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1．リスクアペタイトとシナリオ分析
の必要性
グローバルな情報や経済の結びつきが強まる中、
政治、技術、人口、エネルギーなど様々な分野で不

こ やなぎ あ き こ

94％の企業で戦略リスクの管理手法が見直されて
いる＊2。一方で、そもそも「戦略リスク」が社内
で明確に定義されていると答えたのは66％にとど
まり、「戦略リスク」という概念が普遍的に確立し
ている様子は見られていない。

確実性が増している。ある地域で発生した予期せぬ

このアンケート結果だけでなく、アカデミックな

事象が世界各地に飛び火するような環境では、中期

研究においても、戦略リスク管理の難しさの理由の

的な事業計画を従来型のボトムアップのアプローチ

ひとつに、戦略リスクの概念が確立していないこと

で作成すると、事業ひいては会社そのものに想定外

が指摘されている＊3。そこで、本稿では、戦略リ

の結果がもたらされる可能性が高まる。

スクを「事業戦略の前提条件と現実の事業環境が乖

不確実な時代で勝ち抜くためには、経営者がフォ

離し、経営者の意図していなかった結果がもたらさ

ワードルッキングな視点を持ち、中長期の不確実性

れるリスク」と定義したうえで、議論を進めること

を踏まえてトップダウンの要素も加えつつ事業計画

とする。この定義に基づくと、事業戦略と整合的で

を策定するというアプローチが有効である。そのた

ない事業計画をつくってしまうこと、事業部が計画

めには、マクロ事象を基点とするシナリオ分析と、

と整合的でない事業を行ってしまうこと、事業戦略

経営者がビジネスの目的を達成するために意図的に

自体が適切に策定されないこと等が、戦略リスクが

取るリスク、即ちリスクアペタイトという概念が役

顕在化した例に挙げられる。この中で、本稿では、

に立つ。

事業戦略そのものの適切性を中心に検討する。

企業のファイナンス組織を変革するアジェンダに
ついては、本誌2014年6月号（Vol.454）に掲載
した第1回「ファイナンス組織に求められる変革」
の中でご紹介した。第3回となる本稿では、組織全
体に変革をもたらすアジェンダである『企業価値創

2．リスクアペタイトによる事業戦略
の評価
リスクアペタイトは、経営者が事業目的達成のた

造 ＊1』において活用可能な「リスクアペタイト」

めに敢えてとっているリスクの種類とその大きさの

という概念と「シナリオ分析」という手法、またそ

ことであり、平たく言うと「どこまでリスクをとる

れらを戦略リスク管理に活用することで経営管理を

か」という事である。利益をあげるためにはどこか

高度化する手法をご紹介したい。

でリスクをとる必要があるが、それを決めるのは経
営者自身である。もっとも、経営者であれば自由に

デロイトが2013年に行った戦略リスクに関す

リスクアペタイトを決定できるというものではな

る サ ー ベ イ 調 査（ グ ロ ー バ ル で 活 躍 す る 企 業 約

い。経営者は、様々なステークホルダー（代表的に

300社が対象）では、およそ8割が戦略リスク管理

は株主と債権者）の期待を踏まえてリスクアペタイ

に積極的に取り組んでおり、過去3年間では実に

トを決める必要がある。概念的には、リスクアペタ

＊1

企業価値創造とは、ファイナンス組織が中長期的な視点から企業を取り巻く諸環境の潮流の変化を読み解き、持続的な企業価値創出への道
筋を示し、自社の企業価値を向上させる事業・企業戦略や製品・事業ポートフォリオの形成に貢献する取り組みをさす。

＊2

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/governance-risk-compliance/explore-strategic-risk/
index.htm

＊3

川上昌直「戦略リスクのマネジメント：経営戦略にもとづく体系的研究の必要性」
http://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/dspace/bitstream/10270/2018/1/18-99.pdf
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イトの下限は株主が要求する最低限のリターンを反

