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２１世紀以降、日本製造業の財務パフォーマンスは、成長性、収益性、資産効率性、
株価リターンのほぼすべてにおいて、欧米や台湾・韓国と比較しても劣る状態が
続いています。さらに、リーマンショック後の日本製造業の財務パフォーマンス
の悪化は際立ったものでした。

日本製造業は、「卓越した現場力」と「ミドルマネジメント」の優秀性に支えられ
ているといわれますが、２１世紀以降で見れば、その経営資源を魅力ある財務パ
フォーマンスに結びつけることが困難になっていると言えます。

企業努力と政府支援による様々な対策により、フリーフォール的な景気の落ち込
みは回避されつつあります。しかし、景気が回復したとしても、今後の経済環境
を展望すれば、技術面での変化の加速や、商品ライフサイクルの短期化の加速、
そして新興国企業の成長による競争激化など、あらゆる面で不確実性がこれまで
以上に高まっていくことが予想されます。

不確実性が高まる環境下において、財務パフォーマンスが相対的に劣っていた日
本製造業が、相対的に優れた財務パフォーマンスを達成するためには「不確実性
を競争力に変えるマネジメント力」の強化が必要であると考えます。より具体的
には、不確実な外部環境に対して、現場・ミドルマネジメントに過度の負担を負
わせずに経営資源を同期させ、キャッシュフロー創出を最大化する経営体制の構
築が求められると考えます。そのための最適なマネジメントツールの一つが制約
理論（Theory of Constrain, ＴＯＣ）なのです。

さらに、経営改革を円滑に促進し、企業価値を最終的に向上させるためには、コス
ト削減、リストラで疲弊した現場に対して、経営改革の動きの理解を浸透させる社
内広報活動、外部のステークホルダーに経営改革の将来ビジョンを開示する IR活
動や CSR 視点からの戦略的広報活動、さらに導入の実効性をより確実にするため
の内部統制システムの変更に伴う適時開示など、企業活動の成果を重要な経営情報
としてとらえて、局面ごとに戦略的に取り組んでいくことが極めて重要です。

本提言では、不確実性の高まる環境下において、短期間で成果を実現するための
日本製造業の経営改革の具体的な手順に関してあらたな視点を提供するために、
第１章において、日本製造業の財務パフォーマンスをレビューしたうえで課題を
整理します。そのうえで、第２章で、不確実性を競争力に変えるマネジメント力
強化のためのツールとしてＴＯＣの意義を論じ、ついて制約理論に基づいた改革
を促進するための社内外の広報・内部統制・ＩＲの在り方について論じます。

不確実性を競争力に変えるマネジメント力強化に向けて
提言の背景と骨子提言の背景と骨子
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１．リーマンショック以前から悪化していた日本製造業の財務パフォーマンス

　日本の主要企業の年度決算が発表され、通期で大幅な赤字転落に陥った企業が相次

いでいます。輸出依存型の経済構造が大きく日本企業の収益性にマイナスに働いたこ

とが主因とされています。

　しかし、日本経済を支えてきた自動車・エレクトロニクス・鉄鋼・化学の４つのセ

クターの製造業において、日米欧に加え同じように輸出主導の韓国及び台湾について

比較すると、日本企業の利益の悪化は、特に際立っていることがわかります（表１－１）。

本年 6月 5日時点で、円換算時価総額 5000 億円以上の自動車・エレクトロニクス・

鉄鋼・化学セクターの 2009 年 1-3 月の四半期決算を見ると、営業利益段階において

日本企業の赤字企業数の割合は 75%となり、欧州 (46%)、北米（22.9％）米及び韓国・

台湾 (31.3%) と比較してはるかに高くなっています。100 年に一度の経済危機といわ

れますが、日本の製造業は、欧米、韓国の競合と比べて外部ショックに対する脆弱性

がはるかに高かったと言えます。

表１-1：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクターの営業利益状況

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上 ( 社数）
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第１章
グローバルで見た日本製造業の
財務パフォーマンスと経営課題
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１．リーマンショック以前から悪化していた日本製造業の財務パフォーマンス

　長期の視点で２１世紀における、日本の製造業の相対的なパフォーマンスを見るために、

IT バブル崩壊が落ち着き、四半期決算が定着した 2002 年から、同様に４セクターの四

半期財務について比較すると、今回の経済危機以前から、日本の大手製造業のパフォーマ

ンスは、欧米、韓国・台湾と比較して劣っていたことがわかります。

　成長性のパフォーマンスを見るために 2002 年 3-6 月を 100 として売上高を指数化す

ると４セクターの中位値は、各地域の中で日本が、ドル建で見て最も低い成長を示してい

ます（図１－１）。また、現地通貨建てで見ても、足元の急落において、日本は４地域の中

で最も低い売上成長となっています（図１－２）。

 図１－１：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上

ドル建て売上高、指数（2002 年 3-6 月 =100）中位値

 

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成

第１章　グローバルで見た日本製造業の財務パフォーマンスと経営課題

企業価値向上プロジェクト ２００９  (Goal-system Consultants Inc. / ACE Consulting Inc. / J-Phoenix Research Inc.)           

6



１．リーマンショック以前から悪化していた日本製造業の財務パフォーマンス

図１－２：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上

現地通貨建て売上高、指数（2002 年 3-6 月 =100）中位値

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成

　収益性の指標として営業利益率を比較すると、日本は 2006 年までは欧州とほぼ同様の

水準で推移していましたが、2007 年からは日本の４セクターの水準は、４地域の中で最

も低い水準に落ち込み、足元の急落の度合いもひときわ大きくなっています（図１－３）。

図１－３；鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上：営業利益率中位値

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成
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１．リーマンショック以前から悪化していた日本製造業の財務パフォーマンス

　資産効率性及び、外部ショックに対する対応力という視点で在庫回転期間の推移をみ

ると、４セクターにおいて日本企業は2002年からほぼ一貫して多くの在庫を抱えており、

足元では、欧州企業が上回っているものの、北米企業に比べると外部ショックに対する

サプライチェーンの脆弱性は明らかです。

図１－４：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上：在庫回転期間（単位：日数）

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成

このような財務パフォーマンスを受けて、2002年からの４セクターにおける日本企業の株価パ

フォーマンスは、現地通貨ベースでもUSドルベースでも最も劣っています（図１－５、図１－６）。

図１－５：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上：

現地通貨株価（2002 年 6月末 =100）中位値

 

