
●例会場　ホテルサンルート室蘭
●例会日　毎週火曜日　12：30　P.M.
●事務所　室蘭市中島町2丁目28-6
●電話　0143-45-6569　●FAX　0143-50-6578
●URL  http://murokita-rc.org/
●E-mail  mur-n.rc@athena.ocn.ne.jp

2020年10月6日（火）　第2333回　例会

●10月は経済と地域社会発展月間・米山月間

第2510地区　日本（DISTRICT 2510 JAPAN）　●会長：菅原　義男　●幹事：藤井　徹也　●編集：クラブ管理運営委員会

室蘭北ロータリークラブ会報

本日のプログラム

室蘭岳

次回献立 御弁当

西城　　明 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「スズランデンタル会社紹介」
次回の予定プログラム

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

33名
15名

68.75％

各種記念日

誕生記念日　水野　　治 会員　9月15日

誕生記念日　木村　卓也 会員　9月16日

ニコニコＢＯＸ

2020～2021年度　国際ロータリーテーマ

ROTARY Opens Opportunities 
　　「ロータリーは機会の扉を開く」
　　　　2020～2021年度 ＲＩ会長　ホルガー・クナーク

本日のゲスト
室蘭市長 青山　　剛 様
北海道室蘭市 教育部次長　西舘　武志 様
室蘭市秘書課 課長　田中　敏浩 様
室蘭市教育委員会　教育部
 生涯学習課　主幹　佐々木真美 様

前々回までの例会の報告

第2331回（9月15日）例会記録

結婚記念日　徳永　賢二 会員　9月15日

結婚記念日　工藤　一人 会員　9月15日

結婚記念日　菅原　悦子 会員　9月17日

結婚記念日　及川　　力 会員　9月19日

結婚記念日　柳谷　純二 会員　9月20日

創立記念日　椛澤　哲也 会員　9月16日

創立記念日　中田　孔幸 会員　9月17日

本日献立 洋食ランチ（ハヤシライス、スープ）

宮本　一章 会員
クラブ管理運営委員会

卓話「社会奉仕について」

藤井徹也（新聞に載りました）
西城明（結婚おめでとうございます。椛澤さん
なだれのごとく幸せが訪れますように）

１．3ＲＣ合同親睦夜間例会について
　　　開催日：10月21日（水）18：00～19：30
　　　場　所：蓬　殿
２．休会のお知らせ
　　次週9/22（火）は法廷定休日です。また次々
週9/29（火）は振替休会となっております
のでお間違えのないよう宜しくお願い致し
ます。

＊ポリオプラス募金、1人100円とワンコインニ
コニコBOXのご協力をお願い致します。

幹事報告

１．ＩＭ実行委員会　西野実行委員長より
　　本日例会終了後、楓の間に於いて第4回Ｉ
Ｍ委員会打合せが開催されます。関係者は
お集まりください。

２．社会奉仕委員会　宮本一章委員長より
　　カントリーデー中止の報告
　　全員参加型奉仕活動・交通安全啓蒙活動に
ついて

３．親睦活動委員会　猪俣委員長より
　　親睦家族移動例会について
４．ゴルフ同好会より
　　9/26（土）第5回ゴルフコンペのご案内

委員会報告日時：10月21日（水）18：00～19：30
会場：蓬　殿

3ＲＣ合同親睦夜間例会のお知らせ



　生命保険営業拠点の管理職である私が何故こ
のような話をする理由から述べたいと思います。
　私は以前中小企業の経営者が資金繰りのために
自殺をして保険金を得たという経験を持っていま
す。お金のためとはいえ、自分の命を落とすこと
はないのじゃないかと強く思っていまして、そこが
引き金となって中小企業の経営者をお金の苦しみ
から解放したいという気持ちからこの勉強を始め
ました。経営者は会社のために3億円を得ましたけ
ど、家族は最愛のお父さんを失ったのです。因み
にその3億円は家族に1円も入っていません。こん
なバカな話はありません。私は絶対に認めません。
ですから私はライフワークとしてやっています。
　では、日本の中小企業の動向についてお話しし
ます。
　国税庁、経済産業省のデータによりますと、
○法人社数　約360万社　17年間で126万社減少
○中小企業比率　99.7%
○雇用比率　約70%
○赤字比率　約7割
○10年後生存率　6% 20年後生存率0.4%
○社長中心年齢と20年間の推移　＋19歳
○2025年70歳社長数　245万人
○70歳以上の経営者比率　64%
○廃業予定率　約7割
○雇用喪失　650万人　千葉県人口分
○経済損失　GDP22兆円

　このように中小企業は財務問題もしくは事業承
継問題を抱えています。
　何故中小企業は弱くて継続できないのか？
○「社長の知識不足」数字と向き合えていない
○「顧問税理士問題」節税偏重税理士

　因みに節税の本質とは、せっかくの利益を潰す
行為です。企業価値を毀損する行為ともいえます。
税金を払う事は勿体ないと考え節税をした経験は
おありでしょうか？
　お金が足りない苦労をされて経験は？
　税金を払わないとお金が残らないということが
事実です。

