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＜今回の内容＞ 

1. 今こそ、ＭＱ会計のす

すめ  ① .................... P.1 

 

第 40号 平成30年6月1日発行 

以前解説したことのある「お

金のブロックパズル」ですが、

実は、MQ会計の考え方が

ベースになっています。 

このベースの考え方も会社を

経営していく上ではとても分

かりやすく、便利な考え方で

すので、今回からMQ会計に

ついて、数回に分けて特集し

たいと思います！ 

今こそ、ＭＱ会計のすすめ ① 
気持ちのよい季節になりました。もうすぐ1年の折り返しです！ 

EMP通信 発行者：EMP税務会計事務所・EMP行政書士事務所 

今 こそ、 ＭＱ会 計の す すめ ①  

■ はじめに 

今月から、数回にわたって「ＭＱ会計」についてお伝えした

いと思います。 

「ＭＱ会計」という言葉、今回はじめて目にする方も多いの

ではないでしょうか。ＭＱ会計は今まで以上に皆さんに分

かりやすくお伝えしていきたいテーマでもありますので、趣

向を凝らしながらゆっくり紹介できたらと思っています。 

よろしくお付き合いください(^-^)。 

 

■ 儲けの感覚…そこにある差異 

突然ですが、会社を経営している方は、誰もが「儲けた

い！」と思っています。 

これは言い換えると、資金繰りをしたくて事業をする人はい

ないのと同じです。「儲けたい」という感覚にそれぞれ濃度

の差はあると思いますが、極端にいえば、自分の作った会

社が潰れてもいい人なんて一人もいませんね。 

そして、儲けるためのヒントが決算書の中にあるはずと思

い（もちろん、それだけが目的の全てではないですが）、社

長自ら会計を学ぼうとされる方も多いです。実際、本屋へ

行くと「社長も決算書くらいは読めるようにならないと！」と

いうようなタイトルの本が山積みされています。 

 

でも、待ってください。こんな経験ありませんか？ 

「今期苦しいな～、きついわー」とずっと感じていたけど、税

理士に「え？利益ちゃんと出てますやん！」と言われる。 

もしくは、「今うち儲かってるわー！」と思っていたけど、税

理士から「そうですねぇ…(;・∀・)」と言われる(^-^;。 

このように、試算表や決算書などのデータと、社長が感じ

る「儲けの感覚」（←直感に近かったりもします）には差異

があり、一致していないことが多々あります。 

 

なぜ、こんなことが起きるのでしょう？ 

 

■ 利益って、何？ 

今、みなさんが馴染みがある会計は「制度会計」と呼ばれ

ているものです。決算書などの書類は全てこの制度会計に

よって作られています。 

ところでこの「決算書」、どういった目的で作成されるので

しょうか？トラ社長とあべきとのやりとりを、是非ご覧ください(^^ゞ。 

 

 

 

 

 

 

甲子園商店トラ社長 

売上や利益がどうだった

か知るため？ 
前期とも比較できるし… 

税務署に出さなあかん

からやろ？ 
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■ MQ会計を知ろう！ 

さて、こんな時に役立つのがMQ会計の知識です。 

一言で言うと、ＭＱ会計とは、社長が「明日からどうする？」

と理論的に考えられるような情報を表している会計のことで

す。例えば、社長が自分の想いを数値に置き換えることで、

社長自ら経営計画やシミュレーションを頭の中で自由に考

えられるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでの会話ですでに気が付いていらっしゃると思います