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成
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１．リーマンショック以前から悪化していた日本製造業の財務パフォーマンス

図１－６：鉄鋼・化学・エレクトロニクス・自動車セクター

2009/6/5 時点で円換算時価総額 5,000 億円以上：

USドル株価（2002 年 6月末 =100）中位値

（出所）Bloomberg よりジェイ・フェニックス・リサーチ作成

２．日本製造業における経営課題の整理と目指すべき方向性

　２１世紀に入り、グローバル競争が激化する中、日本製造業は自動車、エレクトロニクス、

鉄鋼、化学などの輸出主導で成長を遂げてきたとされますが、１．で示したように、その

成長水準は満足できるものではなく、しかも、低い収益性は改善されず、在庫回転期間か

ら読み取れるように資産効率性はむしろ悪化していたことがわかります。

　これまで日本製造業は、「卓越した現場力」と「ミドルマネジメント」の優秀性に支え

られているといわれてきましたが、今世紀に入ってからは、不確実性が高まる経済環境下

の中で、その経営資源を優れた財務パフォーマンスに結びつけることができていない状態

が続いています。このような現状を厳しく言えば、短期的なコスト削減、リストラに追わ

れ、現場力・ミドルマネジメントが疲弊し、投資家から見て相対的に魅力の劣る存在となっ

ているのが、グローバルでとらえた平均的な日本製造業の姿ではないでしょうか。

　今後の経済環境を展望すれば、技術面では、産業革命以来の内燃機関主導のエネルギー

源が、太陽電池などの次世代エネルギーへと転換し、また経済面では、新興国企業の勃興

による競争が進み、あらゆる面で不確実性が高まり、競争環境はますます厳しくなるもの

と想定されます。
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２．日本製造業における経営課題の整理と目指すべき方向性

　その中で、財務パフォーマンスが劣り、資金的に制約のある日本製造業が取り組むべ

きは、「不確実な外部環境、需要変動や商品ライフサイクルの短期化の動きに、経営資源

を同期させ、キャッシュフロー創出を最大化する経営体制の構築」であると考えます。

具体的には、需要変動に同期する短納期の SCMを達成すると同時に短納期の SCMと在

庫圧縮の両立が求められます。また、商品ライフサイクルの短期化に同期するように研

究開発サイクルの短縮化も達成していくことが求められると考えます。

さらに、当然のことながら、そもそもそれらの施策を達成したうえで成長を実現するう

えではマーケティング重視の成長戦略も欠かせません。最終的には、極めて当たり前の

ことですが製造業の基本的な機能で整理すれば、以下のサイクルを不確実な経済状態に

おいて効率よく構築していくことが必要になると言えます。

　さらに重要なことは、この仕組みの構築においては、現場力・ミドルマネジメント力

をいかに高めるかがカギになると考えます。現状疲弊した現場力・ミドルマネジメント

力を活性化させる経営改革を短期間で浸透させるためには、経営改革の理解を社内に浸

透１．２．させるコミュニケーション体制の拡充も同時に取り組むことが必要です。

　また、最終的に経営改革を貨幣価値として企業価値に反映させ、投資家から見て魅力

ある存在となるためには、内外のステークホルダーに経営改革をアピールする IR・戦略

的広報活動のみならず、内部統制システムの有効性評価に伴う組織変更の届出も重要な

施策です。不確実な経済環境下でも、確実にキャッシュフローを生み出せる仕組みが根

付いていることを理解してもらえれば、将来的なキャッシュフロー成長向上に加え、投

資家から見たリスクの軽減による資本コストの低下という側面からも、企業価値の最大

化に寄与することになります。

以上より、２１世紀における今日までの日本製造業の現状と今後の目指すべき方向性を

まとめると図１－７のようになります。
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 ＊　新製品や顧客仕様を満たす製品を用いて市場を「創る」
 　　＝対応すべき課題：研究開発サイクルの短期化

 ＊　生産やエンジニアリングなどによって顧客の必要な製品をタイムリーに「造る」

 　　＝対応すべき課題：SCMの短縮化と在庫圧縮

 ＊　上記 2つの機能を市場や顧客に理解していただき「売る」

 　　＝対応すべき課題：マーケティング重視の経営戦略
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２．日本製造業における経営課題の整理と目指すべき方向性

図１－７：日本製造業の現状と目指すべき方向性

（出所）ジェイ・フェニックス・リサーチ

２．日本製造業における経営課題の整理と目指すべき方向性

　これらを同時に達成するためには潜在的には様々な矛盾を解決しなければなりません。

現場やミドルマネジメントに過度の負担をかけずに、短納期を実現し SCMを構築し、し

かも在庫も圧縮するというようなことは、従来の発想の延長上では達成することは非常に

困難に見えます。しかし、一方でそれを達成しなければ、この厳しい経済環境で持続的に

利益を生み出し、魅力ある成長を達成することはできないのが現実なのです。この困難な

課題を解決するためのマネジメントツールが TOC（制約理論）です。次章において TOC

の概要を示すとともに、その意義を説明していきます。
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２１世紀における主要日本製造業の平均像

１．２１世紀において不確実性が高まる中でグローバル
 に見劣りのする財務パフォーマンス

　　＊韓国・台湾企業に大きく見劣りし、欧米企業にも
　　　及ばない売上成長

　　＊アウトソーシングや海外生産活用は進むものの、
　　　全体としては低い収益性は改善せず

　　＊棚卸資産回転期間は悪化へ（在庫長期化）

 　→→→ SCMは長期化へ

　　＊現場力・ミドルマネジメントの潜在能力を活かし
　　　きれない経営体制

２．短期的なコスト削減・リストラに追われ現場力・
 ミドルマネジメントが疲弊

３．投資家から見て魅力の乏しい投資機会

２１世紀における主要日本製造業の平均像 ２１世紀における主要日本製造業の平均像

１．経営資源を不確実な外部環境に同期させ、キャッ　 
 シュフロー創出を最大化する経営体制の構築

　　＊需要変動に同期する短納期の SCM

　　＊短納期の SCMと在庫圧縮の両立

　　＊商品寿命の短期化に同期する研究開発サイクル

　　＊上記施策を支えるマーケティング重視の成長戦略

　　＊現場力・ミドルマネジメントの潜在能力の生み出
　　　しキャッシュフローを最大化へ

２．疲弊した現場力・ミドルマネジメントを活性化さ
　　せる経営改革を短期間で浸透させる経営体制

　　＊経営改革の理解を促進させる社内コミュニケー　
　　　ション体制

３．投資家に対する魅力の向上
　　＊内外のステークホルダーに経営改革をアピールす
　　　るＩＲ・内部統制報告の活用

今後の日本製造業の目指すべき方向性

リーマンショックで先進国で最大の売上の落ち
込み大幅な赤字幅。棚卸資産回転期間の急激な
高まり。株価パフォーマンスの低迷。

不確実な経済環境下におけるキャッシュフロー
最大化と貨幣価値で見た企業価値増大
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1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

