費内）から

損害賠償金の支払い額 － PL

棚卸資産の増加 － BS（資産、期差値）

前払い費用の増加 － BS（資産、期差値）

仕入れ債務の増加 ＋ BS(負債・資本、期差値)

利息・配当の受領 ＋ 前期未収利息＋受取利息（PL）－当期未収利息

利息支払い － 前記未払い利息＋支払利息（PL）－当期未払い利息

営業外収支

納税額 － 前記未払い税金＋法人税等（PL）－当期未払い税金

●投資活動によるキャッシュフロー

大項目 小項目 加減 計算方法（BS／PL）

有価証券 有価証券の増加 － BS（資産、期差値）

固定資産 有形固定資産の増加 － BS（資産、期差値）＋減価償却費

連結範囲の変更に伴う

子会社株式の増加

－ BS（資産、期差値）

貸付による支出 ― BS（資産、期差値）

その他資産

貸付の回収による収入 ＋ BS（資産、期差値）

●財務活動によるキャッシュフロー

大項目 小項目 加減 計算方法（BS／PL）

短期借入金増加 ＋ BS（負債、期差値）借入金

長期借入金増加 ＋ BS(負債、期差値)

社債・株式発行 ＋ BS（負債、期差値）社債・株式

社債償還、自己株式取得 － BS(負債、期差値)
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配当金 親会社、少数株主等への

配当金支払い

－ BS（当期負債の未処分利益中の利益処分明細から）

４） 間接法による計算

●営業活動によるキャッシュフロー

大項目 小項目 加減 計算方法

スタート 税引前当期純利益 ＋ ＰＬ

減価償却費 ＋ ＰＬ（販売費・一般管理費内）

貸し倒れ引当金増加額 ＋ ＰＬ

連結調整勘定償却額 ＋ PL：特別損益？

ＰＬ・非資金項目

（現金流出のない

勘定科目）

退職給与引当金繰入額 ＋ ＰＬ

受取利息 ― ＰＬ：営業外損益

受取配当金 － ＰＬ：営業外損益

支払利息 ＋ ＰＬ：営業外損益

為替差益 － ＰＬ：営業外損益

ＰＬ・損益項目の調

整

持分法による投資利益 － ＰＬ：営業外損益

資産の増加／減少 －/＋ BS：有形固定資産、売上債権、棚卸資産などBS の項目調整

負債の増加／減少 ＋/- BS：損害賠償、仕入れ債務など

小計（この値から以下の投資活動・財務活動以外の取引によるｷｬｯｼｭﾌﾛｰを調整し、発生ﾍﾞｰｽ→現金ﾍﾞｰｽへ）

利息及び配当金の受領額 ＋ 前期未収利息＋受取利息（PL）－当期未収利息

利息支払額 － 前記未払い利息＋支払利息（PL）－当期未払い

利息

保険料収入 ＋ ＰＬ：特別損益

損害賠償金の支払額 － ＰＬ：特別損益

投資活動・財務活

動以外の取引によ

るｷｬｯｼｭﾌﾛｰ調整

法人税等の支払額 － 前記未払い税金＋法人税等（PL）－当期未払い

税金

営業キャッシュフロー合計

５） キャッシュフローの分析：増減の大きな項目について

３．問題点の指摘（原因と問題、課題の峻別！）

４．事業（投資）利益性予測

１）DCF 法による投資評価

２）設備投資の経済性計算（NPV,IRR）

３）リスクとリターンからの投資評価と選択（偏差と期待値）

６） リスクマネジメント（ディリバティブ:先物、オプション、スワップの定義と内容）

コールオプション／プット〃、アメリカンオプション／ヨーロピアン〃


