2010.06.02 大同大学 工業経営概論(06)

K. Uono

質問一覧
(累計に第１回の評価点は含まれていない）

今回 累積

2

2

9

8

分類

その他

質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

・飲⾷食店などで⾷食材等を海外から取り寄せてい

・１）海外からしか⼿手にはいらないものがある，２）

ることがありますが，⽇日本で[国内から]取り寄

輸送費は⾼高速道路代・燃料費・⼈人件費等が⾼高い国内移

せるより何がいいのでしょうか。輸送費が⾼高い

送よりも海外からの輸⼊入の⽅方が安い場合が多い，3)珍

だけなのではないでしょうか。

しいものを取り揃えることが，客寄せにつながる。

・デパート等ではデパート離れが多いなら，な

・デパートに来るお客が，デパートに対して「価格に

ぜまた⾼高い商品を置くことをやめないのでしょ

⾒見見合う以上の価値を持っているもの，よいものを買っ

うか。デパート等にもユニクロや安い品を取り

たと満⾜足できるもの」を扱うことを求めてくるから。

込むべきではないでしょうか。

ユニクロや100円ショップをとりいれた百貨店もあ

・商品を作るときに売上⾒見見込はどのように決め

り，各社，今の時代の百貨店を模索中。

るのですか？
なぜiPadやiPhoneは売れるのか...(なぜほしく アップルはフラッシュ⾮非対応...外付けメモリ⾮非 デザインが良いし，JB等でいじれるから。

・従来扱っていた品の経験などを元に予想。
確かに機能や性能⾯面ではトップというわけではない

なる...のか)

対応と，アンドロイドの端末に[機能・性能⾯面

が，ユーザーがやりたい事を，より簡単（直感的）に

では]負けている気がする。

実現できるだけでなく，アプリのインストールなどで
実現出来ることの拡⼤大（わくわく体験）が簡単に安価

その他

でできるから。ちなみにiPhoneやiPadがJB(メーカー
が制限をかけている部分をユーザーが解除すること）
で実現できることはアンドロイド端末やWindowsタブ
iPadが出るからキンドルの売上は下がるので

レットなら最初からできることも多い。
⼆二つの商品の⽅方向性は違うが，キンドルの売上はやは ・ハードウェアとしてのKindleは成⻑⾧長はにぶるだろう

なし。

しょうか？そしてほとんど同じ時期に出るのは

り下がると思う。

何か狙いがあるのでしょうか？
2

5

が，電⼦子書籍流通サービスとしてのKindleはそれほど
影響は受けないのでは。
・iPadとKildleの販売開始時期が重なったのは，ハー

その他

ドウェアで実現しようとしていることがかなり重なっ
ている⼀一⽅方で，電池や表⽰示部品などの技術の発達で実
現したいと思っていたことが今まさにできるように
iPadの調⼦子はどうですか？

1

6

電⾞車車などで使うにはまだ少し恥ずかしい気が...。

その他

なってきたため。
絶好調。⾒見見せびらかすという気持ちがあるなら恥ずか
しいかもしれないが，必要があるから使っているとい
うなら，何もやましいことはないのでは？

iPadはどこで買ったんですか？また，使いやす
1

6

その他

僕も欲しいです...。

さはどうですか？

Apple	
  Store	
  名古屋栄店にて購⼊入。Macとの組み合わ
せで使っているが，豊富なアプリと組み合わせてやり
たい事はほぼ実現できており，快適。

1

1

6

4

その他

その他

最近政府が事業仕分けをしていますが，先⽣生は ダム事業や科学技術への援助⾦金金の削減がされ

⽇日本は技術⼤大国と⾔言われているが，その分野のお⾦金金を 定期的に⾏行行うべき。⼀一律に，全分野で削られたのでは

どう思いますか？

削減すると，結局⽇日本は衰退すると思う。

た。

なく，無駄な使い⽅方をされているのではないかという
分野に絞って取り上げられ，実地調査なども⾏行行われた

iPadは使いやすいですか？並びましたか？

Kentaro.Uono@nifty.com

上での結論。
重そうだが，会社の発表などでとても役に⽴立立ちそう。 思ったとおりの動作をするので使い易い。予約の上，
並んで買った。
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K. Uono