TOC（Theory of Constraints）とは、営利企業共通の目的である「企業がキャッシュを生

み出し続ける」ことを妨げる制約条件（Constraints）に注目し、改善を進めることによっ

て企業業績に急速な改善をもたらす経営改革の手法です。

　1970 年代前半、TOC の開発者であるエリヤフ・M・ゴールドラット博士は、「工場の

生産性はボトルネック工程の能力以上は絶対に向上しない」という至極当たり前の原理を

提唱しました。

　工場の生産性を上げるためにボトルネック工程に同期させる生産を行い、資材調達もボ

トルネック工程に同期させるようにした結果、生産性が飛躍的に高まり、仕掛かり在庫や

製品在庫が劇的に減少することを実証し、それを TOC（制約条件の理論）と名付け、普

及していったのです。
　
　その後ＴＯＣ工場内の改善手法から、企業内のインフラや人的リソース、市場要因、企

業風土や経営方針など経営資源を制約条件という視点で整理し、人・物・金・時間の無駄

を徹底的に排除した生産システムを軸とした、統合的な業績向上を実現する経営管理手法

に発展しています。
　
TOC の考え方は、不確実な事業環境の中で、何を最も重視して経営をすべきなのかとい

うロジカルな指針を経営者に与えてくれます。

　TOCの考え方を、自動車を例えにして考えてみましょう（図２－１）。自動車の基本的な

機能は、早く、安全に走行することであり、そのためにはエンジンの能力を駆動機構に円

滑に同期させて、路面の変動を吸収するショックアブソーバーを備えることが必要です。

TOCは、まさに自動車で例えたことを、会社で実現しようとするものです。

会社の目的が、キャッシュフローを確実に最大化することであれば、生産性のボトルネッ

クとなっているプロセスに他のプロセスを同期させ、ボトルネックの活動が想定外の不確

第２章
企業価値創造に導く企業戦略

継続的に事業リスクを最小にし、企業価値を向上する方法論
－ＴＯＣ（Theory of Constraints　制約条件の理論）－

企業価値向上プロジェクト ２００９  (Goal-system Consultants Inc. / ACE Consulting Inc. / J-Phoenix Research Inc.)           

第 2章　企業価値創造に導く企業戦略
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1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

実性に影響をうけないように、ボトルネックの前に在庫、すなわちバッファーを置くこと

で、その目的が達成されます。

図２－１：自動車を例にしたＴＯＣの説明

　この考えを具体的に応用するツールとして、TOC ではドラムバッファーロープという

ツールを提案しています（図２－２）。簡単に説明すれば、在庫をボトルネック工程の前に

集約し、ボトルネックが停止することなく 24時間稼働できるようにして、先頭工程への

投入をボトルネック工程の生産ペースに同期（ロープで結ぶ）させます。

図２－２：TOCの製造プロセスへの応用ツール

  

加工時間が 
最も長い製造工程 
（ボトルネック） 

BN  の製造 
スピードに合わせて 

原材料を投入 

 
 
 

製造プロセスのキャッ
シュフロー創出力を規
定する最も重要な要素

は何か？ 

 
 
 

ボトルネックのキャッ
シュフロー創出力通り
に走行するためにはど
うしたらよいのか？ 

 
 
 
 

外的ショックがあって
も確実にキャッシュフ
ロー創出力通りに操
業するにはどうすれば

よいのか？ 

自動車の性能を最大化にするためのポイント 

エンジンの性能 

 
 

エンジンと
駆動機構を
円滑に同期 

 
 

自動車の走力を規定
する最も重要な要素は

何か？ 

エンジンの性能通りに 
走行するためにはどう 
したら良いのか？ 

 
 

サスペンション
ショックアブソーバー

を効率よく配置 

 
 

外的ショックがあって
もエンジンが性能通り
動くにはどうすべきか？  

自動車の目的：早く、安全な走行 自動車の目的：早く、安全な走行 会社の目的：キャッシュフローを確実に最大化 会社の目的：キャッシュフローを確実に最大化 

 制約資源把握 

 同期化

 バッファー管理

BN   
を

が止まらないよう
に在庫（バッファー） 

 BN  の前に置く 

ＴＯＣの考え方の応用：製造プロセス
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 TOC の製造プロセスへの応用ツール：ドラムバッファーロープ（ TOC -  ） TOC  の製造プロセスへの応用ツール：ドラムバッファーロープ  (TOC-DBR)    

    在庫 在庫 在庫 在庫  行程３ 行程４ 行程５ 在庫 在庫 在庫 在庫 

行程１ 行程２ 行程３ 
行程４ 

ボトルネック 
行程５ 

在庫 
バッファー 

バッファーを 
ボトルネックの 
前に集約 

ボトルネックの生産状況を ドラム 
の音のように把握 

ボトルネックの生産量だけ行程１に投入 
バッファーがある水準より減った時点で  

減った分だけを投入するように情報フロー 
「 ロープ 」を確立 

時間当り生産力 
10 

時間当り生産力 
8 

時間当り生産力 
5 

時間当り生産力 
10 

時間当り生産力 
７ 

行程２行程１
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1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

