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研究開発型ベンチャー支援ツール 

―奈良先端科学技術大学院大学における三士業連携による研究報告1－ 

 

 

Ⅰ．連携ツールの概要 

  弁理士 川嶋 正章 

 

１． 連携ツールの概要 

 私たちが構築した連携ツールは、先進的ＭＯＴの各管理項目に相当する事項を診断するため

のベンチマーク診断表を作成し、ベンチマーク診断表の回答で得られた得点について、重み係

数を掛けて、得点を補正する手法を採る。重み係数は、ベンチャーの指向性や成長段階に応じ

て設定する。 

 このような評価を行うことにより、質問事項および評価点は一律にしておいて、ベンチャー独

自の戦略に適合した診断を行うことができる。重み係数は、私たち専門家が判断するのが原則

だが、ベンチャーの判断も行なってもらい、客観的にみた重み係数との格差をベンチャーに伝

えるようにしてもよい。 

 また、三士業連携チームが行う支援の特徴として、ある事項が各士業に影響することがある。

たとえば、強い特許権を持っている場合、知財面だけでなく、財務面でも資金調達が容易にな

るなどの効果が得られる。そこで、相乗効果としての得点も加えることにしている。 

 私たちが構築した連携ツールは、以下のような特徴を有している。 

 （１）ベンチャーの技術戦略（ＭＯＴ）の種類の如何を問わない 

 たとえば、後に具体例を示すが、特許権に関する診断を行なった際に、ベンチャーの指向が

ものづくり専門で、しかも、特許権の取得は目指さずにノウハウだけをもっているとしよう。その

場合、特許権を取得していないからといって、ベンチャーの実力を低く評価することは不合理で

ある。そこで、重み係数０をその質問事項全体に掛けることにより、その質問事項は無視するこ

とができる。したがって、総合評価にマイナスを与えることはない。しかし、その後、ベンチャー

の指向性が変化して、権利取得の意思が生じたときには、重み係数０．３とか０．５程度を掛け

て、評価に組み入れることができる。 

                                                   
1日本公認会計士協会近畿会の年次報告書の趣旨及び紙幅に鑑み、支援ツールの概要説明と、財務面への適用方法を取り纏
めた財務編を収録した。なお当プロジェクトには、大阪弁護士会所属の末永京子氏（法務編担当）、日本弁理士会近畿支部所
属の川嶋正章氏（知財編担当）、日本公認会計士協会近畿会所属の東秀彦氏（財務編担当）が参画した。 
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 （２）ベンチャーの成長段階に応じた診断を行うことができる 

 ベンチャー設立当初は、少ない人員でできるだけ簡素な構成をとらざるを得ないので、不急と

思われる部分は省略することが多い。そのような場合、それが省略してよい部分であれば、総

合評価としてマイナスにならないような診断を行うことができる。反面、ベンチャー自身が省略し

てよいと判断していても、客観的にみて、必要不可欠な場合もある。そこで、専門家の立場から

客観的な判断を行うことにより、ベンチャーの実体を鮮明に映し出すことができる。また、ベンチ

ャーの経営者の成長に少しでも貢献することができよう。 

 （３）資金導入の判断基準の修正を促す 

 最終的には、現在のＶＣ等の資金導入の判断基準の修正を促すことを目標としている。現在、

資金導入の判断は、ほとんど有力な特許の存在が決め手となっているようである。しかし、もの

づくりを主とするベンチャーの場合には、有力なノウハウをもっていることで、特許はなくても、

あるいは他人の特許のライセンスを受ければ飛躍できる可能性が秘められている。そこで、そ

のようなベンチャーであっても高い評価点が得られる可能性を残しておくことで、将来、資金導

入側の評価の基準が修正されることを期待したい。 

 

 連携ツールは、具体的には、以下のような算出方法である。 
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２．評価指数計算方法 

 変数 

  Ｆ： 財務（資本力，提携先など） 

  Ｉ： 知財（開発能力，活用能力） 

  Ｌ： 法務（社内モラル，交渉能力など） 

  FI：財務－知財の相乗効果 

  IL：知財－法務の相乗効果 

  LF；法務－財務の相乗効果 

  ただし 

：すべての項目に相乗効果があるわけではない 

    ：各項目について、相乗効果がある場合に、重み係数と共に特記 

   関数 

  Ｔ： 総合評価 

：最終的に、Ｆ，Ｉ，Ｌの評価項目の満点合計で割って規格化する 

 相乗効果は加点対象にしてもよい 

 重み係数が０の項目は、分母にいれない 

 重み係数：ｗ 

  ；各評価項目について、重み係数を予め設定する。 

  ：重み係数は、ベンチャーが目指す方向性により、分かれる 

  ：ベンチャーが目指す方向性を何種類かに分類し、パターン化しておく 

  ：商品群ごとに副評価を行う必要があるかもしれない。 

   （自社製造製品とライセンス供与製品など） 

   その場合には、総合評価は、各副評価をプラスしたものになる。 

 評価項目の数（添字）（下記の式のΣ） 

 ｌ：財務関連項目数 

 ｍ：知財関連項目数 

 ｎ：法務関連項目数 

 ｏ：財務－知財相乗効果項目数 

 ｐ：知財－法務相乗効果項目数 

 ｑ：法務－財務相乗効果項目数 
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総合評価の計算方法  

Ｔ＝Σｗｌ・Ｆｌ＋Σｗｍ・Ｉｍ＋Σｗｎ・Ｌｎ     単純評価 

   +Σｗｏ・FIｏ＋Σｗｐ・ILｐ＋Σｗｑ・LFｑ  相乗効果評価  

 

