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近年、企業のグローバル化によりわが国経済への海外の影響が強まり、経営環境
の変化が加速している。このような変化に対して、企業は迅速に対応する必要がある。
しかしながら、多くの企業は、近年のような急激な環境変化に対して、収益計画
やそれに付随する各種事業計画の修正を行う意思決定が遅れがちである。その最大
の原因は、判断基準が定性的だったり関係者間で異なったりすることだと考える。
富士通総研（FRI）では、事業におけるさまざまな意思決定を時価という定量的か
つ一貫した基準で行い、経営のスピードを高める手法ERO（Enterprise Resource 
Optimization）を開発してきた。本稿では、EROの考え方について、業務への適用
例をまじえながら紹介していく。
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ま　え　が　き

近年、企業のグローバル化により、経営環境の変
化が加速している。たとえば、リーマンショックや
ギリシャ危機のような悪影響もあれば、昨今の急激
な円安などの収益機会となり得るものもある。
このような急激な変化に対して、企業は迅速に
対応する必要がある。他社に先んじて行動すれば、
その分だけ損失を抑えたり、機会を活用できたり
するからである。
しかしながら、多くの企業は、近年のような急
激な環境変化に対して、収益計画やそれに付随する
各種事業計画の修正を行う意思決定が遅れがちであ
る。その主な原因は、判断基準が定性的であったり
関係者間で異なったりすることにあると考える。
富士通総研（FRI）では、事業におけるさまざ

まな状況を時価という定量的かつ統一的な基準
で捉えることにより、経営のスピードを高める
マネジメント手法ERO（Enterprise Resource 
Optimization）を開発してきた。
本稿では、EROの考え方について、業務への適
用例をまじえながら紹介していく。

EROにより経営スピードが高まる

EROは、すべての意思決定を時価に基づいて行
うことにより、経営スピードを高めるマネジメン
ト手法である。その基本的な考え方について、ま
ずは、具体的なケースを用いて紹介していく。
ここでは、精密機械部品を製造しているA社で、
生産部門責任者X氏、物流部門責任者Y氏、営業
部門責任者Z氏が半期毎の需給計画ローリングレ
ビューについて議論しているケースを想定する。
X氏：「昨今、原材料が高値で推移している。計画
通りの生産では製造利益の確保が覚

おぼつか

束ない。原材
料の相場が落ち着くまで減産で様子を見たい。」
Y氏：「需給バランスが調和していればいいが、生産、
販売が情報もくれずに勝手に対応したのでは現場
としては対応できない。」
Z氏：「原材料高騰は承知しているが、需要は先行
き明るくなっており、納期が勝負になるので生産
積込みをお願いしたい。」
この会議の結論は、EROを導入していない場合、

「営業責任で供給計画を策定する。製造部門の需給
差損は営業に付け替える」とか、「三者では結論付
けられないので、社長の決裁を仰ぐ」といったモラ
トリアム的な意思決定になりがちである。
その原因は、各氏の立場の違いにより判断基準
が異なることにある。すなわち、X氏は製品を簿価
基準（財務会計基準）で評価しており、Y氏は需給
変動リスクに関心があり、Z氏は（曖昧ではあるが）
将来の損益を見ており、それぞれ異なる基準で判
断している。
製品という本来会社にとって共通なリソースを
議論するだけでも立場が違えば評価の観点も異な
り、上述のような混乱が生じる。ましてや、設備
投資やM&Aも含めて最善の意思決定をするために
は、統一的な評価基準や意思決定モデルを採用す
ることが必須である。

EROでは、時価という統一的な基準に基づいて
すべての意思決定を行うことにより、上述のよう
な問題を解決する。

EROにおける時価は、さまざまなリスクを考
慮した将来の収益性を現在の価値として定量化し
た指標である。時価の定量化は、過去のデータな
どから作成した時価算出モデルに基づいて行う
（図-1）。モデルを用いることにより時価算出の根
拠、さらには、意思決定の根拠が明確になり、客
観的な意思決定が可能になる。

EROにおける時価評価は、上述のＺ氏の意見を
定量表現したものと考えられるが、需給アンバラ
ンスや原材料価格の変動に伴うリスクを定量的に
考慮する点で異なる。また、IFRSなど会計制度上
のいわゆる時価会計は事後評価であり、上述のよ
うな意思決定には直接的には活用できない点に注
意されたい。