ボトルネックは、製造プロセスパフォーマンスの上限を規定するエンジンであり、ロープ

は駆動機構、バッファーはサスペンサー・ショックアブソーバーに相当します。荒れた路

面でも自動車が安定的に走行できるように、この仕組みをつくることで不確実な環境下で

も企業は安定的に製造パフォーマンスを発揮することが可能になるわけです。

　さらに TOC の考え方を不確実性への対処という視点で考えてみましょう（図２－３）。

TOCでは、集中すべき改善の対象はボトルネックであると明確に指針が出るため、技術・

商品サイクルが短期化している中でも、短期的に生産性向上を図ることが容易になります。

また、リードタイム、在庫圧縮効果により、不確実な中での短納期対応、在庫リスクも軽

減できます。さらに、ボトルネックに集中することで管理ポイントが絞られるため、不確

実な状態でもマネジメント層の時間を効率的に生産性向上に集中させることが可能になり

ます。まさに、現在のような不確実な状況において有用な仕組みをTOCは提供するのです。

図２－３
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 DBR 

と不確実性への対応の視点からの意義 
  ＴＯＣ－ＤＢＲと不確実性への対応の視点からの意義

 

会社の目的：キャッシュ  
フローを確実に最大化  
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需要変動に応じてバッファーに余裕を持たせることで
いざというときのラッシュオーダーにも機動的に対応

管理が個別製品ごとのバッファー変動のモニターに集約
需要変動に応じてバッファーに余裕を持たせることで
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（ボトルネック）

制約資源把握
制約資源把握

 制約資源に的を絞った改善活動を展開することで、 
技術・商品サイクルが短期化する中でもキャッシュ 

フロー最大化を早期に図り易い 

  

制約資源に的を絞った改善活動を展開することで、 
技術・商品サイクルが短期化する中でもキャッシュ 

フロー最大化を早期に図り易い 

  改善活動の集中と選択

      ＢＮの製造

スピードに合わせて
原材料を投入

同期化
同期化

ボトルネックの生産活動に同期させることで、他の
工程の中で在庫が発生しないため、在庫圧縮と

リードタイム圧縮が図れる。需要変動が激しい場合
の短納期対応が可能となり在庫ロスリスクが減少

 
ボトルネックの生産活動に同期させることで、他の
工程の中で在庫が発生しないため、在庫圧縮と

リードタイム圧縮が図れる。需要変動が激しい場合
の短納期対応が可能となり在庫ロスリスクが減少

 リードタイム＆在庫圧縮

14



1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

　さらに TOCでは、この考え方を研究開発プロセスに応用します（図２－４）。研究開発に

おいてパフォーマンスすなわち開発サイクルを短期化するためのポイントは図で示した

「遅れるとプロジェクト期間に影響を与えるタスクの連鎖」、すなわち「クリティカルチェー

ン」であります。その期間を把握した上で、連鎖するタスクを終了した時点で直ちに次の

タスクを進め、その流れを阻害しないように、非クリティカルチェーンの作業の合流に余

裕期間を持たせ、さらに全体クリティカルチェーンの余裕期間を集中管理することで、研

究開発の短期化を図ることができます。

図２－４

企業価値向上プロジェクト ２００９  (Goal-system Consultants Inc. / ACE Consulting Inc. / J-Phoenix Research Inc.)           

第 2章　企業価値創造に導く企業戦略

TOCの考え方の応用：研究開発プロセスＴＯＣの考え方の応用：研究開発プロセス

会社の目的：キャッシュフローを確実に最大化
会社の目的：キャッシュフローを確実に最大化

研究プロセスのキャッシュフ
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重要な要素は何か？
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影響を与えるタスクの連鎖

＝クリティカルチェーン の把握

制約資源把握

クリティカルチェーンを能力通り

に発揮させるにはどうすればよ

いのか？

リレー走者の要領で、クリティカル

チェーン上のタスクが終わったらす

ぐに次の工程へ引き渡すことで進

みを伝播。（「早期完了の未報告」の防止）

同期化

外的ショックがあっても確実に

キャッシュフロー創出力通りに

操業するにはどうすればよい

のか？

非クリティカルチェーンの遅れの

影響を排除する

「合流バッファ」の設定。

残日数でプロジェクトを管理

バッファー管理
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1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

その仕組みを具体的に提供するツールがクリティカルチェーンプロジェクトマネジメン

ト（CCPM）です（図２－５）。通常はそれぞれの納期を守るために、各タスクには安全余

裕が組み込まれていますが、それを一括管理することが重要なポイントです。この仕組

みで研究開発プロセスを見える化し、期間短縮を実現するのです。

図２－５
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 TOC の研究開発プロセスへの応用ツール：クリティカルチェーンプロジェクトマネジメント  ＴＯＣの研究開発プロセスへの応用ツール：クリティカルチェーンプロジェクトマネジメント 

タスク A タスク B タスク C タスク D タスク E 
余裕 期間 

余裕 期間 
余裕 期間 

余裕 期間 

余裕期間 
バッファー 

余裕期間（バッファー）を 
納期前の残日数として集中 

管理 

リレー走者の要領で、クリティカルチェーン上のタスクが終 
わったらすぐに次の工程へ引き渡すことで進みを伝播。 

（「早期完了の未報告」の防止） 

タスク  A タスク  B タスク  C タスク  D タスク  E 

納期 

クリティカルチェーン 

（ＣＣＰＭ）
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1．TOCの目的は不確実な環境でもキャッシュを生み出し続ける企業を創ること

不確実性への対応という視点から CCPMの意義をまとめたのが、図 2ー 6です。管理す

べき点を集中し、不確実な事象への対応を、余裕期間を一括管理することで対応が容易に

なります。結果として、不確実な事業環境でも研究開発サイクルを短期化させ、納期順守

率の引き上げを促進することになります。

図２－６
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TOC - CCPM と不確実性への対応の視点からの意義    ＴＯＣ－ＣＣＰＭと不確実性への対応の視点からの意義 
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ティカルチェーン上のタスク  
が終わったらすぐに次の工  
程へ引き渡すことで進みを  
伝播。（「早期完了の未報
告」の防止）

 
 

非クリティカルチェーンの遅  
れの影響を排除する  

「合流バッファ」の設定。  
残日数でプロジェクトを管理  
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