３．診断表（例） 

知財 

Ｉ１－特許権 1 

 

１．すでに特許された基本特許がある場合 

イ．他社拘束力が強く代替技術も存在しない。 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 １０ 

     ざっと調 査                           指 数 ８ 

未 調 査                            指 数 ６ 

ロ．他社拘束力はあるが、代替技術ができる可能性が相当にある 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 ８ 

     ざっと調 査                           指 数 ６ 

未 調 査                            指 数 ４ 

 ハ ．他 社 拘 束 力 は 弱 い                        指 数 ４ 

２．基本特許が出願中で、特許可能性がほぼ確実と思われる場合 

イ．他社拘束力が強く代替技術も存在しない。 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 ８ 

     ざっと調 査                           指 数 ６ 

未 調 査                            指 数 ４ 

ロ．他社拘束力はあるが、代替技術ができる可能性が相当にある 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 ７ 

     ざっと調 査                           指 数 ５ 

未 調 査                            指 数 ４ 

 ハ ．他 社 拘 束 力 は 弱 い                        指 数 ４ 
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３．基本特許が出願中で、特許可能性が５分５分と思われる場合 

イ．他社拘束力が強く代替技術も存在しない。 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 ７ 

     ざっと調 査                            指 数 ５ 

未 調 査                            指 数 ４ 

ロ．他社拘束力はあるが、代替技術ができる可能性が相当にある 

調 査 機 関 で 綿 密 な 調 査 済 み               指 数 ５ 

     ざっと調 査                           指 数 ３ 

未 調 査                            指 数 ２ 

 ハ ．他 社 拘 束 力 は 弱 い                        指 数 ２ 

指数 

 

４．重み係数 

イ．特許権を軸として展開する指向のベンチャー 

 ｗｉ：１（もっとも重要な事項） 

 ｗｏ：０．４（特許によって資金調達が容易となる） 

 ｗｐ：０．１（特許によってライセンス，提携が可能） 

ロ．特許権はもたずとも物作りの技術を軸とする指向のベンチャー 

 ｗｉ：０．２（加点対象） 

 ｗｏ：０ 

 ｗｐ：０ 

 ハ．イ、ロの中間のベンチャー 

 ｗｉ：０．８ 

 ｗｏ：０．２ 

 ｗｐ：０．１ 
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計算例 

診断表の得点が０．５で、中間のベンチャーの場合 

この項目の得点 

＝ｗｌ・Ｆｌ＋ｗｏ・FIｏ＋ｗｐ・ILｐ 

ｗｌ・Ｆｌ＝０．５×０．８ 

ｗｎ・Ｌｎ＝０．５×０．2 

ｗｏ・FIｏ＝０ 

したがって、 

得点は、０．５０となる。 

 

５．利用法 

以上のベンチマーク診断表を利用して、以下のように、いろいろな対処が可能になる。 

・ 専門家が関与していない場合の自己採点結果と、支援集団の採点結果とを比較して、体制

の修正を図る。 

・ 昨年の評価結果と本年度の評価結果を比較して、進歩しているのか、退歩しているのかを

把握する。 

・ 目標を設定した場合、どの項目についてどう改善していくかを広い視野から検討すること

ができる。 

 

以上のように、私たちが構築した連携ツールは、財務，法務，知財という３つのベクトル軸に

よって指標化し、ベンチャーの現状を評価することで、ベンチャーが、多くの人材を抱えることな

くても、先進的ＭＯＴや日本型ＭＯＴも含め、ベンチャー固有のＭＯＴや、ベンチャーが成長する

過程における過渡的ＭＯＴにも適合しうる実務ツールである。 

 たとえば、ベンチャーが上場企業というような状態に成長するまでは、最終的に目指している

ＭＯＴの管理事項の中で省略できる部分は、省略するような柔軟性を確保することができる。 
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Ⅱ．研究開発型ベンチャーとの連携ツールの提案（財務編） 

                                        公認会計士 東 秀彦 

 