質問一覧
(累計に第１回の評価点は含まれていない）

今回 累積

分類

質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

もしかして，今⽇日も全てユニクロでコーディ

ユニクロには⾒見見えず，⾼高そうに⾒見見えます。

ネートしているのですか？
1

5

⿂魚野の⾒見見解
申し訳ない，当⽇日の服装のことはもう忘れてしまっ
た。逆に興味があるのは，この質問に対する回答が
あったとして，君は⼯工業経営概論，経営と結びつけて

その他

何を引き出すことができるだろうかという点。こじつ
けでも，あるいは私をうならせるような結びつきでも
なぜ講義内容のスライドショーをリモコンが

1

6

その他

なし。

なし。

あって使い易いノートパソコンではなく，iPad

あるとおもしろいのだが。
iPadの可能性がどこまで広がるか，現時点での制約が
どれほどかを，⾃自分で試して把握したかったから。

にしたのですか？
iPadの使い⼼心地はどうですか？後[また]，[購
1

5

その他

1

3

その他

1

4

その他

USBとか[など]が使えないと不便だと思う。

情報の消費（検索・表⽰示・視聴等）ならiPadで必要⼗十

⼊入された]iPadの容量はどのくらいあります

分。情報の⽣生産（デジタル化・込み⼊入った加⼯工等）に

か？
はとやま[鳩⼭山⾸首相]が[総理を]やめましたが，

ついてはパソコンが必須。購⼊入したのは64GB版。
菅直⼈人⽒氏が選ばれた。

次はだれになりますか？
iPadはどこで買いましたか？また，買う時は朝

栄のapple。

から並びましたか？

質問者の⾒見見解の通り。予約の上で，並んだ。理由は世
界を変える可能性のある商品の発売を楽しみたかった
から。

1

1

8

7

その他

その他

資本を上げる[増やす]ことによって利益は上が

需要が少ないと，[供給しても価格が下がって売上に結 質問者の⾒見見解の通り。

るのですか？

びつかないため]利益はでないと思います。

iPadが普及すると本[出版・書店]業界等がダ

私はやっぱり本は紙のものでよむのが好きなので，な 電⼦子書籍が広まることは⽕火を⾒見見るより明らか。出版社

メージを受けるそうですが，どれほどのもので

くなって欲しくない。

しょうか。

するかで，紙の本が⽣生き残れるかどうかが決まるだろ
う。
私は就活中で，仕事を選ぶとき，まずは資本⾦金金の額を 企業の短期の安全性を⾒見見るなら，流動⽐比率（＝流動資

演習
2

1

2

5

6

7

その他・演 (2+0.5) (1-1.7 4)=4.34782億[円]

⾒見見ます。資本⾦金金が多いから安全だという考えを持って 産 流動負債 100％）という指標でも⾒見見ることができ

習

その他・演
習

会社

や書店がいかに，その変化を先取りし，どんな取組を

いました。しかし，資本利益率や売上⾼高利益率，いろ る。ただ，就職という中⻑⾧長期に影響を及ぼす意思決定
就職活動についてですが，結局就職するなら安 最近の就活⽣生は安定思考[志向]とのことです

んな⾯面で企業を⾒見見ていきたいと思いました。
なのだから，中⻑⾧長期の視点をより重視しては。
⾃自分としては⾃自分のやりたい事をやりたいのですが， ⼀一⽣生そこで過ごすのか？すでにやりたい事があるの

定した会社にするか，⾃自分のやりたい会社かど が...

安定した会社というのも...。

ちらが良いと思いますか？

か？私の場合，よいイメージの会社を選び，そこでい
ろいろなことを学ばせてもらった上で，今は好きなこ
とをしている。しかし，その回り道がいろんなチャン

有限会社の設⽴立立は今現在出来ないのでしょう

確か少し前に禁⽌止されたような気がする。

...。

か。

スを逃したともいえる。
できない。株式会社の制度が変わり，そちらに吸収さ
れたため。

売上とか[などの経営のことばは]普段⽿耳にするけれど 知っていることは，だまされないことや，成功の機会
1
1

5
5

感想
感想

Kentaro.Uono@nifty.com

なかなか意味を知る機会がなかったが，今回⼀一部でも をつかむきっかけにつながる。いろんなことに興味を
知れて[ることができて]よかったと思います。

持っていこう。

利益率など最初きいてピンとこなかったが，少しわ

⽇日常⽣生活の中で，この話は本当かなと検証してみよ

かったのでよかった。

う。それで納得できれば応⽤用していこう。
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質問一覧
(累計に第１回の評価点は含まれていない）