これまでに説明したツールのうちＴＯＣ―ＤＢＲ（ドラム・バッファー・ロープ）と呼ば

れるボトルネックに着目した生産改善の仕組みが、いかに素早く、確実に企業内のリード

タイム、在庫を削減し、隠れた生産能力を引き出したのか実際の例を見てみましょう。ゴー

ル・システム・コンサルティングが手掛けた TOC－ＤＢＲ導入事例では、最短6カ月でリー

ドタイムを半減させ、隠れた生産能力を 20％程度引き出すことが可能という結果が報告

されています（表２－１）。
 
表２－ 1　ゴール・システム・コンサルティングの顧客（製造業）における TOC-DBR の成果
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社名 
リードタイム 

削減（最大） 
平均 在庫率 生産能力 

日立ツール（切削工具） 70％以上 50％以上 半減 20％増 

セイコーエプソン（半導体） 80％以上 58％以上 40％以上削減 20％増 

日立化成グループ（カーボン製品） 60％以上 40％以上 25％以上削減 15％増 

北越パッケージ（紙製品） 60％以上 35％以上 30％以上削減 25％増 

A 社（セラミック・パッケージ） 45％以上 35％以上 25％以上削減 20％増 
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

　ＴＯＣ－ＤＢＲの導入により、企業は直接的に「在庫圧縮」や「歩留り率の向上」「コ

スト低減」の恩恵に預かることができますから、短期的に会計上の企業価値創造につなが

ります。TOC は不確実な中でキャッシュフローを拡大すると同時に、確実性を上げるこ

とを達成します。このような経営リスクを低減する改善活動を「ダウンサイドリスクプロテ

クション」と呼び、株主価値創出のための重要なチェックポイントの一つとなっています。

図２－７　制約条件に着目することで経営資源を集中させる

　(出典：「株主価値重視の企業戦略」東洋経済新報社 P85 抜粋 )

アップサイドポテンシャルの向上

　しかし、ＴＯＣ―ＤＢＲを活用して「ダウンサイドリスク」の低減を行っても、企業価

値を創造し続けるという視点から考えた場合、それだけでは十分ではありません。

　在庫削減、効率向上やコスト低減などのオペレーショナル・リストラクチャリングは、

短期レベルでは有効な経営戦略となりえますが、中長期的視点、企業の将来を担う成長戦

略としては充分ではありません。成長戦略をより確かなものとするには、企業を一つの視

点からではなく、ダウンサイドとアップサイド両方の視点から、言い換えれば Visionary

に（異なる次元で）精査し、企業固有の強みを磨き上げ、より強固で差別化された効果を

生み出す戦略を策定することが不可欠なのです。

投資家を含むあらゆるステークホルダーは、企業がダウンサイドのリスクに備えると同時

に成長戦略を策定しアップサイドのポテンシャルを現実のものとする力強い成長を期待

しています。
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

制約に集中するとはどういうことか

　TOC の最大の特徴は、制約条件こそが、企業のアウトプット（利益）を増やす鍵と考

えることです。ＴＯＣの世界観に従えば、業績を向上し続けるために企業は常に「利益

を制限している制約条件」に集中しなくてはならないのです。

図２－８：企業価値創造のための２つの柱

　この考え方に倣えば、企業価値の毀損を防ぐダウンサイドプロテクションと新たな企

業価値を創造するアップサイドポテンシャルの向上は別の視点で行われるものではなく、

「制約条件」の変化という連続線上に位置するものと考えることができます。

変化する制約条件を正しく認識し、眼前の制約条件に経営資源を集中させることができ

れば、これまで別々に行われてきた「企業価値の向上」への取り組みと「在庫削減など

の業務改善」活動を一つの傘の下に集めることが出来るのです。
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

アップサイドポテンシャルを高める「創って、造って、売る」しくみ

　ＴＯＣ－ＤＢＲを導入してダウンサイドリスクの低減を行い在庫削減、効率向上やコ

スト低減を実現したならば、次に行うべきアップサイドへの施策は売上を増やしキャッ

シュを生み出す能力をより高めることが求められるのです。

製造業の基本的な機能は、

という 3つに集約されますが、アップサイドポテンシャルを高めるとは、この３つを使っ

て「市場や顧客の困りごと」を解消していくことにほかなりません。市場や顧客は、あ

なたの会社の製品やサービスに対して 100％満足していることは決してありません。品

質・納期・コスト以外にも、多くの困りごとを抱えているはずです。

顧客のこうした状況は、顧客の不満や困りごとのもとになっている核心的な問題が存在

し、その問題にライバルメーカーも対応できていないことを示しています。顧客の抱え

ている問題は、決して小さいものではありません。もしも、これらの問題を自社の強み

をもって解決することができれば業績を著しく高めることが可能なのです。
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•　新製品や顧客仕様を満たす製品を用いて市場を「創る」

•　生産やエンジニアリングなどによって顧客の必要な製品をタイムリーに「造る」

•　上記 2つの機能を市場や顧客に理解していただき「売る」
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 ２．TOC の効果事例と経営戦略への応用への示唆

日立ツール株式会社（東証・大証一部上場：本社東京都江東区）は日立グループの総合

切削工具メーカーとして、「開発技術の日立ツール」をキャッチフレーズに、最先端のド

リルやエンドミルなどの産業機械向けの工具を製造販売している会社です。

同社では２０００年から全社的にＴＯＣに取組み、２００８年３月期は売上高２５１億

円、営業利益は６１億円となっています。２００２年３月期の営業利益が、１５億であっ

たことを考えると、６年で４倍という驚異的な伸び率を示しています。また利益率に関

しても２４％あまりと、同業他社と比較しても際だった経営数値を達成しています。

これは、ＴＯＣ導入による工場のＤＢＲ（ドラム・バッファ・ロープ）を中心としたダ

ウンサイドリスクプロテクションと営業部門の販売方法の革新、代理店政策を含めた流

通経路の再編というアップサイドポテンシャル向上の両方が大きく寄与しているのです。

　日立ツールのＴＯＣは２０００年９月からスタートしました。ＴＯＣの生産改善の考

え方を活用し、ＤＢＲのしくみを構築、超硬エンドミルなどの主力製品に関しては、約

８ヶ月で製造リードタイムを半減させ、納期遵守率の向上、工場在庫の削減に大きな成

果を収めました。その後順次全工場でＤＢＲのしくみを構築し棚卸回転日数は２０００

年の５６日から３５日に大幅な削減を達成、あわせてキャッシュフローの改善を実現し、

２００２年には有利子負債を一掃し無借金経営を達成しています。

　その後日立ツールのＴＯＣを活用した取り組みはアップサイドへの進化を遂げ、流通再

編と営業革新を実現したのです。

「造る」の優位性を活かした第１の利益創出（ユーザー直送）

　切削工具の販売はこれまで代理店や特約店に一定量の在庫を保有し、そこからエンド

ユーザーに配送するスタイルが一般的でした。しかし日立ツールでは小ロット・短リー

ドタイム生産が可能になったことを背景に、積極的にエンドユーザーへの直送体制を構

築し、８ヶ月あった代理店を含めた流通在庫を２．４ヶ月に激減させ、代理店のキャッシュ 

日立ツール（株）の事例
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決算期  売上高  成長率  営業利益  利益率  
2008 年 3 月 25,175 163% 6,172 24.52% 
2007 年 3 月 24,061 156% 5,721 23.78% 
2006 年 3 月 22,877 148% 5,542 24.23% 