EROを導入すれば、情緒的な意思決定や意思決

図-1 EROを用いた判断基準の統一
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定そのものの回避といった習慣はなくなり、意思
決定がスピードアップされる。また、当然の結果
として、収益を最大化しリスクを受容するための
コストを最小化できる。時価評価をベースとした
意思決定は、金融商品やM&Aといった世界だけの
話ではなく、例えばサプライチェーンマネジメン
トにおいても劇的な効果が期待できる。

財務戦略における適用例

ここまでは、EROの一般論について述べてきた
が、以下では、適用例について紹介していく。まず、
財務分野への適用例として、事業会社B社における
ストックオプション発行業務への適用について紹
介する。
ストックオプションとは、主に経営層へのイン
センティブとして発行される金融商品の一種であ
り、ストックオプションの発行は現金支出を伴わ
ないため、キャッシュフローの厳しい企業に有効
な財務ツールである。ストックオプションは、簡
単にいえば、将来の株価上昇の度合いに応じた金
額（ペイオフと呼ばれる）を会社から受け取る「権
利」である。
ストックオプションの発行においては、現金支
出はゼロでも、会計上の費用はゼロではなくストッ
クオプションの時価の分だけ計上される。ストッ
クオプションの時価は、ファイナンス理論におけ
るオプション評価モデルを適用すれば算出できる。

B社では、ストックオプション発行業務において、
株式市場の変化に即応して、最適な「発行条件」を
決定することが課題となっていた。株式市場の変
化により、ストックオプション発行の費用が急激
に増大することがあるからである。
この課題を解決するには、さまざまな発行条件
の仮想的なストックオプションに対して、最新の
株式市場の状況における時価を試算し比較するこ
とが必要である。
しかし、B社では、ストックオプションの評価は、

外部機関に委託して決算時のみ実施していたため、
試算することは不可能であった。また、経営層な
ど受け手にとっての満足度を保ちつつ、時価を引
き下げるために有効な発行条件として「バリア条
項」が知られているが、このような条項を含むオプ

ションを評価できる外部機関は稀である。
そこで、FRIは、発行条件にバリア条項を含む
ストックオプションの時価を評価するモデルを提
供し、さまざまな発行条件のストックオプション
について時価を試算・比較できるようにした。そ
の結果、株式市場の変化に即応してストックオプ
ションの発行条件を決定できるようになった。ま
た、バリア条項を発行条件に含めることで、ストッ
クオプションの受け手の満足度を損ねずに費用を
約30％削減できることを確認した。

事業オペレーションにおける適用例

次に、事業オペレーションにおける適用例とし
て、製造業B社の営業部門における営業管理業務へ
の適用について紹介する。

B社の営業管理業務としては、営業部門の年間の
売上予算を達成すべく、月次および日次で売上の
予実を管理している。過去の実績や経済環境に基
づいて期初に予算を策定し、期中、実績が予算を
下回り予算達成に懸念が生じた場合に、予算達成
に向けて販売促進活動の実施を検討・実行すると
いうプロセスで業務をおこなっている。
その中で、お客様は以下の3点の課題を抱えて 
いた。
（1） 最新の実績や経済環境を反映した売上計画の更

新に時間・工数がかかる。
（2） 販売促進活動（価格改定・景品等）の効果が事

前に予測できない。
（3） 予算達成の可能性がわからない。
これらの課題に起因して、販売促進活動の施策
検討に時間がかかり実施時期が遅れて効果が低減
したり、その結果として予算未達に終わったりす
るという問題が生じていた。
そこで、FRIは以下のようにEROを適用して、
これらの課題を解決した。
まず、経済環境の変化や販売促進活動を反映し
て、業績（売上）を予測するモデルを作成した。そ
の際、お客様と議論し、売上に影響を与える要因
として経済指標や季節変動などを特定し、これら
の要因と売上に関する過去データを分析してモデ
ルを作成した。その際、統計的な有意性より、む
しろ、実務的にも納得できることを重視した。こ
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のモデルにより、課題（1）の売上計画の更新や、
（2）の販売促進活動の効果の予測は、容易に行うこ
とができるようになった。
また、この種のモデルによる予測はピンポイン
トでは当たらないため、将来の売上については「幅
をもって」予測するものとした（図-2）。すなわち、
たとえば、「7～ 9月の売上は、平均的な状況では
35百万円であるが、50%の確率で±10百円上下す
る」というように予測する。たとえば、図-2のケー
スで売上予算が45百万円の場合には達成確率は
75%と予測できる。このように、幅をもって予測
することにより、予算達成の可能性を予測できる
ようにした。
その結果、以下のような効果が得られた。