今回 累積

1
1
1

6
5
5

分類

質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

⽬目標利益と損益分岐点の計算を実際にできたので理解 別の場⾯面で使えるか，検証してみよう。

感想

できた。
⽬目標利益と損益分岐点売上⾼高についてよくわかりまし 実際に，何かの場⾯面で検証し，納得できればどんどん

感想
感想

た。

応⽤用していこう。

簡単に⾒見見えるけど分かりにくくて⼤大変だと思った。

この回の講義は「経営分析」のごく⼀一部なので，どう
してもわからなければ，⼊入⾨門書を読んでみると良い。

利益の計算が簡単そうに思えたけ[れ]ど，実際にやる

回数を重ねれば，慣れ，⾝身につく。スポーツと同じ。

1

6

感想

1

5

感想

1

5

感想

今⽇日は資本利益率の計算を知る事ができました。

知っているだけでなく，応⽤用できることが⼤大切。

1

5

感想

会社がどのように利益を出すかが良くわかった。

知ることができたら，実際に挑戦してみよう。

お⾦金金の計算って難しいですね。

初めて⾒見見る場合は難しく⾒見見えるかもしれないが，概論

1

7

と考えることが多くてややこしかった。
損益分岐点という⾔言葉の意味を知った。⿊黒字にするた 変動費率を下げることも有効。
めに固定費を下げることが必要になる。

感想

程度では四則演算くらいしか出てこないので，⼯工学計
算よりはよほど簡単だと思う。
⾃自分の興味が全くなさすぎるところで，全然頭に⼊入っ どうしても興味が持てなければ，思い切って受講しな

1

4

感想

てこないです。

いで時間を別のことに有効に使うということも考えて
みよう。⼤大学⽣生なのだから，⾃自⼰己責任で。

経営のやり⽅方がわかった。
1

5

感想

理解できただけでは特に経営の場合はまだ不⼗十分。⽬目
標を達成してこそ経営。何かの場⾯面に応⽤用してみよ
う。

最後の計算問題を⾃自⼒力力で解いてみたけ[れ]ど，数値が
1

5

感想

て，知っているかだけでなく，⾝身についているかにつ
＜演習の問題⽂文の転記＞

1

学校での学びなのだから，間違ったことそのものは重

違ってしまった。家に帰ってからまたといてみます。 要ではない。四則演算の優先順位や分数計算につい

⽬目標売上⾼高＝固定費 （１変動⽐比率）

6 感想・演習

⽬目標売上⾼高＝4億3,478万円。[次年度の固定費

いて，検証しておこう。
質問者の⾒見見解の通り，固定費が損益分岐点に与える影

が]1000万円増えるとしたら，4億5,200万円。

響は⼤大きい。⽇日常⽣生活，社会⼈人⽣生活でもそんな視点で

※固定費が増えると[⽬目標売上⾼高が]⼤大幅に変わると[， ものごとをとらえてみよう。
演習を]やっていて思いました。
会社の代表が短期間で代わると会社の信⽤用は下 ⽇日本の代表がころころ代わると外国からは⽪皮⾁肉 会社も国と⼀一緒で，代表がすぐに代わってしまう企業 下がる。しかし，リーダーに相応しくない代表が⻑⾧長期

2

7

経営

がるのか？

られることがある。

は信⽤用されにくいのではないか。

政権をひくよりは，ふさわしい⼈人を探し続ける⽅方がよ
いと思う。

2

8

経営

VWとスズキが業務・資本提携をしましたが， スズキ側はVWの出資額の半分を限度にVWの

スズキはハイブリッドや電気⾃自動⾞車車の分野で後進的な 概ね質問者の⾒見見解のとおりでは。19.9%についはロイ

これのメリットはなんですか？また，VWがス 株式を取得するという内容だった。

ので，VWとの技術協⼒力力に期待していて，VWとの提携 ターの記事でこう説明されている：ＶＷによる出資⽐比

ズキの株式の19.9%を取得するという事で，ス

で事業基盤が安定する。また，⾃自動⾞車車の新興国はアジ 率が１９．９％となる理由については、「２００６年

ズキの会⻑⾧長が19.9%が「ちょうど良い」と⾔言っ

アに多く，スズキはインドで市場を持っているので， にＧＭが売却した⾦金金庫株が発⾏行行済み株式の１９．９％

ていましたが，何故ですか？

VWはアジアでの市場を確保したい。

だった」、「２０％以上だと（ＶＷの）連結（に⼊入
る）関係がある」、「経営についてひとさまにいろい
ろいわれたくないのが俺の経営哲学」（鈴⽊木会⻑⾧長）と
強調。