2005 年 3 月 20,242 131% 4,185 20.67% 

2004 年 3 月 17,050 111% 2,307 13.53% 
15,421 2003 年 3 月 100% 1,509 9.79% 
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

フロー改善に大きな貢献を果たしました。ＴＯＣ－ＤＢＲの考え方を進化させ自社独自

の仕組みを作り上げ、在庫を工場に設置した中央倉庫に集め予測精度を高め、少ない在

庫で顧客満足を高めることに成功したのです。また代理店在庫を削減する取り組みと平

行して売掛債権の現金回収を進め自社のキャッシュフローも同時に大きく改善させたの

です。

「創る」の優位性を活かした第２の利益創出（加工半減）

　一方、営業戦術にもＴＯＣの考え方を活かし「加工費半減キャンペーン」と銘打って

営業活動の切り札としています。営業部隊では、切削ツールを使うユーザーのコストに

占める切削工具の比率が５％に満たない顧客の費用構造に着眼し、「どうすれば真の顧客

利益に貢献することができるか」を営業提案として具体化しました。

図のように、切削工具を使用した加工製品の製造原価では電力費・機械費・作業者の賃

金などの加工費が 70％と大きな比率を占めています。それに比べドリルやエンドミルな

どの工具費は 5％に満たない小さなものなのです。そこで、日立ツールでは工具を使用す

る付加価値の大きさに着目しました。

「わずか５％以下の工具費を１００円２００円値切って買うことが本当にユーザーのメ

リットにつながるのか？」という原点からの発想によってこの提案は構築されました。

多くのユーザーが考える加工工具の能率は、どれだけ工具寿命を延ばすかという比較だ

けを行うのですが、寿命延長による加工費低減効果は非常に小さいのです。

しかし、これまで一本５千円のドリルを使って１日１００個のワークを加工していた設

備が、高能率な１万円の工具で２００個の加工が出来るようになったらどうでしょうか。

たった５千円の出費増で著しい生産性アップを達成できることになります。この背景に

は「開発技術の日立ツール」を旗に掲げて、他社に先駆けて「創る」優位性を磨き、高

能率工具の開発を進めてきた技術力があるのです。
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２．TOCの効果事例と経営戦略への応用への示唆

TOC 導入の目標は利益 3倍

　ここまで説明してきたように、ダウサイドリスクプロテクション（改善）とアップサイ

ドポテンシャル（売上・利益創出）の増加を TOC 手法で実践すれば、４－５年で利益を

４－５倍に増加させることも不可能ではありません。

例えば、

 • 売上高 100 億円

 • 営業利益 5億円（利益率 5％）

 • 固定費 65 億円

 • 変動費 30 億円

の企業の場合、利益増を売上増で賄おうとすれば、現状の４－５倍の売上高が必要になり

ますし、固定費の引き下げで４－５倍の利益を確保しようとすれば、数十億円のコストダ

ウンが必要となり、どちらも極めて非現実的なアプローチです。

　しかし、日立ツール（株）の事例でも紹介したように、「造る（ダウンサイドリスクプ

ロテクション）」の優位性で獲得した 20％の生産能力を使って、新しいビジネスモデル

（アップサイドポテンシャル向上）を 20％高い価格で販売できたらどうなるでしょうか。

 売上高 124 億円－固定費 65 億円－変動費 36 億円＝ 23 億円

となり、利益は 4.6 倍となります。これならば、決して不可能ではないことを理解してい

ただけると思います。しかも、この取り組みは現有の経営資源で達成可能で、ほとんど新

たな投資を必要としないのです。
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３．企業価値創造の鍵となる成長戦略
　一般的に経営戦略が経営資源の適正な配分や、生産性、ビジネスモデルや企業コンセプ

トなどを重視するのに対して、成長戦略それにも増して、ブランド管理を最も重視します。

なぜならば、単に目に見える現状のインフラや組織の形態だけにとらわれていては、肝心

の成長機会を見逃すことになりかねないからです。

ブランド価値を醸成していくには、むしろ目に見えない経営者の経営に関する考え方、企

業風土、社員のロイヤルティ、そうした隠れた個々の「現在価値と将来性」を分析し、そ

れらを企業の潜在的能力として評価した上で、「企業ブランド」を組成し、その姿をステー

クホルダーに対し訴求していかなくてはならないのです。

図２－９：企業価値創造のための各ステージ

　

(出典：「株主価値重視の企業戦略」東洋経済新報社 P86 抜粋 )

現在から将来にわたって企業価値を最大にする

　成長戦略を策定する場合に、企業の内外の現在環境を無視することはできません。金融

不況という厳しい経済環境の中、企業はこれまで以上に低コスト、高効率を目指した業務

改善を実施してきていますが、同時に会社法、金融商品取引法の施行に伴いコンプライア

ンスやリスク管理の視点から内部統制システムの強化を求められ、多くの企業で社員のス

トレスは過去にない高いレベルにまで達しています。

さらに、一部の企業においては、企業価値向上を目指して、ISO、JIS や HACCP の認証取

得に邁進する例も見受けられ、組織の疲弊はピークに達しています。この結果、本来、統

制システムにより機能的に働くはずのコミュニケーションは破綻し、組織の流れは遮断さ
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業績効率の改善

