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の状況を鮮明に映し出し、経営判断の助けと
なります。しかし、誤った棚卸は利益を不明

キャッシュフローの悪化を招く危険な行為に
もなりかねません。

仮に、棚卸の精度が ％（差異

「棚卸差異が小さく精度の高い棚卸」

この場合は、会社の正しい利益
が明確に分かります。一方で、
「正しくない棚卸」
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ように変化するかをシミュレーシ
ョンしました（図 ）
。
棚卸の差異は絶対値として直接
的に効いてくるので、営業利益の
数パーセントをいかに確保するか
で頭を悩ませます。このように棚
卸で精度の悪さにおける利益の減
少率のインパクトは、とても大き
なものになることが図 から読み
取れます。
しかし、これを正しく理解して
いない経営者がいるのも事実であ
り、経営者には「自社の棚卸は正
しくないかも…」と疑ってかかる
姿勢も必要です

●資産とは何か？

棚卸では、
一体何を数えるのか？
定し粗利（売上総利益額）を決め

「正しい棚卸」

ま り、
「正確な経営判断ができな

るのか正確にはわかりません。つ

低ければ、どれだけ利益が出てい

る大切な作業です。棚卸の精度が

「 棚 卸 」 と は、 会 社 の 資 産 を 確

●経営者は自社の棚卸を疑え

棚卸は利益を決める
重要な作業

績発表であると言えます。正しい棚卸は会社

い」ということです。

̶
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棚卸精度が 85％だったときの利益率の増減（単位：千円）

す。結果として「経営判断が遅く

当に正確かどうかすら怪しいで

どころか、確定した在庫金額が本

るまでは正確な利益が分からない

であったとしたら、棚卸が確定す

販管費

¥708,480

¥708,480

増減率

精度85%

精度100%
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̶

27%

¥133,017

売上総利益率

URL https://shikumika.com/
E-mail（サポート窓口宛） ask@shikumika.com

岡本 茂靖
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「棚卸差異が大きく精度の低い棚卸」

¥44,730

売上原価

棚卸高

な作業であり、現場オペレーションを正す成

率 ％）だった場合、利益がどの

＝

＝

売上

確にし、経営判断を鈍らせ、過剰在庫から
85

図1

棚卸は、会社の利益を決定するための大切
15

瀬戸内 scm 株式会社
代表取締役
在庫管理情報サイト「在庫管理 110 番」運営

e ti tl e
Th

「数えて修正し終わり！」の棚卸
そろそろ止めませんか
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特集企画／年度末に向けた自社組織の総点検

く、数えた在庫を確定と扱い「精

る対策が取れている企業は少な

残念ながら、在庫精度を改善す

理解できているビジネスパーソン

かし「資産とは何か？」を正しく

額）を決める大切な作業です。し

強く推奨します。

何か？」という教育をすることを

のではなく、その前に「資産とは

ように「自社の在庫にどのような

2

なる」または「経営判断を誤る」
弊社に相談を寄せる経営者も棚

があるのです。
最も恐れるべきは、従業員の勝手な判断で「数えたり数えなか
ったりのもの」があることです。特に、従業員が悪意を持って作
為的に行っていなくても、税務署に「利益操作」と捉えられてし
まっては、経営者は「何も知りませんでした…」では済みません。

ことになります。

具体的な方法としては、図 の

は多くありません。
まずは、図 をご覧ください。

度の低い棚卸」を受け入れざるを
得ない状態になっています。

「目の前になくても、数えなければいけないもの」

大きく つある

●棚卸のやり方は

中小企業の棚卸！
そのやり方と精度

フも参加させるといいでしょう。

ではなく、経理担当部署のスタッ

ることです。その際に、現場だけ

パターンがあるのか」をリストア

「目の前にあっても、数えてはいけないもの」

ップして、一例ずつ、丁寧に教え

私が毎年担当している講習会では「上図のＡ〜Ｆで、棚卸を行

いかがでしたか。経営者は、単

わなければいけないものは何か？」という質問を、毎回行ってい
ます。この中で、棚卸時に資産として数えるべきものは「B・D・F」
の 3 つですが、今までの参加者全員で 100％正解したことは一度
もありません。これは、小見出しにある「棚卸では、一体何を数
えるのか？」を理解できていない証拠です。
図を冷静に見るとわかるように、棚卸は「ただ目の前にあるも
のを数えれば良い」のではなく、