Kentaro.Uono@nifty.com
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質問一覧
(累計に第１回の評価点は含まれていない）

今回 累積

2

6

分類
経営

質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

就職活動をするなかで，この不景気に負けず売

海外に⼯工場を作り，特に⽇日本への海外進出をしている 質問者の⾒見見解で出てくる海外市場を活⽤用した会社のほ

り上げを伸ばしている企業がある[ことを知っ

から。

た]が，なぜ売り上げを伸ばすことができたの

かに，ドン・キホーテのように国内市場で成功してい
る会社もある。厳しい環境で売り上げや利益を伸ばし

か。（⾃自動⾞車車部品の製造会社）
ているのはこうした創意⼯工夫を続けている事業者。
現代では売上⾼高利益率と資本回転率のどちらを 売上⾼高利益率はもうかる商品を扱っているかど 両⽅方共⼤大事ではあるが，今は物の消費が少ないと聞く ⽇日々の経営での留意点であれば，両⽅方。経営戦略の選
2

6

経営

重視した商品の販売をしたらいいのか？

うか。資本回転率はよく売れているかどうか。 ので，売上⾼高利益率を重視しているところが多いので 択という場⾯面であれば，産業分野や競合の動向などに
はないかと考えています。

よって違ってくる。

1)愛知県では無借⾦金金経営されている会社が多い 1)無借⾦金金であると，資本⾦金金が少なくても⿊黒字に 1)無借⾦金金経営は良いとも悪いとも⾔言えないと思う。も 1)無借⾦金金経営のメリットは，倒産の可能性がかなり低
と聞きました。会社を選ぶ上で無借⾦金金の会社を なると聞いたことがあります。また，資本⾦金金が し資本⾦金金が⾼高く出来ないのであれば，会社を⼤大きくす くなること（それゆえ，この⾯面では会社の強みと⾔言え
選んだ⽅方がよいのでしょうか。メリット，デメ 少ないので，お⾦金金を借りる時に多く借[貸]して ることは難しくなります。また，借⾦金金が多くても成り る）。デメリットは，出資者から⾒見見れば，効率のよい
2

6

経営

リットを教えてください。

くれないと聞いたことがあります。

⽴立立ちません。なので[それゆえ]，会社の強みは「無借

2)⽇日本の⼯工場[製造業]の売上⾼高[利益率平均]が 2)よくわかりません。
5%との事ですが世界で⾒見見ると⾼高いのですか？

コンビニで売っているお⽶米は[が]スーパーより コンビニは深夜も営業している。
2

5

経営

3

経営

思います。

る利⼦子の⽅方が低い）。無借⾦金金経営でも，資産や成⻑⾧長の

2)よくわかりませんが，⾼高いのではないかと思いま

可能性が認められれば，借⼊入は可能。

す。

2)⾼高い。海外の製造業と⽐比べて，⽇日本の製造業はより

⼈人権[件]費がかかるか[ので]⾼高くなってしまう。

⾼高い付加価値を実現している。
コンビニが，多少⾼高くても，24時間買える便利さがほ

⾼高いのは何故ですか？

しいという顧客を相⼿手にし，スーパーが，少しでも良
い品を安く買いたいという顧客を相⼿手にしているか

会社説明会でよく聞く⾃自⼰己資本⽐比率とは何です ⾼高ければ⾼高いほどよい。
2

お⾦金金の使い⽅方をしているとはいいにくいこと（出資額

⾦金金経営です」ということもありますが，私はどうかと に対して期待される配当額の割合より借り⼊入れに対す

分かりません。

か？資本利益率とは違うのですか？

ら。
総資本額（＝総資産額）に対する純資産（総資産額ー
負債）の割合のこと。⼀一定程度は⾼高い⽅方が倒産はしに
くいという⽬目安になる。

1

4

経営

企業がいかに利益を出すか。

商品をたくさん売って少しでも売上⾼高を多くする。

顧客のニーズにあったものを，適時，適量，適切な価
格で提供することを根気よく続けることが⼤大切。

割引を２年以上するお店がありますが，それは 聞いた話なのですが，昔，マクドナルドが同じ その⾦金金額を定価にすることにより⼤大丈夫ではあるが， 特にそんな規制はないのでは？来店頻度が⾼高く，⼀一回
いけないことなんですよね？
1