利益率の向上
資産有効利用
サプライチェーン
商品開発
顧客管理
ストアエコノミクス

事業ポートフォリオ
の改善

集中と選択
リストラクチャリング
Ｍ＆Ａ
商品ライン
国内市場の拡大
国際市場の拡大

組織的改善

経営管理
　・戦略策定
　・経営資源配分
　・業績評価
コアコンピテンシー
知財管理
ステークホルダー対策

戦略的改善

経営戦略管理
　・企業コンセプト
　・ビジネスモデル
　・競争優位性
　・経営資源
　・経営能力
　・危機回避能力
　・リスク管理能力
成長戦略管理
　・ブランド管理
　・販売チャネル
　・新規市場開拓
　・新規顧客開拓

資本構成の改善

資本構成
資本コスト
節税
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３．企業価値創造の鍵となる成長戦略

れ、これまでなかった細かいミスが発現するといった予想外のリスクが顕在化し始めてい

るのです。上場企業に全社的リスクの抽出を行うと、多くの従業員が、最も問題としてい

るリスクを以下の３つであると掲げています。

　⇒　職場内での不満、管理システムの整備不良・欠陥

　⇒　マネジメントシステムの崩壊

　⇒　経営に対する批判

　そして、これらのリスクを詳細に分析すると、それぞれのリスクを生み出している多く

の潜在的リスクがあることが確認されました。

図２－１０
（潜在的な業務改善要因）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（顕在化した業務改善要因）

　このような背景を踏まえ、ゴールシステムを導入するに際しても、同時にこれらの複雑

な企業リスクを解決しながら進めていくことが重要なのです。そうすることで、もともと

企業が有していた複雑な摩擦要因を排除し、システム導入後の円滑な実施と効果検証まで

の期間の短縮化の実現に大いに貢献することになるでしょう。

　以下の視点から、これまで説明してきた DBR と CCPMを導入する際に想定すべき社内

コミュニケーション戦略をまとめたのが図 2-11、図 2-12 です。TOC を導入することで、

これまでの慣行とは大きく異なる方針で活動や管理を行う必要があり、以下に示した論点
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●　業務の複雑化、処理量の増大

●　人的リソースの不適切な配分

●　コミュニケーション不足

●　不適切な労働環境

●　能力・実測評価制度・基準の欠陥

●　労働災害・過労死

●　パワーハラスメント、セクシャルハラスメント・モラルハラスメント、差別

●　不適切なアウトソーシング

●　優秀な人材の離職に伴う知財・ノウハウの散逸　

●　上司のマネジメント不足

●　業務の実効性への疑問

●　顧客クレーム管理の不備

●　変化の順応性の欠如

●　戦略目標と実測測定の欠如

●　経営方針と企業方針の不一致

●　戦略策定の未熟

職場内での不満、

管理システムの整備

不良、欠陥

マネジメント

システムの崩壊

経営に対する批判
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３．企業価値創造の鍵となる成長戦略

に対して準備を十分に行うことが厳しい環境下において迅速な経営改革が実現するために

不可欠です。

図 2-11

図 2-12
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４．ブランド構築のシナリオ
　企業のブランド構築のシナリオは一つの戦略が終了したからといって終わるものではあ

りません。むしろそこから始まると言っても過言ではありません。ゴールシステムが導入

され、生産性が上がり始めた企業は、次の段階で内部統制上の多くの障壁も同時に解決し

ているはずです。その結果は多くのステークホルダーにとっても喜ばしいことと認識する

はずです。では、そうした結果はどのような方法でステークホルダーに伝えるべきでしょ

うか？

　内部統制システム改善の項目では、「内部統制システム構築の基本方針」の見直しにつ

いて、IR を通じて発表することが可能です。また、顕在化しつつあったリスク改善の効

果の現れとして「CSRレポート」の中で効果測定を含めて説明できるでしょう。さらに、ゴー

ルシステムの導入によって、改善された一部の利益を環境事業に投じ、環境活動への貢献

について「サステナビリティ報告書」の中で紹介することも可能です。何よりもコスト削

減と生産性の向上、開発部門の活性化は「定期株主総会招集通知等」の記載の中でも、ひ

ときわ目を引く情報となることは間違いありません。

　このように、ひとつひとつの企業活動の流れを止めず、一連の流れに意味を持たせて、

経営者の理念や企業価値を高める情報として継続的に情報提供していくことがブランド形

成には大切なことなのです。

図 2-13：ブランド形成を支えるアクティビティ・ドライバー
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４．ブランド構築のシナリオ

　図 2-13 では、企業戦略（Maneuver）の中で展開される「選択」と「集中」、「コスト管理」

や「組織・業務の改善活動」に伴い、社員の「ストレス管理」や「グループ間のシナジー」

などのコンフリクトチェックが不可欠な点を示しています。さらに、そのためには社内外

の「情報戦略」、「企業理念の再構築」なども課題になります。一方で、あらゆる「制約要件」、

ストロングボトルネックとなる「敵対要件」などの対処も考慮の対象としています。そし

て究極の「企業価値創造」には、「全社的リスクの抽出」に加え、「重大リスクの対応」、「社

員の満足度の向上策」や外部への「適時開示」などを通じて、価値創出の実現性について

効果測定を行うことです。

　

　その結果、ブランドは形成され、多くの投資家から支えられることになります。企業価

値向上策には CSR が最重要であると、よく言われますが、その牽引役である従業員をな

いがしろにして、本目的は達成されません。従業員はあらゆるステークホルダーと接する

機会があり、かれらひとりひとりが彼らの言葉自身で企業のすばらしさを語ってくれるこ

とこそが、もっとも付加価値の高い情宣活動につながることを忘れてはなりません。

　多くの企業が社員モチベーション（EM）を高めることで、お客様満足度（CS）を高め、

結果として企業の付加価値を向上させるのに成功しています。その視点から見れば、従業

員への情報提供の透明性を高めることで、経営の考え方、システム導入のメリット・デメ

リットをしっかりと納得させ、その効果を含めて情報を共有していくことが、最短の道で

あることがわかるでしょう。
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５．おわりに：TOCと経営戦略と企業価値最大化プロセス
　これまで見てきたように、ＴＯＣを活用すれば、短期間でプロジェクト期間や生産期間、