に「棚卸をやれ」と号令をかける

目の前にあっても、数えてはいけないもの
目の前になくても、数えなければいけないもの

前述の通り「棚卸」とは、会社

2

卸の悩みを抱えていることが多い

当社の棚卸として数えるべきものはどれ？

の資産を確定し粗利（売上総利益

当社の委託販売品

です。中でも「棚卸が合わない（差
る」という悩みが大多数を占めます。

F

異が大きい）
」
「棚卸に時間がかか

C
D

使った分の部品の
費用だけ支払っている

E
当社からの支給品
（無償支給）

顧客の要望で、
製品だけ先に発送
（売上はまだ）
顧客からの支給品
（無償）

B
売上は計上済みだが、
顧客の依頼で当社に保管

A

顧客
当社
仕入先

その理由は「現場を動かしながら

は「現場を止めてやる棚卸」です。

しかし、私が推奨している棚卸

に思います。

棚卸をやっている企業が多いよう

たいない」という理由で、後者の

中小企業の多くは「時間がもっ

・現場を動かしながらやる棚卸

・現場を止めてやる棚卸

2

やる棚卸」は極めて難易度が高い
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会社の資産とは何か？
図2

中小企業のリーダーが発揮すべき〝5 つのスキル〟

The serialization title

つのスキル 〟

中小企業のリーダーが

の良好な関係を維持する難しさを感じつつ、日々「組織

をいかにうまくマネジメントするか」を考えていると思
われます。いつの時代も、組織や部下をまとめることが

リーダーには求められています。連載の第 5 回は、
リーダー
シップとタイムマネジメントについてお伝えします。

に大別できますが、人間が担うリ

ーダーには様々な視点からの型が

あり、個々人と同様に一つとして

同じ「型」はないと言われていま

す。まずは、前述したタイプ（型）

を見てみましょう。

【カリスマ型】カリスマとは、先

が出来ても、メンバーがどこまで

「上司への不満点」として、

の上司の条件」を図 に示しまし

逆に、部下が求めている「理想

めるように心がけてください。

在では、多くのリーダーがこのタ

ョン型」とも言われています。現

おいてトップの位置にあり、まさ

【支配型】ピラミッド型の組織に

イプに当てはまります。
ー」を考えてみましょう（図 ）
。

にトップダウンで指示・命令を下

た。これを参考に「理想のリーダ

・会社の愚痴や他者の愚痴を部下
にする

リーダーシップは「カリスマ型・

●多様化するリーダーシップ

自発的行動を促すタイプで「ビジ
・対話しているフリ、人の話を聞
いているフリがイヤ

・上ばかりを気にしていて、部下
の方を見ていない

すタイプです。部下とのやり取り

2

発揮すべき〝

の普及により組織を任されたリーダーの多くは、部下と

天的に特別な人だけが生まれなが

らに持っている性質で、訓練して

身に付けることはできないと考え

ついていけるのかが問われ、近年

られています。このタイプは本人
「部下は上司を選べない」と言

などが挙がっています。

て部下からの評価を計ることはあ

ジョンを掲げながら、メンバーの

【変革型】不確実な環境の下でビ

では死語になりつつあります。

ビジネスオンライン
ITmedia
の「上司に対する部下の評価」に

まりありません。このデータから
月／有効回答７２５名）では、

不満項目に心当たりがあれば、改

われますが、組織のリーダーとし

・チームを育てる意識が低い

・部下の功績を自分の手柄にする

コロナ禍で求められる
リーダーシップとタイムマネジメント
嫌われる上司と
リーダーのタイプとは

髙尾 英正

ついてのアンケート（２０１８年

●理想の上司の条件

URL www.rise-f.net
E-mail takao@rise-f.net

変革型・支配型・支援型・コーチ型」
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株式会社ライズ
代表取締役

1
・上長 に 言 わ れ た か ら や る と か、
自分の意思が存在しない

『中小企業のための社内研修の効果的な進め方』 著：髙尾 英正 出版社：同文舘出版
テレワークの増加により、職場での会議・研修の重要性が高まっている。その成果を上げるため、
「社外講師による研修」と「社内研修」を組み合わせた効果的な研修プログラムを紹介。