１．財務に関わる連携ツールの概略 

①診断項目 

  診断項目は、以下のように大別できる 

ａ．現状の財務力（財政状態、収益力、資金調達力）に関わる診断 

   Ｏ１－財政状態   Ｏ２－収益力   Ｏ３－資金調達の能力 

ｂ．財務部門の管理体制に関わる診断。 

   Ｏ４－予算      Ｏ５－財務担当者の能力  

ｃ．適正な決算とその開示に関わる診断 

   Ｏ６－会計基準への準拠性      ０７－原価計算制度  

Ｏ８－ディスクロージャー 

ｄ．その他（ＩＴ及び販売に関わる事項）の診断 

   Ｏ９-ＩＴの整備   Ｏ１０－販売組織  Ｏ１１－ブランド力 

  先に述べたように、ｄ．その他に関しては本来、別章にて記載すべき事項であるかも知れな

いが、３士業の中での分担上、財務項目に含めている。組織管理（人事・労務含む）と販売に関

する事項は分離すべきかどうかは今後の課題である。 

  診断内容はできるだけ、シンプルな内容とした。例えば財政状態や収益力の財務分析にお

いては、いくつもの分析指標は存在する。しかし、それを詳細に取り上げると財政状態の分析

だけでもいくつかの診断表が必要となり、３士業連携ツール全体のバランスを損なうことになる

ので、３士業連携ツール内での財務部分の担当分野として必要な診断項目を１０程度ピックア

ップしてそれに対して必要な事項を診断内容とした。各診断表には解説を記載しているので、

診断を行なう前には一読いただいて各診断表の設問の趣旨をご理解願いたい。 

また、本診断表には、株式公開を目指す場合の取引所などによる審査項目に絡むものが含

まれているが、株式公開の審査は詳細かつ多岐に渡っており、この診断表で最高点をとったか

らといって、株式公開の用件を満たしているとは言えないものの、公開準備の過程においては

財務面においてかなりの整備が進んでいると考えられる。 

  なお財務に関する各診断表では必要最低限に必要な（または、もっとも重要な）事項から設

問しているので、基本的には解答が「ＹＥＳ」であれば、次の設問へ進むようになっており、基本
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的には設問を重ねるほど高指数となるが副次的な事項は加点項目とする診断表や、診断項目

全般を補強するような設問は「指数＋加点」に一定数を乗じて最終の指数を算出するようにした

診断表もある。   

  

②重み係数 

 各診断表に重み係数を設定する場合の基準は、企業規模や業暦などで単純に行なってはい

ない。診断内容によって企業規模が重要な場合もあれば、ものづくり志向であるのか、そうで

はないのであるかによってのウエイト付けの基準が必要な場合もあるからである。ただし、一

般的には診断される研究開発型ベンチャー企業のシーズを使って最終的に市場に提供され製

品は、物体であることを前提にしている。Ｏ９-ＩＴの整備においては多少考慮しているものの情

報関連産業においては、なじまないか情報関連産業にとってのものづくりなど、言葉の意義を

考え直す必要のある基準もある。 

 各診断項目の重み係数を設定する場合の基準は、以下のように分類できる。 

ａ．資産規模 

  Ｏ１－財政状態 

ｂ．売上高 

  Ｏ２－収益力  Ｏ５－財務担当者の能力  Ｏ６－会計基準への準拠性 

  ０７－原価計算制度  ０８－ディスクロージャー  Ｏ９―ＩＴの整備 

  Ｏ１０－販売組織  ０１１－ブランド力 

ｃ．ものづくり指向か、外注指向か 

  Ｏ３－資金調達能力  ０７－原価計算制度 

ｄ．業暦 

  Ｏ４－予算  

ｅ．消費者向けか、産業材料か 

  ０１１－ブランド力 

ｆ．株式公開を絡めているもの 

  Ｏ４－予算  Ｏ６－会計基準への準拠性  ０７－原価計算制度 

  ０８－ディスクロージャー  
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 重み係数の基準を同一の項目としていても、各診断表によってその基準数値は異なるものと

して設定している。例えば売上高で重み係数を決定する診断表が最も多いが、「Ｏ２－収益力」

は、５０百万、３億円の基準で区分していることに対して、「Ｏ８―ディスクロージャー」において

は１億円、１０億円、５０億円、１００億円とより大きな数値を基準にしている。これは、収益力に

おいては、小企業、中企業になりかかっている企業、中堅企業以上によって診断することが適

切と考えられたが、ディスクロ―ジャーが要請されるのは、株式公開会社を除いてはかなりの

規模の企業であり、中企業から大企業の中での、企業規模に応じて利害関係者等よりの要請

が強まるものと考えられるからである。 

  基準の分類結果では「ｂ－売上高」を重み係数の基準とする診断表が多くなった。これは、

財務面では企業規模が大きくなるに従って整備すべき事項が多くなり、企業規模の大小でウエ

イト付を行なう必要がある場合は、原則として売上高で区分することとしたためである。なぜな

ら売上高によって経理の業務量や取り扱い資金が多くなると考えられることと、売上高が社会

や利害関係者に対して最も影響していると考えられるからである。同じ売上高であっても、内製

化による生産と外注による生産では企業の資産規模や従業員数が異なってくる場合が多い。 

 また、単一の基準になじまず複数の基準によっている事項もある。（Ｏ７－原価計算制度、Ｏ１

１－ブランド力）診断表作成途中の議論の過程では、重み係数は複数の区分によってマトリック

スによって決めたらどうかいう議論もあったが、今回は必要な診断表のみに重み係数をつける

ための複数の基準を用いている。しかし、今後の検討課題であると思われる。 

 「ｆ．株式公開に絡めているもの」に記載した診断表に関しては、公開するための要整備事項と

なっているので、公開を前提にした経営行なう必要がある企業には、売上高などのベースと基

準に係らず最高の重み係数が与えられている。しかし「ｆ．株式公開に絡めているもの」に、記載

されていない診断表でも企業基盤の一つとしてある程度のレベルに達していなければ審査上

問題になるか、投資家に相手にされない項目であることには留意する必要がある。 
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２．診断表（財務編） 

以下の診断表において重み係数は省略。 

Ｏ１－財政状態 

 

会社の財政状態は健全か 

  イ．純資産＋製品化されていないか、過去３年以内に販売された製品に関する研究開発費

は 

プラス                         ハへ 

マイナス                        ロへ 

ロ．１年以内にイのマイナスを解消する明らかな見込みが 

ある                          ハへ 

ない                          指数 ２ 

    ハ．流動資産＞流動負債か 

YES                          二へ 

ＮＯ                          指数 ４ 

  ニ．固定負債＋純資産＞固定資産か 

YES                          ホへ 

ＮＯ                          指数 ６ 

  ホ．現預金＋売掛債権（１年以内に回収可能）＞流動負債か      

YES                          指数１０ 

ＮＯ                          指数 ８ 

 