7

経営

ようなことをしてたたかれた[批判された]と聞 ⼈人間の割引に対する抵抗が問題になると思います。

あたりの買い上げ単価も⾼高い顧客を割引などで優遇す

きました。ある⼀一定の期間のみなら⼤大丈夫なの

ることは，むしろ積極的に⾏行行うべき。⼀一律に値下げす

ですか？

ることで客を呼び寄せようとするのは，リーダー地位
の企業にしか⻑⾧長続きさせられないが，低価格戦略も経
営戦略の⼀一つであり，規制産業（電⼒力力供給など）以外

2

2

7

4

経済

経済

8⽉月から鉄の値段が上がると聞いたのですが，

では低価格戦略をとるか否かはその会社の⾃自由。
鉄を使って物を作っている会社などはなかなか利益が 鉄以外の原料への代替も現時点では難しいので，利益

それによってどのような影響が起こりますか？

でないから給料が減ったりする。

政府が⾏行行ったエコポイントは成功したと先⽣生は 省エネ対策

⼈人の購買⼒力力があがり，資本回転率も上がったと思いま エコポイント制度によって家電製品の売れ⾏行行きがよく

が出しにくくなる可能性があるのには同意。

思いますか？

すので，成功。

なったので，景気刺激策として成功では。また，省エ
ネ製品への買い替えが進んだので，環境政策としては
⼀一定の成果があったといえるかもしれない。
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1

1

1

6

5

6

分類
経済

経済

質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

⽇日本の経済は徐々に底上げされていると聞きま

価格のデフレなどにより，不況からの脱出を図ってい 間違いなく回復傾向にはあるのでは。ちなみにデフレ

したが，どうなのですか。

る。

は通貨価値が上がることで，現象としてはモノやサー
ビスの値段が下がることをいい，好況の時やそれに向

これからのびていくのはどんな業界だと思いま ⾃自動⾞車車関係は説明会に⾏行行くとあまりいい話は聞 まったく予想がつきません。就活の参考にしたいで

かう時には起こりにくい。
先⽇日発表された経済産業省の「産業構造ビジョン」

すか？

かない。

と，それに対する批判を参考のこと。

今の⽇日本の状況は利益より以前に仕事がな

ものは海外製品，中国や韓国などのメーカーが ⽇日本はモノづくり国家であり，今の⽇日本は⼯工業によっ 個⼈人的な政策アイディアとしては１）海外からの投資

い！！（⼯工業，サービス，飲⾷食	
  etc)

伸びてきている。そのために，国産の物が売れ て発展してきた。しかし，安価な中国製品や外国製品 をよびこむため，あるいは国内企業が国内に拠点を残

その場合はどうやって仕事を増やすのか？

ない（⾼高いから）。安ければよし！！（外

す。

に押され，国産はピンチな状況です。しかし，⾃自動⾞車車 したいと思えるよう，減免税など投資優遇策の実施，

⾷食）。安くなくてもウマいもの，雰囲気を楽し 部品，メーカーなどは⽇日本の⼯工業をメインとせず，海 ２）⺠民間の研究開発の優遇，３）海外を資源として活

経済

くことがなくなってきた。

外に⼯工場を持ち，そちらをメインとする。（ある社⻑⾧長 ⽤用できる⼈人材を育てるための（異⽂文化理解・コミュニ
は「⽇日本での部品製造はもう伸びない」）といってお ケーション・上⼿手なリーダーシップ・語学等）教育の

⽇日本の経済は良いのか，悪いのか？

1

5

り，将来はないのでしょうか？

充実や国際⼈人材確保のための留学⽣生・在留許可・移⺠民

負のスパイラルを⽌止めるにはどうしたらいいのです

の拡⼤大，４）国⺠民が将来にいだいている不安を解消す

か？
派遣やリストラで⼈人件費を削ってなんとか⿊黒字 悪いと思います。

るための年⾦金金制度の抜本的⽴立立て直し。
悪い状況から脱しつつある。世界経済に影響をうける

化している会社があること。あとは，世界の経

のは今後も避けられない。⼈人件費の削減は固定費の削

済に振り回されていること。

減の趣旨で⾏行行われている。雇⽤用は景気の回復に遅れる
ので，多くの⼈人には景気回復は実感しにくいが，弱い

経済

ものが割を喰っている⾯面も確かに⼤大きかった。⽇日本国
内の繁栄が，近隣地域，ひいては世界全体とともに繁
栄出来る⽅方策を考え，そうなるよう働きかけていこ
アメリカのCMはなぜ⽇日本と⽐比べて衝撃的なも