（a）営業管理業務の見える化
従来は、売上予測や施策効果の評価など担当者
依存だった業務が、時価評価モデルとして見える
化された。その結果、担当者が急病や異動で不在
になっても、他の社員が代理で業務を遂行できる
ようになった。
（b）作業効率の大幅な改善
従来は、売上予測はさまざまな要素を担当者が
頭の中で考慮して作成していたため、特定の施策
に対応する売上予測の作成に2～ 3時間程度の時間
を要していた。複数施策に対応する売上予測を作
成するには、整合性の確認も必要となるため、数
日単位の時間が必要だった。時価評価モデルによ
り、いずれも数分で完了するようになった。
（c）意思決定のスピード化
売上予測などの根拠が明確であることから、関
係者間での合意形成が容易になり、組織としての
意思決定や施策の実行が迅速になった。従来であ

れば、施策の決定には、2～ 3回の会議を要するこ
とが多かったが、ほぼ1回の会議で決定するように
なった。

EROの適用プロセス

ここまでで、EROの適用例を2つ見てきたが、
一般的には、（1）スコーピングフェーズ、（2）時価
評価モデル作成フェーズ、（3）現状認識フェーズ、
（4）施策検討・最適化フェーズという4つのフェー
ズに分けて推進する（図-3）。
（1）スコーピングフェーズではEROを適用する
範囲や目的を明確化する。財務戦略における適用
例ではストックオプション発行条件の最適化、事
業オペレーションにおける適用では売上予測の見
える化や販売促進施策の最適化に相当する。
（2）時価評価モデル作成フェーズでは、事業の状
態を時価ベースで評価するための定量的なモデル
を作成する。景気や物価などの外部要因、過去に
実施した施策、および、売上実績などの業績に関
する過去データ等を分析して、モデルを作成する。
このモデルにより、客観的に時価を評価すること

図-2 幅をもった売上予測のイメージ

図-3 EROの適用プロセス
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ができるようになる。
なお、分析に用いる方法としては、回帰分析の
ような統計的な手法だけでなく、ベイジアンネッ
トワークやルールベースも活用できる。ベイジア
ンネットワークは、客観的なデータだけでなく、
当該実務に通じた担当者の知恵・知見をモデルに
反映できる。ルールベースは、統計的なアプロー
チでは表現しづらい複雑な状況をありのままに表
現できることが特長である。
ここでモデル化する時価としては、将来のある
期間において得られると予測される営業利益や売
上など、事業の目標とする指標を用いる。意思決
定に用いることが目的なので、会計制度上の時価
やファイナンス理論における時価と厳密に一致す
る必要はない。
（3）現状認識フェーズでは、最新の状況をモデル
に与えて時価を算出し、その時点における状況を
認識する。たとえば、今月までの売上実績と昨今
の経済状況から、今期の売上目標が達成できない
確率が70％ある、などとモデルから示される。こ
の例であれば、目標達成にむけて黄色信号が灯っ
ている状態であり、状況を改善する施策を実施す
る必要に迫られていることが明確にわかる。
（4）施策検討・最適化フェーズでは、上記フェー
ズで作成した時価評価モデルを用いて、「販売価格
20％割引」や「試供品進呈による販売キャンペー
ン」のような施策の効果を評価する。評価結果が望
ましくない場合は、施策をさまざまに変更してシ
ミュレーションをおこなうことにより、最適な施
策を導き出すことができる。
なお、（1）で作成する時価評価モデルは、最初か
ら精度の高いものになる可能性は低いため、実際
にEROを運用する場合には、運用しながらモデル

を見直して精度を高めていくことになる。

む　　す　　び

本稿では、事業の業績を時価ベースで評価する
ことにより、状況に応じた適確な意思決定を迅速
に行うためのマネジメント手法EROについて適用
例をまじえて紹介してきた。EROの特長を改めて
まとめると以下の3点になる。
・ 最新の状況を反映した将来の業績見込を織り込
んでいるため、状況変化を早期に把握できる。

・ 施策の効果を客観的な方法で定量的に評価できる。
・ 判断基準の統一により経営スピードを高められる。
さらなる高度化として、EROと数理計画法を組
合せることにより、時価を最大化する施策を自動
的に求めることが考えられる。
また、上述の例では、適用対象として単一業務
を想定しているが、今後は複数の業務をまたがっ
た適用、たとえばSCMにおける仕入れから販売ま
での全体最適化への適用も考えられる。

EROにより、経営のスピードを高めることがで
きる。その結果、激しい環境変化をむしろ収益機
会として活用できるようになるのである。
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