 

指数 
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（解説） 

 財政状態を検討することは、継続性のある企業基盤が存在するかどうかを検討することであ

る。どんなに優れた製品・技術・販売力をもっていたとしても財務基盤が脆弱であれば企業の

継続性そのものが問題となる。 

 質問の内容は極めてシンプルではあるが安全性(流動性)分析では重要な項目である。特に

債務超過となっている場合は会社の存在基盤が危うい状態である。また研究開発型ベンチャ

ーの特性を踏まえて一定の範囲内で研究開発費の資産性を考慮した。 

 

 重み係数は総資産を基準とした。これは財政状態の悪化を解消するためには総資産が大き

いほど多額の資金の調達を要するからである。 

 総資産が少額であれば経営者個人の資力で再建のための資金調達が可能であるが、多額

になるとベンチャー企業にスポンサーがつくかシーズの評判が良いか経営者に信用がないと

再建資金の調達は困難である。特に億単位の支援資金が必要な場合には、大企業の支援が

受けられるかシーズ自体の評価が高くなければ、ベンチャー企業では再建資金の調達は困難

になると思われる。 
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０２－収益力 

 

会社に収益力･成長力はあるか 

  イ．売上が計上されているか 

YES                          ハへ 

ＮＯ                          ロへ 

ロ．１年以内にイの売上を計上する予定があるか 

ある                          指数４ 

ない                          指数２ 

  ハ．前期より当期の営業利益は 

増収増益                        指数７ 

増収減益                        指数６ 

減収増益                        指数５ 

減収減益                        指数４ 

 ニ．売上総利益率は、４０％を超えているか 

YES                         指数×1.２ 

ＮＯ                         指数×１ 

  ホ．「従業員＋常勤役員」の一人当たりの「経常利益＋人件費」は 10 百万円を超えているか

(前期)      

YES                         １点加点 

ＮＯ                         加点なし 

  へ．売上高に対する研究開発費は、１０％を超えているか(過去 3 期) 

YES                         １点加点 

ＮＯ                         加点なし       

 

(最高点は、10 点) 

 

指数 
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（解説） 

 収益力は今後の会社の成長を見通す上で重要なファクターである。まず、売上高が計上され

ている（する見込みがある）か否かは現段階での収益力の存在を判断しているものであり、次

に会社の業績が上向いているかどうかは将来の成長力を示していると思われるのでこれをベ

ースの判断基準とした。また利益率は企業の立ち上げ当初は初期費用の発生や研究開発費

の発生によって異なるので、売上利益率が 40%を超えている場合には指数に 1.2 倍を乗じてい

る。これは製品力が強いと付加価値が高くなるからである。 

また、従業員一人当たりの利益と研究開発費の負担率を加点項目としている。従業員の一

人当たりの利益は効率性の指針としてとらえ、研究開発型ベンチャーにとって必要な研究開発

費の確保をするための原資として重要であるからである。 

 

重み係数は売上高を基準にした、これは売上が小さいほど成長力は経営者個人の資質によ

る面が大きいが売上高が大きくなるに従って、数値化された収益力が意義を持つものと判断さ

れるからである。 

売上高が少額であると現在の指数に関わりなく会社の収益は今後の会社運営で大きく変化

するが、売上高が大きくなると次第に数値化による指標が会社に状態を検討する上での比重

が高くなるからである。特に売上高が億単位となると一般的には零細企業や個人企業とはいえ

ないので、数値化された指標で会社を判断することが重要となってくる。 
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Ｏ３ －資金調達の能力 

 

会社の資金調達能力は 

  イ．借入または経営者以外よりの出資がある 

ある                        ハへ 

ない                        ロへ 

ロ．今後、借入または第３者よりの出資が必要 

ある                        二へ 

ない                        指数０ 

  ハ．借り先・出資者は 

市中金融機関                  指数８ 

追加借入可能              加点２ 

ＶＣなど                      指数８ 

   追加出資の予定がある         加点１ 

公的な制度融資                 指数６ 

親類縁者                     指数４   

消費者金融、商業手形割引業者       指数２ 

  ニ．新規の借入れまた出資受入が可能 

市中金融機関                  指数９ 

ＶＣなど                      指数８ 

公的な制度融資                 指数５ 

親類縁者                     指数３ 

消費者金融、商業手形割引業       指数２ 

 

指数 
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（解説） 

 資金調達能力は、会社の事業展開に必要な資金を確保できるかどうかということばかりでなく、

会社の社会的な信用を判断する上でも重要な項目である。 

 診断項目としては、資金の絶対額の調達能力ではなく経営者からみて、独立した（資金調達

をする上でのハードルが高い）機関より資金調達ができるかどうかを重要視した。特にベンチャ

ー企業の場合はＶＣよりも公的な融資制度除いて市中金融機関から与信を受ける方がハード

ルが高いと思われたのでこちらの指数を高くしている。 

 また、消費者金融や商業手形の割引業者はベンチャー企業にとって親類縁者よりもハードル

が高いと思われるが、高金利の資金を借入れること自体が企業の存在を危うくするので最低の

評価としている。 

  

 重み係数は、ものづくり指向であるか、外注依存型であるかによって分類している。これは、

ものづくり指向である方が当然に設備投資などに多額の資金を要するばかりでなく、一般に人

件費率などの固定費も高くなるので多少売上高が変動しても対処できるように運転資金も多く

手当てする必要があるからである。なお、ＩＴ産業などように在庫を持たない場合は、ものづくり

型か否かは、装置産業型または、労働集約的な事業形態であるかどうかによって判断すること

が適当である。 
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Ｏ４ －予算 

 