財務経営知識１
〈決算書４定義〉
　１．社長の通信簿
　２．経営活動全てが数字で表記
　３．3年間も社会的評価を受ける
　４．社会からの扱いが変わる

　問題は重要な決算書が無意識に作成されてい
ることです。知らないとできません。誰からの評
価が重要ですか？理由は？意識した決算書作成が
必要です。中小企業の資金調達は間接金融です。
銀行の影響力はとても強いのです。
　ここで銀行に対して考察したいと思います。
　「銀行に対する経営者の期待」「銀行の提供す
る業務との期待ギャップ」についてです。経営者の
方からするとお金を借りたい時はお金に困ってる
ときですよね。でも銀行は晴れの日に傘を貸し雨
の日に傘を取り上げるとかよく言いますけど、困っ
てるときにはお金を貸してくれない、逆に会社の
調子が良くて金が潤沢にある時は頭下げて「お金
借りてください」ときます。事実としてこう言った
事はよくあるのですが、その事に対して経営者は
不満を持っているわけです。ですが、これに対して
文句を言っててもしょうがないのです。よく考えて
みてください。逆の立場になって考えると理解で
きると思います。雨の日に傘を取り上げるのは、こ
れは当たり前の話です。銀行が企業にお金を貸す
ときに何を一番重要視しているか？ということを
考えてみてください。銀行は国民が預金したお金
を会社などに貸して利息で稼ぐビジネスモデルで
す。最近は利息で稼げないので保険や投資信託を
売ったり色々な方法で手数料を稼いだりしていま
すが本業はお金を貸すことです。お金を貸す際に
考える事は銀行であっても個人であっても同じで
貸したお金がちゃんと返ってくるか、どうかという
ことです。つまり返済能力があるのか？返済能力
はあるけど、ちゃんと返してくれるのか？そう考え
ると雨の日に傘を取り上げる理由がわかると思い
ます。要するに銀行は返済能力が無いと判断した
らお金を貸してくれないわけです。
それは当然なのです。まともに働いている様子も
ないし今日食べるご飯にも困っているようなひと
にハワイに行くから100万円貸してくれって言われ
ても貸さないですよね。本当に困っている人には
貸せないのです。寄付は別です。貸すという前提
ですと無理なのです。ここは理解しておいた方が
いいと思います。銀行は貸すのが仕事なので貸し
たいのです、基本的には。営業マンにとってはそれ
が自分の成績になるので貸せる会社に行くのは当

広瀬　　勲 会員
クラブ管理運営委員会

前々回例会のプログラム

卓話「会社を強くする財務経営」

然のことなのです。因みに「お金を貸す代わりに
保険に入ってくれないと」「投資信託をやってもら
わないと」「カード作ってくれたら貸します」と言
われるケースが多いと思いますが、これはほぼ関
係ないと思っておいた方がいいです。そんなこと
をしなくても借りられる会社は借りられるし借り
られない会社は借りられません。先ほどの例です
とハワイでマカダミアンナッツを買ってくるから
100万貸してくれって言われても貸さないと思い
ます。たまにカードを作ったら金利を優遇するこ
ともあるので明確なメリットがあれば付き合いで
やってみてもいいかもしれませんが付き合いでポ
イントを稼ぐのは本質ではないので本質的なとこ
ろを抑えていく必要があります。実際お金が無い
のにお金を借りれない会社は多く存在しています。
　日本型金融排除という言葉を聞いたことがある
でしょうか？これは金融機関が融資の可否を判断
する際に担保や保証、信用力に過度に依存した結
果、実は将来性があったり地域に必要な会社でも
必要な融資を受けられていない可能性があり結果
的に金融機関にとってもビジネスチャンスを逃し
ていることとなる為、両者にとってマイナスの状態
になっています。実際これは数字としても表れて
いて銀行が企業の安全性や返済能力などを評価
する際の格付評価で正常先という区分に分類さ
れた会社で1年以内に資金繰りに困った会社が
23%あって、そのうち借りられた会社の割合が
73%、要注意先という区分に分類された会社では
資金繰りに困った会社45％のうち実際に借入でき
た企業が29%しかありません。正常先の会社です
ら4分の1は借入出来ていないというのも驚きで
すが格付評価が低いと融資を受けることが非常に
難しくなるのです。金融庁はこの状態が良くない
と思っていまして企業の将来性を評価して融資を
しろ、いわゆる事業性評価を重視しなさいという
国としてはそういう方針を打ち出しているものの
実際に銀行が決算書や過去の実績を全く見ない
で貸すという事はなくて依然として銀行格付は意
識しておく必要があるのです。実際に銀行がどの
ような指標を見て会社を格付けしているかという
と、13項目の指標を基に評価を行なっています。
安定性、収益性、成長性、返済能力という指標の
うち安定性と返済能力の点数配分が高く特に返済
能力を重視していま。そして各指標の点数を合計
して債務者区分というものを決定します。最高評
価が1、最低評価が10、6までが正常先なのですが
格付けが７になってしまうと要注意先として融資
を受けられる可能性が下がってきます。合計点数
が32点と31点が境目なのですが天国と地獄ほど
の差があるという事です。ですからこれらの各指
標の点数を1点でも高くしていくことが重要になり
ます。13個の指標の中でも重要なもの、そうでな
いものがあるので重要な指標は経営者には常に
頭に入れておいてください。例えば指標の中に売
上高という項目がありますが、これの最高評価を
得るには100億円以上の売上げが必要となります。
こんなものを目指していたら会社がおかしくなり

ます。今日は特に重視していただきたい指標を3つ
お伝えします。
　1つ目は自己資本比率です。2つ目は総資本経常
率(ROA)、3つ目は債務償還年数です。この3つは
特に重要な指標になります。自己資本比率は総資
産の内、自己資本の占める割合、ROAは会社が
持っている資産に対してどれだけの利益を出した
のか？総資産に対する利回りと覚えておいてくだ
さい。債務償還年数は会社が出している利益の何
年分で借金を返済できるのか？これらの各指標を
よくするにはどうすればいいのか？ちゃんと利益
を出して納税し自己資本を積み上げていく！とい
うことを愚直にやっていくしかありません。会社
が調子の良いときに節税という無駄遣いをしない、
これが会社を強くする鉄則です。因みに会社の業
績が全く同じだったとしても決算書の作り方次第
で合法的に格付けの点数を高くすることができる
可能性があります。