納期遵守率を大幅に改善することが出来、最少の投入資源でローコストなオペレーション

の仕組みを作り上げることが出来ます。そして、築き上げたオペレーションの仕組みを通

じて、市場や顧客の「困りごと」や「不満足」を吸い上げ、それを解決するユニークな製

品やサービスを提供し付加価値を高めていく、これによって企業の収益性を高め企業価値

を向上し続ける「オンリーワン・カンパニー」を実現することができるのです。

　しかし、TOC をベースとした社内経営改革のプロセスが最終的に貨幣価値にまで伝播

するプロセスは図 2-14 で示す、広報、ＩＲ戦略まで連携して考えていくことがきわめて

重要です。経営企画、広報、ＩＲ担当者が連携した上で、各プロセスを一体化することで

よりＴＯＣによる経営改革がより最終的な貨幣価値としての企業価値向上に結びつけるこ

とが促進されることでしょう。

図 2-14
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補論：パナソニックとソニーの比較
　本論では、日本を代表する大手電機メーカー２社、ソニー株式会社（以下「ソニー」）

とパナソニック株式会社（以下「パナソニック」）を例にして、経営資源の同期が最終的

に資本コストを通じて企業価値にどのような影響を与えるのか、四半期財務分析を通じて

分析を試みます。

１．パナソニックの経営改革の骨子：「生産の論理」から「市場の論理」へ

　パナソニックでは、2000 年 6月に就任した前中村社長のもと、様々な会社で重複して

いた事業について開発、製造、販売の一元化を図る事業再編が行われました。それ以前は、

上場会社も含めてグループ全体で類似に事業が重複して存在し、資源が分散しておりまし

たが、社内競争がむしろ競争力の源泉とされていました。

しかし、商品ライフサイクルが短くなる中で、より速い新商品の市場投入という時間軸の

速さが重要となり、分散している開発リソースを有機的に統合し、素早い開発と新製品の

投入のために事業ドメインの中で開発、製造、販売の一元化が図られました。いわば商品

サイクルの短期化という、より不確実性が高まった経済環境の中で、社内競争のよるメリッ

トよりも経営資源の同期化のメリットが重要になったと認識されたと言えます。

　また、改革以前では、稼働率の維持や製造原価重視の価格政策など、「生産の論理」が

重視され、系列小売店を活かした「大量生産・大量販売」のモデルが強みとされていました。

改革のもと、「事業活動をプロダクトアウトからマーケットインに変える」、すなわち「市

場の論理」を重視することを主眼にマーケット本部が設立され、量販店などの実需動向を

把握し、多品種少量生産に対応するための SCMが整備され、製造プロセスも納期短縮と

在庫圧縮を目指した「NEXT セル生産革新プロジェクト」を進められました。

　いうなればパナソニックの改革は、「生産の論理」から「市場の論理」へ対応するために、

TOCで重視する「不確実な外部環境、需要変動や商品ライフサイクルの短期化の動きに、

経営資源を同期させ、キャッシュフロー創出を最大化する経営体制の構築」が目指されて

いたということもできます。

また 2002 年頃には、当時の生産技術本部モノづくり革新センターが中心となり、ＴＯＣ

の考え方と活用した生産およびサプライチェーンマネジメントの取り組みが行われました。
（ＳＣＭセミナー 2002in 大阪にて発表）
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２．　ソニーとパナソニックの四半期財務分析

以上のようなパナソニックの経営改革によって、財務数値に結果としてどのような効果が

でたのか、同様に日本を代表する総合電機メーカーであるソニーと比較することで分析を

試みます。2002 年 10-12 月の四半期を 100 として売上と在庫の数値を指数化したのが

以下の図です。 
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２．　ソニーとパナソニックの四半期財務分析

　ソニー、パナソニックともクリスマス商戦により 10-12 月の売上高が季節的に高くなっ

ております。一方で、ソニーは在庫のピークが 7-9 月に目立って高くなりますが、パナソ

ニックではさほど目立って高くはなっておりません。ビジネスポートフォリオに違いがあ

りますが、結果として、パナソニックの方がより安定して確実に売上と在庫の動きが連動

する体質を作り上げているように見えます。在庫回転期間（日商）を比較したのが以下の

図です。
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 ２．　ソニーとパナソニックの四半期財務分析

　ソニーは、2006 年以降、在庫回転期間が増大していますが、パナソニックは安定して

おります。2006 年以降、日本経済は米国の需要に支えられて成長しましたが、その過程

でソニーの在庫回転期間でみたサプライチェーンは拡大したと言えますが、パナソニック

は安定的に需要に生産活動を同期させ、結果として在庫回転期間を同期させているように

見えます。

　売上総利益率、販管費比率、営業利益率を比較したのが以下の図です。これで見るとパ

ナソニックは、売上総利益率、販管費比率が安定し、営業利益率についても結果として安

定して推移していることがわかります。一方、ソニーは売上総利益率、販管費比率ともに、

2005 年以降変動が激しくなり、営業利益率もパナソニックに比較すると総じて営業利益

率が低いうえに変動が高いことがわかります。
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 ２．　ソニーとパナソニックの四半期財務分析
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３．資本コスト低下を通じたキャッシュフロー拡大の時価総額への増幅効果

　以上の財務数値の推移から見ると、安定的にキャッシュフローを生む体質という点では

パナソニックがソニーよりも優れていると言えます。以上の動きは、資本コストへどのよ

うな影響を与えてえいるのでしょうか？

　専門的な説明はファイナンスの教科書に譲るとして、資本コストの要素としてリスクを

はかる指標としてベータ値というものがあります。ベータ値は財務安定性に影響を受ける

ため、ソニー、パナソニックが理論的に無借金だとして推計した無負債ベータが以下の図

です。

　ソニーがほぼ一貫してパナソニックを上回っており、直近では、パナソニックの１．５

倍ほどになっております。これは時価総額などの貨幣的企業価値に対しては、およそ

３０％程度はマイナスの影響を与えると考えられます。

ソニーはパナソニックと比較してキャッシュフローの水準がそもそも低いうえに資本コス

トもより高い値となり、将来のキャッシュフローがパナソニックと比較して大きくディス

カウントされていると言えます。

　パナソニックとソニー分析から、TOC がキャッシュフローの最大化を確実に目指すこ

とは、資本コストの低下を通じてキャッシュフローの拡大の時価総額拡大効果をさらに増

幅することと言えましょう。
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