経営の計数管理 

  イ．年間予算(売上、各段階利益)は作成しているか 

YES                           ロへ 

いない                         ハへ 

ロ．予算に対する実績との差異分析を行っているか 

いない                         指数４ 

年に一度か二度のみ                指数６ 

年に３回以上                     指数７ 

毎月                           指数８ 

  ハ．決算書や試算表その他経営数値の検討を行っているか 

いない                         指数１ 

年に一度か二度のみ                指数３ 

年に３回以上                     指数５ 

毎月                           指数７            

                          

 ニ．年に3 回以上分析している場合に、予算の見直しをしているか 

している                        指数×1.2 

していない                       指数×1.0                  

  ホ．財務数値を記載した中長期計画があるか 

      ある。毎年見直している                   加点２ 

あるが、毎年見直していない             加点１ 

ない。                           加点 0                  

(最高点は 10 点) 

 

指数 
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（解説） 

予算は経営目標達成のためのＳＴＥＰを記載した重要な数値であり、また計数管理によって

経営を行なうためには不可欠なものである。事業規模が小さなうちは経営者の感覚によって事

業運営はなされるが、事業規模が大きくなるほど計数管理を行なわなければ対応できなくなる

ので、早くから計数管理による経営に慣れておくことは経営者のみならず従業員にとっても必

要なことである。    

社歴が長い収益性の高い会社でも予算を重要視していない会社もあるが、そのような会社

でも実績値は少なくとも月次ベースで管理されており、前期や前月、前年同期比較はなされて

いるので過去の実績値が予算的な意味合いをもっているといえる。 

診断項目は、予算の有無と予実比較や実績値の分析頻度によって指数を決定し、長中期計

画を加点項目とした。理想的には予算は月次展開までされて、月次に予実分析が行なわれる

ことが望ましい。 

 

重み係数に関しては、操業当初は過去の実績はないので予算は不確かなものとならざる負

えないので、操業からの社歴によって重み係数が増すようにしている。特に、株式公開を前提

とすると投資家情報のための正確な業績見通しができるかどうかが要求されるので社歴に係

わらず、重み係数は高いものとする必要がある。 
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Ｏ５ －財務担当者の能力 

(主たる財務担当者が経営者の場合は、財務担当者を経営者に置き換えてください)                         

経理部門（担当者）の能力 

  イ．経理部門（担当者）はあるか 

YES                                     ロへ 

いない                                   指数２ 

経理業務はアウトソーシングとする明確な方針があり、経営者 

は決算書を理解でき、かつ、月に一度は月次決算内容に関して 

説明を受けている                            指数７                    

ロ．自社で行う経理業務は 

出納および各種帳簿（総勘定元帳のぞく）の記帳のみ    指数４ 

仕訳伝票を記入して試算表を作成できる             指数５ 

決算業務ができる                             指数６ 

法人税（所得税）申告書を作成できる                指数７ 

会社法計算書類、有価証券報告書を作成できる        指数７.5   

ハ．月次決算・試算表は１０日以内に作成できる 

ＹＥＳ                                      加点１ 

ＮＯ                                       加点０                       

  ニ．資金繰り計画を作成できる 

ＹＥＳ                                       加点１ 

ＮＯ                                        加点０                       

  ホ．経営者は決算書を理解できる 

ＹＥＳ                               (指数＋加点)×１.1 

ＮＯ                                (指数＋加点)×０.9                    

(最高点 10 点) 

 

指数 
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（解説） 

財務業務を適切に行なうために、財務担当者の能力は重要である。財務担当者に求められ

る能力は単に数値を正確に記帳をできることではない。一般に正確な会計処理（仕訳）から始

まって、決算関係の処理できること、より高度には税務申告や法定書類を作成することが求め

られている。重要な会計処理には取引から自動的に仕訳が決定されるのではなく高度な判断

が必要なものが多い。またアウトソーシングを行なう時にも委託先の 100％依存するのではなく

経営者または経営幹部が十分に財務関係の書類を理解の上で行うことが必要である。少なくと

も日常業務は委託しても高度な判断を要する会計上の処理に関しては委託先に判断させるこ

とはできない。 

また、経理業務は如何に正確であっても時間を要していたのでは適切な時期を逸してしまう

のでこれを加点項目として、資金繰りを行なうことも財務担当者に必要な能力であるのでこれも

加点項目とした。 

なお経営者の自社の財政状態と経営成績を第 3 者と同じ基準で判断するために少なくとも決

算書の内容は理解することが必要であるので、それによって一定の係数をかけるようにした。 

 

重み係数は売上高を基準とした。これは一般に売上高の大きさで財務業務の質・量が変化

すると考えたからである。売上高が小さな企業規模では、経理業務は出納担当者で日常業務

をこなすことができ、仕訳業務や決算業務は税務事務所などの記帳代行によることで対応は可

能であると思われるが、売上高が大きくなるに従って高度な財務上の判断が必要なる事項が

多くなると考えられるのと、財務諸表の数値を重要した経営を行なう必要があると考えられるか

らである。 
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０６ －会計基準への準拠性 

 