財務経営知識２
○どんな経営を目指すべきか？
　経営計画を策定しましょう。売上目標を設定し
ている企業は数多くみますが売上目標の策定時に
その売上を達成すると利益がいくら出るのか？と
いうことまで見据えている会社は実はあまり多く
ないと思います。もちろんシステムなど使って計画
を作る際には売上の目標数値などを入力すれば結
果として利益がいくら出るのか？という事はわか
りますが、基本的に考え方が逆です。本来は必要
利益、目標利益から逆算して必要な売上高が決ま
るというのが正しい流れです。売上の金額自体に
大きな意味はありません。よく前年比10%増など
根拠のない売上目標を設定している会社がありま
すが売上が増えたからといって利益が増えるとは
限りません。売上目標は達成したけど利益は大幅
に減った！往々にして起こるのですね。そのような
パターンを増収減益と言いますがこの言葉聞いた
ことあると思います。例えば1個100円のものを仕
入れて150円で売る商売をしていた会社が売上目
標を達成する為に販売価格を90円に下げたとし
ます。そうすれば仕入れ値よりも安いわけですか
ら売上自体は伸びると思いますが1個売るごとに
会社は10円損する為売れば売るほど赤字になって
いきます。原価割れまで値下げする事はないです
が似たような事は日常茶飯事でではどうやって目
標数値を決めるのか？2つの視点が考えられます。
まず最低限必要な利益と言う考え方です。会社が
借金をしている場合、その借金の元本返済額は会
計上は経費にはなりませんので本当の意味で返済
ができるのは税金を支払った後に最終的に会社に
残ったお金だけです。つまり、そこから逆算して最
低必要な利益を算出するということですね。例え
ば毎年借金の元本返済が700万円ある会社があっ
たとします。その場合、税金をマイナスする前の利
益の約30%が税金になって残りの70%が最終的
な利益になるので700万円を70%で割り返すと必
要な税引き前の利益がわかります。これが1000万

円になります。この数字を基に売上まで逆算して
いきます。この会社の固定費は年間6000万円と
すると必要な限界利益が7000万円になります。
限界利益率、粗利率が70%だとすると7000万円
を70%で割り返すと必要な売上は1億円ですね。
このように逆算で売上目標が決まっていくという
のが正しい流れです。この売上目標で必要な利益
を達成する為には限界利益率を下げたら駄目です
し固定費が増えても駄目です。これらに変動が
あった場合には必要となる売上高も増えてしまい
ますので当初の目標売上高を達成しても借金返済
に足りなくなるので注意が必要です。この目標を
達成したところで借金返済で全額持っていかれた
ら会社に残る金は増えないから意味がないと思う
かもしれませんが、確かに実質的な資産総額は増
えないかもしれませんが借金が減って自己資本が
増えるので決算書の内容は良くなっていきます。
これを繰り返していけばいずれは借金がなくなり
自己資本経営ができるようになります。
　もう一つの考え方はバランスシートの数値目標
を決め、そこから業績目標を決める方法です。つま
りどういうことかというと「5年後に自己資本比率
50%を目指す」といったいった目標を決めそこか
ら逆算して数値計画を決めていくのです。
　例えば、現在総資産が1億5000万円で自己資本
が500万円の会社があったとします。5年後に目標
自己資本比率50%なので5年後のBSの自己資本
は1億5000万円の50%で7500万円、つまり5年間
で7000万円自己資本内部留保を増やす必要があ
ります。これを5で割ると年間1400万円ですね。
税引き後の利益で1400万円必要になります。これ
を70%で割り返すと2000万円になりこれが必要
な税引き前利益になります。固定費が5000万円
かかっていたとすると必要な限界利益、粗利益は
7000万円、限界利益率、粗利率が70%だとする
と割り返して必要な売上高は1億円となります。固
定費と利益率が一定で1億円の売上を5年間続け
る事ができれば目標とする5年後自己資本比率
50%が達成できるわけですね。もちろん借金を増
やさないという前提です。自己資本比率が50%、
60%もある中小企業はほとんど見かけませんがこ
の程度になってくると実質的に無借金経営、借金
をしなくても経営できる状態になり強い財務体質
の会社になります。
　銀行が会社を評価する際に自己資本が60%あ
れば自己資本比率の指標においては最高評価とな
る為、既契約先には自己資本比率60%を目指して
いきましょうと伝えています。もちろん、これを実
現する為には5年6年と時間はかかりますし全ての
会社がそこに到達できるわけではありませんが実
現すれば銀行の評価も高くなりますし社長も自信
を持ってそして安心して会社の経営を行っていけ
る状態にすることができます。銀行の評価が高く
なれば借金をする際に代表者が連帯保証をする必
要も無くなる可能性があるため社長及びその家族
も安心して経営に集中ができる状態になります。
　先ほどの計画では5年間毎年同じ売上目標で計

画を作っていますが、よく最初は少なく設定して
徐々に売上利益額を増やす計画を作る事がありま
す。そのような計画を策定した場合、初年度や2年
目は目標達成しやすいですが後半の目標達成が厳
しくなる可能性があるので実効性のある計画を作
る事が重要になってきます。はなから達成不可能
な目標では立てるだけ無駄ですからね。まだ設立
から年数の経っていない成長段階の会社であれば
いいかもしれませんが既に成熟している状態の会
社で右肩上がりの計画を立てると達成が難しくな
るのでそういった点も含めて実効性のある計画づ
くりをしていきましょう。
　「自己資本比率60%を目指しましょう！」と掲
げていますが、その目標を元に数値計画を策定し
た場合、明らかに達成不可能という場合には当然
目標値を下げて達成可能と考えられる計画を立て
てもらいます。ポイントは社長自らが主体となって
実行可能な数値計画を策定し、その計画を達成す
る為のアクションプランも社長自ら考えてもらう
ことです。これを実行することが経営計画が社長
自身のものとなり実効性の高い意味のあるものに
なって金融機関などと話をする際にも社長自ら計
画について説明することができる為金融機関から
の心証も間違いなく良くなります。
　最後に伝説の経営コンサルタント一倉定さんの
言葉を伝えて終わります。
　「経営計画の作成時間を節約するというほど
誤った時間の使用法はない」