2

7 広告・宣伝

頭に残りやすい事象が国によって異なる？

のが多いのか？

う。
国⺠民性と，競争に対する規制の違いによる⾯面が⼤大きい
だろう。⽇日本⽂文化は争いごとや⼀一⽅方的な勝ちをあまり
好まないのに対し，アメリカ⽂文化は競争で勝つ事を賞
賛する傾向が強い。また，⽇日本は⽐比較広告に厳しい規

制があり，アメリカは緩やか。
リアルタイムで様々な⼈人達からの意⾒見見などによりクチ できる。ソフトバンクの孫さんのつぶやきは，⼤大きな

企業が広告宣伝をしていく中で，Twitterなど
2

のコミュニケーションツールを有効に活⽤用して
8 広告・宣伝 いくことは出来ないのでしょうか？

コミで広がりやすく，宣伝費⽤用が低コストで良い。

広告宣伝効果がある。中⼩小企業でも活⽤用事例は多い。
もっとも，Twitter⼈人⼝口が今後⼤大きく増えれば，今のよ
うなTwitter活⽤用法がいつまでも通⽤用するとは限らない

だろうが。
資本⾦金金というのは結局借⾦金金なのに，なぜそれを 資本⾦金金とは，株式を発⾏行行し，それを売って得た 資本⾦金金を公開するのは，みんなが⾃自社を信頼して株を 資本⾦金金は借⾦金金ではなく，会社の所有者である出資者が
公開するのか？
2

6

お⾦金金なのか？

買ってくれているということをアピールしている？

⾃自分たちで準備したお⾦金金であり，会社は出資者に返す
必要は原則としてない。またその公開は法律で定めら

資本⾦金金

れた義務だが，その趣旨は，関係者（出資者，取引
先，融資元，地元住⺠民，政府等）に対する情報公開
（取引の安全をはかる，出資の可否判断材料，
等々）。
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今回 累積

分類

質問事項

知っていること

資本利益率が⾼高い会社は儲かっているという事
2

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

利益率がよくても結局数を売らなければ意味がない。 出資者から⾒見見て，効率良くお⾦金金を活⽤用しているという

5 資本利益率 ですか？

こと。資本利益率が⾼高い会社は堅実に経営をしている
ということでもある。

資本利益率と損益分岐点は密接に関係していま 資本回転率が良いと費⽤用が安くおさえられる。 ⼤大量に仕⼊入れると安く⼿手に⼊入る商品は多いが，売れな 「価格」は基本的には市場原理で決まるのは以前講義
すね。
1

しかし利益ののびがゆるい。売上⾼高利益率が良 かったら意味がない。「値段の決定」はむつかしそう で紹介した。販売価格についての決定は，競合の出⽅方
いと費⽤用が少しかさむが，利益の伸びが期待で だ。