会社の採用する会計基準は妥当か。 

  イ．貴社の外部に提出する決算書は、事実の数値に基づいていますか 

      はい(決算書は事実に基づいて作成すべきである)      イへ 

      いいえ（決算数値は調整可能である）              指数１ 

ロ．利益が少ないときに減価償却費を 

税法上の限度額(または独自の基準)まで計上しない     指数３ 

税法上の限度額(または独自の基準)まで計上する       ハへ 

ハ．決算書を作成するときの基準は 

税法の規定のみ                            指数４ 

旧税法の規定（または、会計規則）による賞与引当金、退職給与引当金、貸倒引当

金を全額計上している。                  二へ  

二．滞留・不良の債権および棚卸資産の評価基準がありますか。 

    ある                                   ホへ              

ない                                      指数５ 

ホ．金融商品の会計基準、税効果会計、固定資産の減損会計基準、退職給付会計基準を、

金額の影響のないものを含めていくつ適用していますか。 

すべて適用                                  へへ 

３つ適用                                    指数８ 

２つ適用                                    指数７ 

１つ適用                                    指数６ 

へ．会社法計算書類規則に基づいた決算書を作成していますか 

        はい                                     ホへ 

        いいえ                                   指数９ 

  ト．公認会計士により、会社法計算書類規則に基づくあるいは準じた 

会計監査を受けていますか。                  

  はい                                    指数１０ 

  いいえ                                   指数９ 

指数 
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（解説） 

 会計処理基準が不適切であると、企業の財政状態及び経営成績は適切に財務諸表に記載さ

れない。特に従来は税務基準と会計処理基準は、類似していたが近年は会計処理基準が大き

く変更されて国際的な基準に準拠されるようになった。逆に税務基準は退職給与引当金や賞与

引当金を認めないなど債権債務の確定主義を強めている。従って税務基準のみ決算書を作成

していても会計基準では必ずしも適切な決算であるとは言いがたい。従って、創業当初は税務

基準で行なっていると、株式公開を目指したり法定監査の対象となった場合には、会計基準に

よる決算処理が求められるので、従来税法基準による決算に較べて財政状態と経営成績の内

容が大きく違ってくる。このようなギャップはできるだけ早期に解消することが望まれる。まして

や決算数値を調整することは経営姿勢さえも問われる問題である。（粉飾決算は、重大な法令

違反） 

 従って会計処理は、原則として会計基準によるべきである。また中小企業向けには中小企業

を対象した会計基準を設定することが具体化しつつある。この基準では会計処理は簡略なもの

を認めつつ損益面や財政状態では一般的な会計基準と大きな乖離が生じないように配慮され

ている。 

 

 重み係数は売上高を基準にした。これは売上高の大きな企業ほど決算結果が対外的に影響

が大きいことと、経営に計数管理が必要であるため正確な会計処理が要請されるからである。

特に法定監査の対象企業や公開準備を行なっている会社は指数が 10 点でなければ法令違反

であるか、公開申請を行なう要件を満たしていないといえる。 
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０７ －原価計算制度 

 

原価計算の実施状況 

  イ．棚卸資産があるか 

YES                                  ロへ 

ない                                  指数０ 

ロ．主な棚卸資産の受払管理をおこなっているか 

いる                                  ハへ  

いない                                 指数３ 

  ハ．棚卸資産の評価方法は 

継続記録に基づかないもの 

（最終仕入原価法、売価還元法など）              指数５ 

継続記録法に基づくもの 

（移動平均法、先出先入法、後入先出法、個別法など）    指数７     

 ニ．棚卸資産の評価のために原価計算を行っているか。 

行っている 

会計士またはそれに準ずる専門家が指導        加点１.5 

会社独自に、作成したもの                  加点０.8 

行っていない                             加点０                 

  ホ．原価管理に原価計算の結果を用いていますか。 

      いる。 

   原価分析まで行っている                   加点１.5 

   原価分析は行っていない                   加点０                    

   

指数 
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（解説） 

 正確な原価計算制度は、財務会計においては適切な在庫評価のために必要であるばかりで

なく、適切な原価管理を行なう上でも必要な制度といえる。 

 また正確な受払は原価計算の前提であり、財務面のみならず資産の保全のためにも必要な

事項と考えられている。継続的な受払を行なった上で実地棚卸の結果と定期的に差異を分析し

て初めて在庫管理が適切であると判断される。 

 また、原価計算制度は専門家の指導を受けることが望ましい。これは会計的に適切な原価計

算制度を構築するという面ばかりでなく、原価計算制度の構築過程で費用に負担関係に関して

部門間での対立関係が生じやすく、第 3 者による適切な調整が生じるケースが多いからである。

原価計算の結果は単に在庫評価にもちいるばかりでなく、その内容を分析することによって原

価管理を行なうことが望ましい。 

 

 重み係数は、ものづくり指向か外注依存型に分けた上で、売上高を基準とした。これは、もの

づくり指向のベンチャーの方が当然に原価計算の重要性が大きいからである。しかし外注依存

型のベンチャーであっても外注管理上は、製造費用の見積もりは行なう必要があるので、まっ

たく原価管理に関与しない訳には行かない。また外注先に供与する物品と外注先から仕入れ

た製品の受払管理は必要である。 

 上記のようにものづくり指向か外注依存型に分けた上で、更に売上高基準で区分したこれは

売上高が大きいほど、資産保全のための受払管理と計数管理のための原価計算制度が必要

となるからである。特に株式の公開審査においては、重要な棚卸資産の継続的な受払管理と

適切な原価計算制度を有することは必須の条件である。 
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０８ －ディスクロージャー 

 