　つまり経営計画を策定することによって利益が
増大することができるから例えば利益が1年で2倍
になれば1年間節約したのと同じだと言っている
のです。



　生命保険営業拠点の管理職である私が何故こ
のような話をする理由から述べたいと思います。
　私は以前中小企業の経営者が資金繰りのために
自殺をして保険金を得たという経験を持っていま
す。お金のためとはいえ、自分の命を落とすこと
はないのじゃないかと強く思っていまして、そこが
引き金となって中小企業の経営者をお金の苦しみ
から解放したいという気持ちからこの勉強を始め
ました。経営者は会社のために3億円を得ましたけ
ど、家族は最愛のお父さんを失ったのです。因み
にその3億円は家族に1円も入っていません。こん
なバカな話はありません。私は絶対に認めません。
ですから私はライフワークとしてやっています。
　では、日本の中小企業の動向についてお話しし
ます。
　国税庁、経済産業省のデータによりますと、
○法人社数　約360万社　17年間で126万社減少
○中小企業比率　99.7%
○雇用比率　約70%
○赤字比率　約7割
○10年後生存率　6% 20年後生存率0.4%
○社長中心年齢と20年間の推移　＋19歳
○2025年70歳社長数　245万人
○70歳以上の経営者比率　64%
○廃業予定率　約7割
○雇用喪失　650万人　千葉県人口分
○経済損失　GDP22兆円

　このように中小企業は財務問題もしくは事業承
継問題を抱えています。
　何故中小企業は弱くて継続できないのか？
○「社長の知識不足」数字と向き合えていない
○「顧問税理士問題」節税偏重税理士

　因みに節税の本質とは、せっかくの利益を潰す
行為です。企業価値を毀損する行為ともいえます。
税金を払う事は勿体ないと考え節税をした経験は
おありでしょうか？
　お金が足りない苦労をされて経験は？
　税金を払わないとお金が残らないということが
事実です。

財務経営知識１
〈決算書４定義〉
　１．社長の通信簿
　２．経営活動全てが数字で表記
　３．3年間も社会的評価を受ける
　４．社会からの扱いが変わる

　問題は重要な決算書が無意識に作成されてい
ることです。知らないとできません。誰からの評
価が重要ですか？理由は？意識した決算書作成が
必要です。中小企業の資金調達は間接金融です。
銀行の影響力はとても強いのです。
　ここで銀行に対して考察したいと思います。
　「銀行に対する経営者の期待」「銀行の提供す
る業務との期待ギャップ」についてです。経営者の
方からするとお金を借りたい時はお金に困ってる
ときですよね。でも銀行は晴れの日に傘を貸し雨
の日に傘を取り上げるとかよく言いますけど、困っ
てるときにはお金を貸してくれない、逆に会社の
調子が良くて金が潤沢にある時は頭下げて「お金
借りてください」ときます。事実としてこう言った
事はよくあるのですが、その事に対して経営者は
不満を持っているわけです。ですが、これに対して
文句を言っててもしょうがないのです。よく考えて
みてください。逆の立場になって考えると理解で
きると思います。雨の日に傘を取り上げるのは、こ
れは当たり前の話です。銀行が企業にお金を貸す
ときに何を一番重要視しているか？ということを
考えてみてください。銀行は国民が預金したお金
を会社などに貸して利息で稼ぐビジネスモデルで
す。最近は利息で稼げないので保険や投資信託を
売ったり色々な方法で手数料を稼いだりしていま
すが本業はお金を貸すことです。お金を貸す際に
考える事は銀行であっても個人であっても同じで
貸したお金がちゃんと返ってくるか、どうかという
ことです。つまり返済能力があるのか？返済能力
はあるけど、ちゃんと返してくれるのか？そう考え
ると雨の日に傘を取り上げる理由がわかると思い
ます。要するに銀行は返済能力が無いと判断した
らお金を貸してくれないわけです。
それは当然なのです。まともに働いている様子も
ないし今日食べるご飯にも困っているようなひと
にハワイに行くから100万円貸してくれって言われ
ても貸さないですよね。本当に困っている人には
貸せないのです。寄付は別です。貸すという前提
ですと無理なのです。ここは理解しておいた方が
いいと思います。銀行は貸すのが仕事なので貸し
たいのです、基本的には。営業マンにとってはそれ
が自分の成績になるので貸せる会社に行くのは当

然のことなのです。因みに「お金を貸す代わりに
保険に入ってくれないと」「投資信託をやってもら
わないと」「カード作ってくれたら貸します」と言
われるケースが多いと思いますが、これはほぼ関
係ないと思っておいた方がいいです。そんなこと
をしなくても借りられる会社は借りられるし借り
られない会社は借りられません。先ほどの例です
とハワイでマカダミアンナッツを買ってくるから
100万貸してくれって言われても貸さないと思い
ます。たまにカードを作ったら金利を優遇するこ
ともあるので明確なメリットがあれば付き合いで
やってみてもいいかもしれませんが付き合いでポ
イントを稼ぐのは本質ではないので本質的なとこ
ろを抑えていく必要があります。実際お金が無い
のにお金を借りれない会社は多く存在しています。
　日本型金融排除という言葉を聞いたことがある
でしょうか？これは金融機関が融資の可否を判断
する際に担保や保証、信用力に過度に依存した結
果、実は将来性があったり地域に必要な会社でも
必要な融資を受けられていない可能性があり結果
的に金融機関にとってもビジネスチャンスを逃し
ていることとなる為、両者にとってマイナスの状態
になっています。実際これは数字としても表れて
いて銀行が企業の安全性や返済能力などを評価
する際の格付評価で正常先という区分に分類さ
れた会社で1年以内に資金繰りに困った会社が
23%あって、そのうち借りられた会社の割合が
73%、要注意先という区分に分類された会社では
資金繰りに困った会社45％のうち実際に借入でき
た企業が29%しかありません。正常先の会社です
ら4分の1は借入出来ていないというのも驚きで
すが格付評価が低いと融資を受けることが非常に
難しくなるのです。金融庁はこの状態が良くない
と思っていまして企業の将来性を評価して融資を
しろ、いわゆる事業性評価を重視しなさいという
国としてはそういう方針を打ち出しているものの
実際に銀行が決算書や過去の実績を全く見ない
で貸すという事はなくて依然として銀行格付は意
識しておく必要があるのです。実際に銀行がどの
ような指標を見て会社を格付けしているかという
と、13項目の指標を基に評価を行なっています。
安定性、収益性、成長性、返済能力という指標の
うち安定性と返済能力の点数配分が高く特に返済
能力を重視していま。そして各指標の点数を合計
して債務者区分というものを決定します。最高評
価が1、最低評価が10、6までが正常先なのですが
格付けが７になってしまうと要注意先として融資
を受けられる可能性が下がってきます。合計点数
が32点と31点が境目なのですが天国と地獄ほど
の差があるという事です。ですからこれらの各指
標の点数を1点でも高くしていくことが重要になり
ます。13個の指標の中でも重要なもの、そうでな
いものがあるので重要な指標は経営者には常に
頭に入れておいてください。例えば指標の中に売
上高という項目がありますが、これの最高評価を
得るには100億円以上の売上げが必要となります。
こんなものを目指していたら会社がおかしくなり