本稿著者
の出版物

5
6

第5回
2022 年を迎え、コロナ禍は 2 年を経過し、テレワーク

図1

理想の上司の条件（最大 3 つまでの複数回答 n ＝ 725）
部下に対する指示・指導・ゴール設定が的確
仕事に関する知識・スキルが豊富・高い
部下や他者への責任転嫁を絶対にしない
仕事に対する熱意とビジョンがある

部下の働きぶりに対して常に公正な評価を下す
いざというときに必ず部下を守る
部署
（チーム）
を牽引する能力が高い
部下のスキルアップ・キャリアアップに熱心に取り組む
変化への対応力が高い
部下のミスを自ら収集する能力が高い
会社のトップ・実力者からの信頼が厚い
その他
0

10

20

30

40

50（％）

出典：ITmedia ビジネスオンライン

図2

あなたが考える「理想のリーダー」を考えてみましょう

① あなたが想う「理想のリーダー」はどんな人で、それは誰ですか？

②「 理 想のリーダー」とあなたは、どこが似ていますか？
（どんな〝能力・スキル〟を持っていますか）

③「理想のリーダー」とあなたは、どこが違いますか？
（どんな〝能力・スキル〟が欲しいですか）

④ どうしたら、あなたは「理想のリーダー」になれますか？
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Business development
〝事業開拓〟
「経営戦略・組織構築」実践講座

最終回

事業展開・組織構築・資金調達
タイのテーマパーク事業が幕を開けたバーンサイアム株式会社だが、コ
ロナ禍で経営トップのヌートン社長はタイに行けない状態にあり、リモート
ツールを使いながら指示を出すことに…。従来からの釣り堀事業に加え、馬
バーンサイアム
株式会社 HP

代表ヌートン・ルエンデット
Facebook

原作／今村 健太郎

42

マンガ／緒方 京子
2022.1

資金調達の経営バランスをどのように図っていくのかが、今、問われている。
本場の味！ NUTONG

THAI FOOD STATION
東京都港区白金 3-5-2
ORDER TEL 03-5422-7540

営業時間 11：00 〜 14：30 17：00 〜 22：00
定休日 火曜日（ただし、緊急事態宣言時は時短営業）

外苑西通り

THAIFOOD
STATION

白金商店街

伊勢丹
スーパー

白金高輪駅

天現寺交差点
広尾駅
広尾駅1番出口から
徒歩7分
五の橋

四の橋

明治通り

開智国際大学 准教授
株式会社ビジネス忠臣蔵 顧問
瀾亭弁護士事務所 顧問
URL http://tyuushingura.jp
E-mail imamura@tyuushingura.jp

車や動物とのふれあいなど、事業範囲が急拡大する中で外部環境や組織構築、

肉のハナマサ

白金高輪駅3番
出口から徒歩5分
古川橋

川

２０２１年

月

日、中国・昆明〜ラオス・ビエ

3

コロナ禍のため
ラオス国内のみの
鉄道運行となりましたが
逆にトレーニング期間が
設けられて良かったかも
しれませんよ

テーマパークと近隣の
花畑を結ぶ馬車もスタートし
お客様が大勢来園しています

（当初はラオス国内のみの運行）

ンチャンを結ぶ、中国ラオス鉄道がスタート

12

はい
慣らしながら
売上が立ち始めた
のは嬉しいです

ヌートン社長は
日本から
リモートで指示

スタッフと会えない
中でのスタートは
凄いですよ！

しかし
給与日の直後に退職した
スタッフもいて
人材育成が課題です

各スタッフが…
・所属部門や会社の
目標を意識する
・長期的な成長を
イメージする
スタッフの増員…
・職務要件定義、
給与制度、人事制度

モチベーションと
スキルをアップするには
必要ですね

経験者がいない分野もあり
研修は容易ではない⁝

テーマパークの近隣の
大学や専門学校に
動物やＩＴを学べる
ところはありますか？

なども考えて
いきましょう

ありますが
どうして
ですか⁝？

中小企業経営研究会／ご注文書

最新号

月刊 近代中小企業「KinChu」（付録小冊子付）

注文冊数
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2022 年 2 月号 ×（
■価

格：セット販売
本誌のみ
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1 冊 1,900 円（税込）
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