ディスクロージャーの状況 

  イ．決算書の提出(提供)先は 

税務当局のみ                       指数２ 

金融機関・VC                        指数４ 

株主全員（株主総会召集通知の添付）         指数６ 

信用調査機関                        指数７ 

新聞・官報・ＨＰ等で公告                     指数８ 

有価証券報告書(届出書)を提出している       指数１０                   

                     

 

指数 
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（解説） 

わが国においては、公開会社や一部の大会社を除いてディスクロージャーへの意識は低い。

法律的には公告が必要であるにも係わらず、少数株主にさえ財務内容を開示していないケー

スさえもある。しかし開示は有限責任で運営される会社にとっては、会社の利害関係者に会社

の財政状態を報告する重要な事項であり、開示に対する姿勢は、会社経営者の対外的な姿勢

の一部であるともいえる。 

指数は極めてシンプルに必要限に必要な税務当局から、現在は最も詳細な法定開示書類で

ある有価証券報告書（届出書）までシンプルな段階評価で決定されるようにした。 

 

重み係数は売上高を基準としたが、わが国においては公開会社を除いて社会的に開示に対

する要請が強くない実情を考慮して大会社、株式公開を目指している会社以外は、かなり売上

規模の大きな会社でないと重み係数はあまり高くならないように設定している。 
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Ｏ９－ＩＴの整備 

 

ＩＴシステムの整備･活用状況 

  イ．会社の業務処理にコンピューター(パソコン含む)を活用しているか  

している                         ロへ 

していない                        指数２ 

ロ．販売・購買・在庫・経理・人事（給与）のうち、いくつの業務がコンピュータ化されている

か。 

全部                           指数５ 

４～３                          指数４ 

２～１                          指数３ 

  ハ．各システムは、データーが連動しているか 

すべて連動                      指数×1.5 

一部連動                       指数×1.2 

すべて、独立したシステム            指数×1.0  

 ニ．外部との取引において、ネットウエアによるデータのやり取りをおこなっているか。 

３つ以上の業務で行っている。          加点２.0 

２つ以上の業務で行っている。          加点１.5 

１つの業務で行っている              加点 1.0 

行っていない                     加点０                             

  ホ．システム監査を受けて、その結果を改善したことがあるか。 

      ある            (指数＋加点)×1.１（ＩＴ関連企業は、1.0） 

      ない            (指数＋加点)×0.9 （ＩＴ関連企業は、0.8） 

   

(最高点は 10 点) 

指数 
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（解説） 

ＩＴシステムは、会社の管理活動に不可欠なものとなっている。特にPC（パーソナルコンピュ

ーター）とＰＣ用に開発されたビジネスソフトの普及は小規模な会社のコンピューター化を推し

進め、かなり規模の小さな会社や個人企業においてもパッケージ化された会計処理ソフトが使

われている。また、会計業務においては、販売、購買、在庫、人事等の管理システムで編集さ

れた数値を用いることが多い。一方、対外的な取引もWeb を用いた取引が増えている。このよ

うに適切なＩＴシステムに構築化は会社運営に不可欠なものとなっている。診断表においてはＩＴ

化されている業務数ばかりでなくシステム間の連動性や Web でのやり取りも考慮した。 

またＩＴ関連企業に場合は当然にＩＴシステムは整備されていることが必要であることのみなら

ず、運営面でも適切な管理がなされていることが必要であるので、システム監査の有無の係数

は厳しくした。 

 

重み係数は一般に企業規模が大きくなるほどマニュアルで対応できる範囲が小さくなるので、

売上高を基準としている。売上高が小さな規模では各システムは独立していても十分に機能し、

また専用ソフトを用意しなくてもエクセル程度のファイルでも十分に対応できる基幹業務がある

と思われるが、一般に売上高が大きくなると販売・購買管理をシステム化しないと管理が困難と

なる。さらに企業が成長すると最終的に基幹業務の大部分をシステム化しないと対応できなく

なる。 
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Ｏ１０ －販売組織 

(主たる販売担当者が経営者の場合は、販売担当者を経営者に置き換えてください)                         

販売部門（担当者）の能力 

  イ．販売部門（担当者）はあるか 

YES                                ロへ 

販売活動を行っているものはいない            指数１ 

販売活動が不要な、ビジネスモデルである        指数０(以下の回答不要)       

ロ．販売部門の担当者(責任者)は 

過去に同一業界の販売経験が 

3 年以上ある（3 年以上のものをしのぐ）     指数６ 

3 年未満 1 年以上ある                指数５ 

販売経験はないが、過去に同一業界経験が 3 年以上ある     

3 年以上ある（3 年以上のものをしのぐ）  指数５ 

3 年未満 1 年以上ある              指数４ 

過去に異業種の販売経験が 3 年以上ある            

3 年以上ある（3 年以上のものをしのぐ）   指数４ 

3 年未満 1 年以上ある              指数３ 

1 年以上の同業界の経験も販売経験もない      指数２ 

  ハ．販売戦略（計画）が策定されて、販売目標と実績の差異分析と対策の検討がなされてい

るか 

少なくとも年に３回以上は                 加点１.5 

年に2 回か 1 回は実施                  加点１.0 

戦略（計画）はあるが、結果の分析と対策はない   加点０.5 

戦略（計画）はない                      加点０                        

 ニ．会社独自の販売手法が明確になっているか 

ＹＥＳ                               加点１ 

ＮＯ                                加点０   

                      

  ホ．販売担当者の業務内容が、報告書が作成されている 

ＹＥＳ                               加点１ 
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ＮＯ                                加点０                        