ます。今日は特に重視していただきたい指標を3つ
お伝えします。
　1つ目は自己資本比率です。2つ目は総資本経常
率(ROA)、3つ目は債務償還年数です。この3つは
特に重要な指標になります。自己資本比率は総資
産の内、自己資本の占める割合、ROAは会社が
持っている資産に対してどれだけの利益を出した
のか？総資産に対する利回りと覚えておいてくだ
さい。債務償還年数は会社が出している利益の何
年分で借金を返済できるのか？これらの各指標を
よくするにはどうすればいいのか？ちゃんと利益
を出して納税し自己資本を積み上げていく！とい
うことを愚直にやっていくしかありません。会社
が調子の良いときに節税という無駄遣いをしない、
これが会社を強くする鉄則です。因みに会社の業
績が全く同じだったとしても決算書の作り方次第
で合法的に格付けの点数を高くすることができる
可能性があります。

財務経営知識２
○どんな経営を目指すべきか？
　経営計画を策定しましょう。売上目標を設定し
ている企業は数多くみますが売上目標の策定時に
その売上を達成すると利益がいくら出るのか？と
いうことまで見据えている会社は実はあまり多く
ないと思います。もちろんシステムなど使って計画
を作る際には売上の目標数値などを入力すれば結
果として利益がいくら出るのか？という事はわか
りますが、基本的に考え方が逆です。本来は必要
利益、目標利益から逆算して必要な売上高が決ま
るというのが正しい流れです。売上の金額自体に
大きな意味はありません。よく前年比10%増など
根拠のない売上目標を設定している会社がありま
すが売上が増えたからといって利益が増えるとは
限りません。売上目標は達成したけど利益は大幅
に減った！往々にして起こるのですね。そのような
パターンを増収減益と言いますがこの言葉聞いた
ことあると思います。例えば1個100円のものを仕
入れて150円で売る商売をしていた会社が売上目
標を達成する為に販売価格を90円に下げたとし
ます。そうすれば仕入れ値よりも安いわけですか
ら売上自体は伸びると思いますが1個売るごとに
会社は10円損する為売れば売るほど赤字になって
いきます。原価割れまで値下げする事はないです
が似たような事は日常茶飯事でではどうやって目
標数値を決めるのか？2つの視点が考えられます。
まず最低限必要な利益と言う考え方です。会社が
借金をしている場合、その借金の元本返済額は会
計上は経費にはなりませんので本当の意味で返済
ができるのは税金を支払った後に最終的に会社に
残ったお金だけです。つまり、そこから逆算して最
低必要な利益を算出するということですね。例え
ば毎年借金の元本返済が700万円ある会社があっ
たとします。その場合、税金をマイナスする前の利
益の約30%が税金になって残りの70%が最終的
な利益になるので700万円を70%で割り返すと必
要な税引き前の利益がわかります。これが1000万

円になります。この数字を基に売上まで逆算して
いきます。この会社の固定費は年間6000万円と
すると必要な限界利益が7000万円になります。
限界利益率、粗利率が70%だとすると7000万円
を70%で割り返すと必要な売上は1億円ですね。
このように逆算で売上目標が決まっていくという
のが正しい流れです。この売上目標で必要な利益
を達成する為には限界利益率を下げたら駄目です
し固定費が増えても駄目です。これらに変動が
あった場合には必要となる売上高も増えてしまい
ますので当初の目標売上高を達成しても借金返済
に足りなくなるので注意が必要です。この目標を
達成したところで借金返済で全額持っていかれた
ら会社に残る金は増えないから意味がないと思う
かもしれませんが、確かに実質的な資産総額は増
えないかもしれませんが借金が減って自己資本が
増えるので決算書の内容は良くなっていきます。
これを繰り返していけばいずれは借金がなくなり
自己資本経営ができるようになります。
　もう一つの考え方はバランスシートの数値目標
を決め、そこから業績目標を決める方法です。つま
りどういうことかというと「5年後に自己資本比率
50%を目指す」といったいった目標を決めそこか
ら逆算して数値計画を決めていくのです。
　例えば、現在総資産が1億5000万円で自己資本
が500万円の会社があったとします。5年後に目標
自己資本比率50%なので5年後のBSの自己資本
は1億5000万円の50%で7500万円、つまり5年間
で7000万円自己資本内部留保を増やす必要があ
ります。これを5で割ると年間1400万円ですね。
税引き後の利益で1400万円必要になります。これ
を70%で割り返すと2000万円になりこれが必要
な税引き前利益になります。固定費が5000万円
かかっていたとすると必要な限界利益、粗利益は
7000万円、限界利益率、粗利率が70%だとする
と割り返して必要な売上高は1億円となります。固
定費と利益率が一定で1億円の売上を5年間続け
る事ができれば目標とする5年後自己資本比率
50%が達成できるわけですね。もちろん借金を増
やさないという前提です。自己資本比率が50%、
60%もある中小企業はほとんど見かけませんがこ
の程度になってくると実質的に無借金経営、借金
をしなくても経営できる状態になり強い財務体質
の会社になります。
　銀行が会社を評価する際に自己資本が60%あ
れば自己資本比率の指標においては最高評価とな
る為、既契約先には自己資本比率60%を目指して
いきましょうと伝えています。もちろん、これを実
現する為には5年6年と時間はかかりますし全ての
会社がそこに到達できるわけではありませんが実
現すれば銀行の評価も高くなりますし社長も自信
を持ってそして安心して会社の経営を行っていけ
る状態にすることができます。銀行の評価が高く
なれば借金をする際に代表者が連帯保証をする必
要も無くなる可能性があるため社長及びその家族
も安心して経営に集中ができる状態になります。
　先ほどの計画では5年間毎年同じ売上目標で計