が、MQ会計と制度会計とでは、その【使い方】が大きく異な

ります。 

今月は、MQ会計の考え方について、その特徴を例を挙げ

ながら説明していきます。 

是非、MQ会計デビューしましょう(*^^)v！ 

ん？ちょっと待ってや。それって、今やってる

会計ではでけへんことなん？会計の知識を

これ以上増やす余裕なんかあらへん。そうや

なくても忙しいんやで！ 

大丈夫！現行の決算書などをそのまま眺めてい

るだけではできないことですが、MQ会計は、中

学生でも理解できるように作られています。 

なんで平易に作られているかというと、大前提と

して、組織全員がMQ会計の考え方を理解して

動くことが利益アップにつながると考えるからで

す。実際に利益を生み出すのは現場の人ですも

んね。 

正解です！ 

決算書って、簡単に言えば「外部への報告書」

です。だから一定のルールに沿って作成されて

いるし、決められた形式です。そうすることで、自

社の前期分と比べるだけでなく、同業の他社と

の比較もすることができるんですね。 

ちなみに、外部報告には当然税務署も入ります

ので、決算書は税法に大きく左右されていま

す。去年まで費用計上がOKだったのに今年は

NG、なんてこともよくある話です。 

 あべき 

あ、そういえばそんなことあったなぁー！ 

決算書の問題点は、まさにここに表れていると

思います。法改正で突然費用計上できなくなっ

た／突然資産計上しなければならなくなった…

こんな状況は、経営の実態を忠実に表している

とは言い難いのです。 

 

あと、「利益」って、トラ社長にとって、どういうイ

メージですか？ 

ずばり、儲けや！モノがよく売れたり、店が

繁盛したりして、物理的にお金が増えたり

することとかやろ？！ 

うんうん。「利益」のイメージって、「＝儲け」

なんです。だからこそ私たちは、何も考えずと

も、利益が「増える」／利益を「増やす」と表現し

たりするんですね。 

ところで、決算書上の利益って何を意味したもの

か考えたことはありますか？？ 

決算書を思い浮かべてみてください。決算書上

の利益は…… 

そんなん、まず、損益計算書を見るわな。

最初に売上高があって、その下にずらっと

いろんな費用があって、一番最後が利益

になってるから…。 

あ、売上高からいろんな費用を引いたんが

利益ちゃうか？ 

そうなんです。「利益＝儲け」という社長の発想と

比べるとロマンのない話ですが、決算書上の利

益って、単に「売上から経費を差し引いた残り」に

過ぎません。この時点で、利益の考え方に大きな

違いがあることが分かります。 

 

さらに言うと、会計は通常、（商品の売買などの）ビ

ジネス活動のあとにくる「確認作業」です。なので、

普段の会計処理も決算書も、言うなれば「過去の

ものに対する過去の会計」。 

ですから、決算書の段階で「利益が出てない！」と

頭をひねってみても、その時点だと、策を練るにも

手遅れなのです。 

そういや、ビジョンも、組織全員で共有する

ことや浸透させていくことが大事って、最近

先生言うてるもんな～ 

シーズン中やし！ 
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■ 儲けのしくみ 

MQ会計は、儲けの仕組みを誰にでも理解できるように図

形で考えます！ 

 

トラ社長は、仕入原価60円のジュースを1本100円で売って

います。これをMQ会計で表すと、こんな感じになります。 

 

 

 

 

 

 

4月は、10本売ったので… 

 

 

 

 

 

このような図になります（固定費は仮に300とします）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ どうする？売上高が10％ダウン！ 

 

①は、売上高が10％ダウンしたから利益も10％ダウンして

90円になる。 

②は、売上高が100円減ったから利益も100円減って0円に

なる。 

③は、売上高が10％減ったから売上原価も10％減って、差

し引きで粗利が360円。固定費は変わらないから、利益は

60円になる。 

④は、「そんなん、わからん！！」 

 

 

 

 

どうやらトラ社長、腑に落ちないようですね。 

しかし実際、売上と利益は、相関関係がありません。 

なんでなのか、簡単にみていきましょう。 

 

◇  【数量未達成】  ジュースの販売数量が10％減った！ 

 

 

 

 

 

  

  

数量が1本減り、9本売り上げた場合を考えます。 

  ＊売上高（PQ）…100円×9本＝900円 

  ＊売上原価（VQ）…60円×9本＝540円 

ジュース単品 

価格 (P)               
100 

原価 (V) 60 

粗利 (M)   40 

P          
100 

V  60 

M 40 
数量（Q） 

Q 10 
× 

 