  ヘ．ホームページはあるか 

ＹＥＳ                                加点０.5 

ＮＯ                                加点０                        

 

指数 
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（解説） 

販売力そのものは、販売担当者の実力によることが大きいので、販売組織の整備状況が同

一レベルであっても必ずしも販売力は同一という訳ではない。また、経験年数が長いからといっ

て販売力があるとも言い切れない。従って販売責任者の実力を客観的に見る指標として経験

年数をベースにしたが、最高得点は 6 点までとし、その他の販売管理や販売手法で加点とする

ことにした。確かに販売担当者の一人ひとりの素質は採用時点で決定されている部分が大きい

かも知れないが、組織としての販売力を向上させることによって全体としての販売力を高めるこ

とが可能であり、またそのことは販売担当者が入れ替わっても販売力を維持することにも結び

つく。そのためには、会社の目標と実績の分析、販売手法（ノウハウ）を販売担当者全員に透明

なものとするとともに販売担当者の行動を管理して、そこで得られた情報を共有化する必要が

ある。 

 

重み係数は、売上高が大きくなるほど販売部門が大きくなるため、個人的な販売力に加えて

組織的な販売力が必要となることから売上高を基準とした。売上15百万円程度では、経営者自

らセールスを行なう必要があるが、売上が 1 億円を超えると販売担当者は複数必要となり、10

億円を超えると販売部門はかなりの規模になると思われる。 

なお、製品がよく売れること＝販売力ではなく、製品そのもの品質や納期対応できる生産体

制なども含めた総合力が、優れていなければ達成できないことである。 
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O１１ －ブランド力 

 

ブランド力 

  イ．ブランドを必要としている業種か 

多少は必要                                ロへ 

まったく必要ない                            指数０ 

         

  ハ．同業他社に比べたブランﾄﾞ優位性（知名度・顧客の選択）はあるか 

市場内で知名度、顧客の選択度ともに低い            指数４ 

市場内で知名度はあるが、顧客の選択度は低い         指数５ 

市場内で平均的                             指数６ 

市場内で知名度は高くないが、顧客の選択度は高い       指数７ 

トップブランﾄの地位を築いている                   指数８            

                          

 ニ．ブランﾄﾞ力向上のための活動を行なっているか 

ブランﾄﾞは意識いていない                        加点０ 

ブランドは意識しているが、具体的な活動を行なっていない 加点 0.5 

ブランﾄﾞ浸透のための活動を行なっている             加点１ 

ブランﾄﾞ浸透のための活動と定期的な評価を行なっている。 加点 1.5 

                                      

  ホ．偽ブランﾄﾞの摘発・防止の活動を行なっているか 

      行なっている                                    加点１ 

行なっていない                               加点０ 

                    

(最高点は 10 点) 

 

指数 
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（解説） 

 ブランﾄﾞ力がある製品は、他社の製品が品質・デザイン性が同一であっても高価格あるいは

多数の販売が可能である。つまりブランﾄﾞ力とは製品へのユーザーからの信頼であるともいえ

る。嗜好性の強い服飾・装身具など消費財の分野ではブランド自体が購入製品の対価の一部

として消費者が認識しているケースもある。従ってブランﾄﾞ力がつくと有利な条件で取引が可能

となり収益や利益に大きく貢献する。またブランドは市場全体に認識されて会社の収益に貢献

するものであるから、これを市場や社会へ浸透するとともにブランﾄﾞが侵害されないような活動

を行なうことも必要である。 

 診断項目は、現状のブランド力の状況をベースにして、向上や侵害防止の活動を行っている

かということを加点項目とした。 

 

 重み係数は、市場においてブランﾄﾞ力がユーザーの選択に反映される消費財とバイヤーが購

入を選択する時に専門的な知識で厳しくチェックされる産業材料では大きくことなるのでまずこ

れにて分類した上で、ブランド力は売上高が大きな会社の方がより効果的に働くので売上高を

基準にして設定した。 

 

なお、ブランﾄﾞ力はユーザーからの信頼の証であるから、不良品やクレームの発生により簡

単に阻害される。単に、イメージ的なものではなく実際の製品の品質やサービス内容と密接に

結びついていることをブランﾄﾞの向上や維持を行なう場合には認識しておくことも必要である。 
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３．おわりに～診断表の今後の活用について 

 財務項目の診断表においては、企業規模が小規模であったり、業暦が短い場合には全般的

にウエイト付は低くなる傾向にある。これは、このような経営環境下にある企業においては経営

者の資質や経営者のそのものの環境（端的にいえば、本人または一族が資産家であるかどう

かなど）に依拠しており、企業そのものの状況のみでは診断できることではないからである。 

 しかし、企業も成長するにしたがって企業内容の組織的な整備を行なう必要になり、また財務

面でも個人の資力では対応できなくなるので組織面でも財務面でも企業基盤を確立する必要

が生じてくる。 

特に株式公開を目指すようになると、ディスクロージャーも含めて、要整備事項は大企業並

みのものが要求される。2008 年 4 月 1 日より開始される事業年度より株式公開企業には内部

統制に関する監査を受けるべきことが決定されたので、この傾向はより顕著になった。 

この提携ツールをより多くの企業が活用して経営改善に役立てるととものに、その結果がフィ

ードバックされることによって、診断項目とその指数や重み係数のウエイト付の方法と基準(値)

が改善されて、本ツールそのものがより役立つものへと進化することを期待される。 