画を作っていますが、よく最初は少なく設定して
徐々に売上利益額を増やす計画を作る事がありま
す。そのような計画を策定した場合、初年度や2年
目は目標達成しやすいですが後半の目標達成が厳
しくなる可能性があるので実効性のある計画を作
る事が重要になってきます。はなから達成不可能
な目標では立てるだけ無駄ですからね。まだ設立
から年数の経っていない成長段階の会社であれば
いいかもしれませんが既に成熟している状態の会
社で右肩上がりの計画を立てると達成が難しくな
るのでそういった点も含めて実効性のある計画づ
くりをしていきましょう。
　「自己資本比率60%を目指しましょう！」と掲
げていますが、その目標を元に数値計画を策定し
た場合、明らかに達成不可能という場合には当然
目標値を下げて達成可能と考えられる計画を立て
てもらいます。ポイントは社長自らが主体となって
実行可能な数値計画を策定し、その計画を達成す
る為のアクションプランも社長自ら考えてもらう
ことです。これを実行することが経営計画が社長
自身のものとなり実効性の高い意味のあるものに
なって金融機関などと話をする際にも社長自ら計
画について説明することができる為金融機関から
の心証も間違いなく良くなります。
　最後に伝説の経営コンサルタント一倉定さんの
言葉を伝えて終わります。
　「経営計画の作成時間を節約するというほど
誤った時間の使用法はない」

　つまり経営計画を策定することによって利益が
増大することができるから例えば利益が1年で2倍
になれば1年間節約したのと同じだと言っている
のです。
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す。お金のためとはいえ、自分の命を落とすこと
はないのじゃないかと強く思っていまして、そこが
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ました。経営者は会社のために3億円を得ましたけ
ど、家族は最愛のお父さんを失ったのです。因み
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調子が良くて金が潤沢にある時は頭下げて「お金
借りてください」ときます。事実としてこう言った
事はよくあるのですが、その事に対して経営者は
不満を持っているわけです。ですが、これに対して
文句を言っててもしょうがないのです。よく考えて
みてください。逆の立場になって考えると理解で
きると思います。雨の日に傘を取り上げるのは、こ
れは当たり前の話です。銀行が企業にお金を貸す
ときに何を一番重要視しているか？ということを
考えてみてください。銀行は国民が預金したお金
を会社などに貸して利息で稼ぐビジネスモデルで
す。最近は利息で稼げないので保険や投資信託を
売ったり色々な方法で手数料を稼いだりしていま
すが本業はお金を貸すことです。お金を貸す際に
考える事は銀行であっても個人であっても同じで
貸したお金がちゃんと返ってくるか、どうかという
ことです。つまり返済能力があるのか？返済能力
はあるけど、ちゃんと返してくれるのか？そう考え
ると雨の日に傘を取り上げる理由がわかると思い
ます。要するに銀行は返済能力が無いと判断した
らお金を貸してくれないわけです。
それは当然なのです。まともに働いている様子も
ないし今日食べるご飯にも困っているようなひと
にハワイに行くから100万円貸してくれって言われ
ても貸さないですよね。本当に困っている人には
貸せないのです。寄付は別です。貸すという前提
ですと無理なのです。ここは理解しておいた方が
いいと思います。銀行は貸すのが仕事なので貸し
たいのです、基本的には。営業マンにとってはそれ
が自分の成績になるので貸せる会社に行くのは当

然のことなのです。因みに「お金を貸す代わりに
保険に入ってくれないと」「投資信託をやってもら
わないと」「カード作ってくれたら貸します」と言
われるケースが多いと思いますが、これはほぼ関
係ないと思っておいた方がいいです。そんなこと
をしなくても借りられる会社は借りられるし借り
られない会社は借りられません。先ほどの例です
とハワイでマカダミアンナッツを買ってくるから
100万貸してくれって言われても貸さないと思い
ます。たまにカードを作ったら金利を優遇するこ
ともあるので明確なメリットがあれば付き合いで
やってみてもいいかもしれませんが付き合いでポ
イントを稼ぐのは本質ではないので本質的なとこ
ろを抑えていく必要があります。実際お金が無い
のにお金を借りれない会社は多く存在しています。
　日本型金融排除という言葉を聞いたことがある
でしょうか？これは金融機関が融資の可否を判断
する際に担保や保証、信用力に過度に依存した結
果、実は将来性があったり地域に必要な会社でも
必要な融資を受けられていない可能性があり結果
的に金融機関にとってもビジネスチャンスを逃し
ていることとなる為、両者にとってマイナスの状態
になっています。実際これは数字としても表れて
いて銀行が企業の安全性や返済能力などを評価
する際の格付評価で正常先という区分に分類さ
れた会社で1年以内に資金繰りに困った会社が
23%あって、そのうち借りられた会社の割合が
73%、要注意先という区分に分類された会社では
資金繰りに困った会社45％のうち実際に借入でき
た企業が29%しかありません。正常先の会社です
ら4分の1は借入出来ていないというのも驚きで
すが格付評価が低いと融資を受けることが非常に
難しくなるのです。金融庁はこの状態が良くない
と思っていまして企業の将来性を評価して融資を
しろ、いわゆる事業性評価を重視しなさいという
国としてはそういう方針を打ち出しているものの
実際に銀行が決算書や過去の実績を全く見ない
で貸すという事はなくて依然として銀行格付は意
識しておく必要があるのです。実際に銀行がどの
ような指標を見て会社を格付けしているかという
と、13項目の指標を基に評価を行なっています。
安定性、収益性、成長性、返済能力という指標の
うち安定性と返済能力の点数配分が高く特に返済
能力を重視していま。そして各指標の点数を合計
して債務者区分というものを決定します。最高評
価が1、最低評価が10、6までが正常先なのですが
格付けが７になってしまうと要注意先として融資
を受けられる可能性が下がってきます。合計点数
が32点と31点が境目なのですが天国と地獄ほど
の差があるという事です。ですからこれらの各指
標の点数を1点でも高くしていくことが重要になり
ます。13個の指標の中でも重要なもの、そうでな
いものがあるので重要な指標は経営者には常に
頭に入れておいてください。例えば指標の中に売
上高という項目がありますが、これの最高評価を
得るには100億円以上の売上げが必要となります。
こんなものを目指していたら会社がおかしくなり