7 資本利益率

きる。

いいですね。

1

りではないが。
理想は，利幅の⼤大きい商品がたびたび売れること。売

3 資本利益率 かりません。「もうかる商品を扱っているか」

上⾼高利益率は利幅の⽬目安，資本回転率は，たびたび売

1

7 資本利益率

2

4 損益分岐点

2

7 損益分岐点

5 損益分岐点

れていることの⽬目安。

資本利益率について

利益/売上⾼高 売上⾼高/資本で売上⾼高が打ち消される。

従業員の給料は固定費ですか？それとも変動費

働く時間により給料が変わるので，変動費だと思いま 基本給や各種⼿手当は固定費，残業代などは変動費と扱

ですか？

す。

う。

損益分岐点での利益を⾼高くするにはどうするの 固定費の⾼高低で同じ売上⾼高でも利益は⼤大きく異 投資をして設備を最新のものにして売上を⾼高くする

まず損益分岐点では利益も損失も０であることに注意

が良いか。

か，設備⾃自体は往来のものを使い，固定費をおさえ

しよう。質問者の⾒見見解の⼆二つのうち，まず考えるべき

て，そこそこの売上⾼高の中で利益を出すか。

は後者。最新設備の投資は⼀一般的には莫⼤大な固定費の

なってくる。

損失[益]分岐点を考えずに⽬目標売上⾼高の設定を

増加につながる。
他の⽅方法のほうが説得⼒力力があると思えば，そちらを使

するとどうなりますか？

えばいい。説得⼒力力がある⽅方が，実現しようという意欲
につながり，結果的に実現の度合いは⾼高くなるだろ

6 損益分岐点

売上⾼高の傾斜を⾼高くすることも可能ではないだろう

う。
惜しい。損益分岐点の図は縦軸・横軸とも⾦金金額なの

か。

で，本質的に売上⾼高の「傾斜」は１のまま変わらな
い。但し，売上⾼高に対する変動費の割合を下げること
ができれば，損益分岐点を下げることは可能。
⽣生産量や販売量の変化にもかかわらず，常に⼀一定⾦金金額

固定費というのがいまいち分からなかったの
1

両式とも結果は同じ。

式を⾒見見る限り，利益/資本ではだめですか？

損益分岐点を低くするにはどうすればいいか。 固定費を下げる。
2

も，使い勝⼿手がiPad並に使い易いかどうかは保証の限

売上⾼高利益率と資本回転率の違いがいまいち分
と「よく売れるか」？

2

などによっても変わってくるので，確かに難しい。

ところで「ウォータープルーフiPad」なんてできたら 防⽔水iPadは他社がそのうち出してくるのでは。もっと

3 損益分岐点 で，教えていただけますか。

かかる費⽤用のこと。例えば，⼯工場の家賃，正規の従業
員の基本給などがこれにあたる。
⽬目標売上⾼高は単に⾜足したり引いたりするだけでは出て 実際問題，仮定がなりたつ場⾯面が少ないので実社会で

1

こないことがわかりました。しっかり覚えたいと思い そのままつかえるというわけではないが，基本的な考

8 損益分岐点

ます。

え⽅方そのものを捕まえていれば，きっと役⽴立立つだろ

う。
企業が倒産する負債の額の基準はありますか？ 企業の⼤大きさによって負債の額も⼤大きくなる。 企業の資本に対してのパーセンテージーで決まるので 負債額ではなく，返済すべき時期に達しているのにそ
2

9

倒産

は。

の負債を返済出来ないという状況。資本に対する負債
の割合も，倒産の可能性のひとつの⽬目安とされる。
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質問事項

知っていること

質問者の⾒見見解

⿂魚野の⾒見見解

今，農業が注⽬目されていますが，農家が⼀一貫し 農業じたい[⾃自体]の利益率はよくなく，農家は ⼀一つの農家として考えるのではなく，⼤大きな農家をま 加⼯工・流通・販売にまで踏み込む経営資源が準備でき
て製品の製造までを⾏行行った⽅方がいいのですか？ ⼯工業を持っていない。

とめ，⽣生産から出荷までを⾏行行う。製品もメーカーだけ るなら，⾏行行った⽅方がいいのでは。政策としては，農業
ではなく，農家が集まって製品づくりをすることで， 分野への株式会社の参⼊入規制の緩和や，⼤大型農家への

2

5 農業経営

利益率の良くない農業から利益[率]のよい農業へと変

集約などが進められているが，農家が⾼高齢化して挑戦

われる。

の意欲が少ない零細農家，兼業農家が多いこと，農協
が実質的には利権団体，政治団体と化していることか
ら，規制緩和は実質的に阻まれており，改⾰革が進んで

0

2

4

7

特にありません。

未記⼊入

利益率と回
転率

いなかった。
講義にあたっての約束で明らかにした通り，質問・感
想がない場合はポイントは付与しない。

カローラを1台作るのに実際にかかる費⽤用は２

製造コストが低い⾞車車を売上⾼高利益率を上げて多く売る 利益率に関する考えは概ねその通り。費⽤用について

０~30万円ほどだと聞きました。数百万円で

のが⼀一番もうかるのではないか。

は，組み⽴立立てなどにかかる材料費（部品代）や⼈人件費

売っているのは資本回転率が低いので，売上⾼高

はそのくらいかもしれないが，開発のための様々な試

利益率の⽅方を上げているのだと思います。

験，研究費⽤用，各種設備の設置や販売網の構築などな
ど，その他にも多くの費⽤用がかかることに留意。
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