売上⾼
（PQ） 

 1000 

売上原価（VQ）  600 
 

 
 F 300 

G 100 

固定費

利益  

ジュース4月売上（10本分） 

粗利総額を求めたら、そこから固定費を控除します。

固定費とは、「会社の生活費」のことです。事務所の家

賃や人件費、水道光熱費など、会社をしているだけで

必然的にかかってくる費用が該当しますよ！ 

そらそうなるわ 

あれ！結局差額で利益求めてるやん！！！ 

まぁまぁ、そう慌てないで。このMQ会計のいいところ

は、P,V,Q,Fの各要素が自在に動くことでG（利益）の

最大化を考えることができるんです！これって決

算書を眺めてるだけじゃできませんよね？ 

そしてもうひとつ、今回は、MQ会計を使った興味深

い例を紹介します。 

はいよー 

問題です。 

トラ社長は、贔屓球団の調子が良くて球場に足しげく

通っていたため、5月はお店を閉めることが多くありまし

た。その結果、甲子園商店のジュースの売上高は、前

月より10％ダウンしてしまいました。 

 

甲子園商店の今月の利益はいくらになるでしょうか。 

① 90   ② 0   ③ 60   ④ わからない 

実は、答えは「④ わからない」なんです。 

なんやそれ！そんな答えがあるかい！ 

 

PQ 

   1000 

   900 

VQ  600  540 

MQ 

   400 

  360 

 F 300 

G 100 

      60 

 400 

粗利総額
（MQ）                         
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  ＊粗利（MQ）…900ー540＝360円 

固定費は変わらず300円のままなので、 

  ＊利益（G）…360－300＝60円 

60円が利益になります。 

 

◇  【数量達成】 営業マンが10％値引きして売った！ 

 

 

 

 

 

 

 

これは営業マンが値引きした場合です。価格を下げて90
円にしたジュースを10本販売したので… 

  ＊売上高（PQ）…90円×10本＝900円 

  ＊売上原価（VQ）…60円×10本＝600円 

  ＊粗利（MQ）…900-600＝300円 

固定費は、やはり変わらないので、 

  ＊利益（G）…300-300＝0円 

なんと！利益が0円になってしまいました… 

 

ちなみに、さらに値引きして1本80円で販売したらどうなる

と思いますか？ 

先に挙げた2つの例はどちらも売上高が900円なので、比

較するために、売上高が900円になるような数量を考えて

みると、11.25本とわかります（900÷80＝11.25）。 

その場合の利益を考えてみると…、 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊売上高（PQ）…80円×11.25本＝900円 

  ＊売上原価（VQ)…60円×11.25本＝675円 

  ＊粗利（MQ）…900－675＝225円 

固定費を差し引いて、 

  ＊利益（G）…225－300＝△75円 

75円の赤字です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次号では、「値引きって、実はこんなに恐ろしい」について

書く予定です。近々、このMQ会計を「直感的」に学べる

ゲーム会を開催予定です。改めて告知いたしますので、

お楽しみにしていてくださいね(^-^) 

本文 ： 幡司（参考 「利益が見える戦略MQ会計／西順一郎」 ）  

 

 

 

 

〒530-0047 ⼤阪市北区⻄天満5-6-10 
富⽥町パークビル207号 
TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756 
MAIL：info@office-emp.com 
Web：http://www.office-emp.com 

[取扱業務] 
 事業計画、キャッシュフ

ローコンサルティング 
 税務顧問・税務調査対策 
 法⼈設⽴ 
 各種セミナー 
 ITコンサルティング、HP作

成、SEO対策など 

EMP税務会計事務所 
EMP⾏政書⼠事務所 
株式会社オフィスEMP 

 

 

   

 

  

 

 

 

PQ 

   1000 

   900 

VQ  600   

MQ 

   400 

  300 

 F 300 

G 100 

       0 

4月と比較すると、売上高10％ダウンで利益が

40％減少、つまりジュース1本分の利益が減少

していることを確かめてみてくださいね！ 

4月と比較すると、売上高10％ダウンで利益が

100％減少、つまり利益がゼロになってしまって

ますね！ 

 

PQ 

   1000 

   900 

VQ  600   675  

MQ 

   400 

  225 

 F 300 

G 100           

 △75 

もうこれで明らかですよね。

売上高と利益の相関関

係はありません。 

よく、「売上高を増やせ！」

なんて言葉を耳にします

が、そうではなくて、利益を

増やすにはどうしたらい

いんや？というところを出

発点に考えていくと良いで

すよ！ 