ます。今日は特に重視していただきたい指標を3つ
お伝えします。
　1つ目は自己資本比率です。2つ目は総資本経常
率(ROA)、3つ目は債務償還年数です。この3つは
特に重要な指標になります。自己資本比率は総資
産の内、自己資本の占める割合、ROAは会社が
持っている資産に対してどれだけの利益を出した
のか？総資産に対する利回りと覚えておいてくだ
さい。債務償還年数は会社が出している利益の何
年分で借金を返済できるのか？これらの各指標を
よくするにはどうすればいいのか？ちゃんと利益
を出して納税し自己資本を積み上げていく！とい
うことを愚直にやっていくしかありません。会社
が調子の良いときに節税という無駄遣いをしない、
これが会社を強くする鉄則です。因みに会社の業
績が全く同じだったとしても決算書の作り方次第
で合法的に格付けの点数を高くすることができる
可能性があります。

財務経営知識２
○どんな経営を目指すべきか？
　経営計画を策定しましょう。売上目標を設定し
ている企業は数多くみますが売上目標の策定時に
その売上を達成すると利益がいくら出るのか？と
いうことまで見据えている会社は実はあまり多く
ないと思います。もちろんシステムなど使って計画
を作る際には売上の目標数値などを入力すれば結
果として利益がいくら出るのか？という事はわか
りますが、基本的に考え方が逆です。本来は必要
利益、目標利益から逆算して必要な売上高が決ま
るというのが正しい流れです。売上の金額自体に
大きな意味はありません。よく前年比10%増など
根拠のない売上目標を設定している会社がありま
すが売上が増えたからといって利益が増えるとは
限りません。売上目標は達成したけど利益は大幅
に減った！往々にして起こるのですね。そのような
パターンを増収減益と言いますがこの言葉聞いた
ことあると思います。例えば1個100円のものを仕
入れて150円で売る商売をしていた会社が売上目
標を達成する為に販売価格を90円に下げたとし
ます。そうすれば仕入れ値よりも安いわけですか
ら売上自体は伸びると思いますが1個売るごとに
会社は10円損する為売れば売るほど赤字になって
いきます。原価割れまで値下げする事はないです
が似たような事は日常茶飯事でではどうやって目
標数値を決めるのか？2つの視点が考えられます。
まず最低限必要な利益と言う考え方です。会社が
借金をしている場合、その借金の元本返済額は会
計上は経費にはなりませんので本当の意味で返済
ができるのは税金を支払った後に最終的に会社に
残ったお金だけです。つまり、そこから逆算して最
低必要な利益を算出するということですね。例え
ば毎年借金の元本返済が700万円ある会社があっ
たとします。その場合、税金をマイナスする前の利
益の約30%が税金になって残りの70%が最終的
な利益になるので700万円を70%で割り返すと必
要な税引き前の利益がわかります。これが1000万

円になります。この数字を基に売上まで逆算して
いきます。この会社の固定費は年間6000万円と
すると必要な限界利益が7000万円になります。
限界利益率、粗利率が70%だとすると7000万円
を70%で割り返すと必要な売上は1億円ですね。
このように逆算で売上目標が決まっていくという
のが正しい流れです。この売上目標で必要な利益
を達成する為には限界利益率を下げたら駄目です
し固定費が増えても駄目です。これらに変動が
あった場合には必要となる売上高も増えてしまい
ますので当初の目標売上高を達成しても借金返済
に足りなくなるので注意が必要です。この目標を
達成したところで借金返済で全額持っていかれた
ら会社に残る金は増えないから意味がないと思う
かもしれませんが、確かに実質的な資産総額は増
えないかもしれませんが借金が減って自己資本が
増えるので決算書の内容は良くなっていきます。
これを繰り返していけばいずれは借金がなくなり
自己資本経営ができるようになります。
　もう一つの考え方はバランスシートの数値目標
を決め、そこから業績目標を決める方法です。つま
りどういうことかというと「5年後に自己資本比率
50%を目指す」といったいった目標を決めそこか
ら逆算して数値計画を決めていくのです。
　例えば、現在総資産が1億5000万円で自己資本
が500万円の会社があったとします。5年後に目標
自己資本比率50%なので5年後のBSの自己資本
は1億5000万円の50%で7500万円、つまり5年間
で7000万円自己資本内部留保を増やす必要があ
ります。これを5で割ると年間1400万円ですね。
税引き後の利益で1400万円必要になります。これ
を70%で割り返すと2000万円になりこれが必要
な税引き前利益になります。固定費が5000万円
かかっていたとすると必要な限界利益、粗利益は
7000万円、限界利益率、粗利率が70%だとする
と割り返して必要な売上高は1億円となります。固
定費と利益率が一定で1億円の売上を5年間続け
る事ができれば目標とする5年後自己資本比率
50%が達成できるわけですね。もちろん借金を増
やさないという前提です。自己資本比率が50%、
60%もある中小企業はほとんど見かけませんがこ
の程度になってくると実質的に無借金経営、借金
をしなくても経営できる状態になり強い財務体質
の会社になります。
　銀行が会社を評価する際に自己資本が60%あ
れば自己資本比率の指標においては最高評価とな
る為、既契約先には自己資本比率60%を目指して
いきましょうと伝えています。もちろん、これを実
現する為には5年6年と時間はかかりますし全ての
会社がそこに到達できるわけではありませんが実
現すれば銀行の評価も高くなりますし社長も自信
を持ってそして安心して会社の経営を行っていけ
る状態にすることができます。銀行の評価が高く
なれば借金をする際に代表者が連帯保証をする必
要も無くなる可能性があるため社長及びその家族
も安心して経営に集中ができる状態になります。
　先ほどの計画では5年間毎年同じ売上目標で計

画を作っていますが、よく最初は少なく設定して
徐々に売上利益額を増やす計画を作る事がありま
す。そのような計画を策定した場合、初年度や2年
目は目標達成しやすいですが後半の目標達成が厳
しくなる可能性があるので実効性のある計画を作
る事が重要になってきます。はなから達成不可能
な目標では立てるだけ無駄ですからね。まだ設立
から年数の経っていない成長段階の会社であれば
いいかもしれませんが既に成熟している状態の会
社で右肩上がりの計画を立てると達成が難しくな
るのでそういった点も含めて実効性のある計画づ
くりをしていきましょう。
　「自己資本比率60%を目指しましょう！」と掲
げていますが、その目標を元に数値計画を策定し
た場合、明らかに達成不可能という場合には当然
目標値を下げて達成可能と考えられる計画を立て
てもらいます。ポイントは社長自らが主体となって
実行可能な数値計画を策定し、その計画を達成す
る為のアクションプランも社長自ら考えてもらう
ことです。これを実行することが経営計画が社長
自身のものとなり実効性の高い意味のあるものに
なって金融機関などと話をする際にも社長自ら計
画について説明することができる為金融機関から
の心証も間違いなく良くなります。
　最後に伝説の経営コンサルタント一倉定さんの
言葉を伝えて終わります。
　「経営計画の作成時間を節約するというほど
誤った時間の使用法はない」

　つまり経営計画を策定することによって利益が
増大することができるから例えば利益が1年で2倍
になれば1年間節約したのと同じだと言っている
のです。

第5回室蘭北ＲＣゴルフ同好会コンペ

令和2年9月26日（土） 於 伊達カントリー倶楽部　

木村　卓也
斉藤　　聡
斉藤　　崇
米塚　　豊
工藤　一人
猪俣　英二
椛澤　哲也
本間　　信
水野　　治
斉藤　珠代
廣瀬　　禎
島津　行高
高岸　満則
椛澤　誠子
西尾　静枝
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　2020ｰ2021年度地区財団補助
金プログラムによる、「室蘭市生
涯学習センターきらん」への
KAPLA（カプラ）ブロック寄付の
目録を青山市長にの贈呈しました。

　2020年9月17日午前11時30分より、室蘭市生涯学習センターきら
んのキッズパークへフランス製の積み木KAPURAの贈呈に、菅原会
長、川本SAA,宮本社会奉仕委員長で寄贈してきました。当日は、悪
天候のせいもあってか、多くの親子がキッズパークを利用しており、
寄贈後には早速、夢中でKAPURAで遊ぶ親子もいました。これから
も、たくさんの子供たちにKAPURAで遊んで貰いたいと思いました。

（社会奉仕委員長　宮本一章）

目録贈呈式

KAPULA贈呈式

15日例会で青山剛室蘭市長へ対し寄贈式を行ったフランス製木製玩具「カプラブロック」、生涯学習センター
「きらん」へ納入され、早速子どもたちに利用された模様が9月１８日の室蘭民報（朝刊）に掲載されました。
（菅原正明広報委員長）



 晴れ渡った9月27日（日）、3年振りで親睦家族移動例会が行われました。会員、ご家族、事務局総勢27
名、今年新設された白老の「民族共生象徴空間ウポポイ」を訪れました。巨費を投じた国立アイヌ民族博
物館とあって近代的建築物のスケールの大きさに圧倒されました。先住民族アイヌ文化に触れ、それを
後世に伝えようと携わっている関係者の熱意にも感心させられました。
　昼はウエムラ牧場の併設レストランでバーベキューを食べ、かつ飲み満喫しました。コロナ禍ではあり
ましたがバスの移動時間を含め、参加者が和気あいあいと親睦・懇親を図り、無事に終えましたこと主
催者として嬉しく思います。来年はコロナ禍が収束し、また楽しい家族移動例会を迎えることが出来ま
すこと願っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　（親睦活動委員会　委員長猪俣英二）

前回例会のプログラム 親睦家族移動例会

ウエムラ牧場レストランでバーベキューに舌鼓をうち、この通り皆さん食べて飲んでご満悦！

総勢27名の移動家族例会「はい、チーズ」



　秋の交通安全週間にあたり、当クラブもサンルート前で9/23～9/25までの間行いました。
　残念ながら、初日の23日は悪天候の為中止となりましたが、残りの二日間で多くの会員に参加して頂
きました。参加された会員の皆様お疲れ様でした。最近中島地区では交通事故が多く、少しでも交通事
故への注意喚起に役立てれば良かったと思います。　　　　　　　　（社会奉仕委員長　宮本一章）

令和2年9月 秋の交通安全週間（9/23～9/25）

出席報告
会員数
出席免除者数
出席義務者数

49名
2名
47名

出席者数
欠席者数
出席率

21名
26名

44.68％

本日のゲスト
椛澤　誠子 様・藤井千代子 様・本間美津子 様
高橋虎次郎 君・米塚みつ代 様

前回までの例会の報告

第2332回（9月27日）例会記録

１．休会のお知らせ
　　9/29（火）は振替休会となっておりますの
で、お間違えないよう宜しくお願い致します。

幹事報告

♪お～い　椛澤君ちょいと待ちたまえ、いかに新婚ホヤホヤ
だとて…（昭和30年代これ古いね）

展示物の方法も学術的なものへと変貌、観光コタンから脱皮

広場では伝統的なアイヌ民族の舞踏が披露され、
昔のたき火を囲んでエッホーエッホーは侮辱的と消滅に

さあこれから一路白老「ウポポイ」めざして