案する際に、当初から複数の事業戦略案を作成する

映し、リスクアペタイトの上限は債権者の期待を反

必要は無い。現実的には、まずはたたき台となる事

映していると考えられる。こうしたリスクアペタイ

業戦略を作成し、そのリスクを計測し、そのリスク

トという考え方を用いると、適切な事業戦略とはそ

がリスクアペタイトに抵触するのであれば事業戦略

のリスクがリスクアペタイトの範囲内に収まる事業

を修正するというプロセスを繰り返すことになる。

戦略と考えることができる（図表1）
。

次章では、この流れをステップに分けて、それぞれ

リスクアペタイトの範囲内に収まる事業戦略を考

のステップで行うべきことを述べる。

（図表1）リスクアペタイトと最適な事業戦略の関係

リターン

事業
戦略
C

リターンが大きい

事業
戦略
B

株主の
期待
最低限
の目標
リターン

事業
戦略
Ａ
リスク

リスク／リターンが小さい
最低限取るべき
リスク

リスクが大きい
リスクアペタイト

最大限許容できる
リスク
株主以外の利害
関係者の期待

3．シナリオ分析を用いた事業戦略リ
スク計測

という想定で各ステップを説明する。なお、この会
社はKPIとして売上高と利益率を設定しているとす
る。

シナリオ分析とは、将来の外部及び内部環境（ス
トーリー）を想定し、その環境の下で事業もしくは

ステップ①では、リスクファクター、即ちKPIに

自社にどのような影響が現れるのか定量的に把握す

変動をもたらす要因の整理が行われる。マクロ要因

る分析である。これを行うためには、ストーリーの

（経済全体の動向等）とミクロ要因（商材価格、人

部分に相当するシナリオと影響を定量的に把握する

件費等）、それぞれの要因に分けて洗い出すことが

ためのツールが必要となる。このうち、ツールに関

一般的である。

しては第4章で詳細を述べることとし、ここではシ
ナリオが満たすべき要点を簡単に述べておく。

次のステップ②では、KPI（重要な経営指標）へ
の影響を考えて、複数の階層毎に分けてステップ①

シナリオ分析で用いるシナリオには、①相応の発
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テクニカルセンター

で特定したリスクファクターの動きを再整理する。

生可能性があり、②事業又は自社に相応のインパク

階層としては、マクロ経済動向、主要顧客の産業の

トを持つ、ことが求められる。シナリオ分析の結果

動向、建設産業動向、自社といった具合に、全体の

に基づいて事業戦略という重要な意思決定を行うこ

環境と自社の環境が結びつくような切り分けが望ま

とになるので、意思決定者が「発生するかもしれな

しい。中国の建築ビジネスについてこれをあてはめ

い」「発生したらどうなるのだろう」と考えるよう

てみると、マクロ経済動向については、
「成長ペー

な事象を捉えた内容にする必要がある。

スは若干落ちるが伸びは続く」が、主要産業（自動

このような特性を持つシナリオを活用して戦略リ

車メーカー等）については「外資の誘致政策によっ

スクを見える化し、事業戦略を決定するプロセスは

て工場建設ニーズは続く」と整理される。建設業界

6つのステップから構成される
（図表2）
。以下では、

動向については、主要産業動向を踏まえて「需要の

日系建設会社が中国における事業の計画を検証する

拡大は続くが、競争激化で利益は伸びない」という

会計情報

Vol. 456 / 2014. 8

© 2014. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC

状況が想定される。こうした外部環境を前提とする

は、「中国事業は縮小」という事業仮説の前提であ

と、自社の打ち手としては、「マージンを上げるた

る「工場建設ニーズは続く」という前提を「工場建

め新たな建築技法の導入」や、「日系企業とのコネ

設ニーズは激増する」
といった形で崩すことになる。

クション強化のための営業注力」
、
「中国事業からの

こうした事業仮説の弱点を突くシナリオを特定す

撤退」、などが考えられる。こうした複数の打ち手

る。

のメリット・デメリットを把握したうえで、たたき
台となる戦略を決定する。ここでは、「中国事業は

ステップ⑤では、KPIがシナリオの中でどのよう

縮小」という方策（以下、事業仮説）を採用したと

に動くかの計算をする。先の建設会社が「海外事業

しよう。

の収益が±20％まで変動する状況は許容」という
リスクアペタイトを設定しているとする。ステップ

続くステップ③では、事業仮説がどのような前提

④で決定したシナリオにおいて、収益変動率が将来

で成り立っているのかを確認し、前提が崩れる可能

どのような推移をたどるのか、財務モデル等を用い

性と重要性を定性評価する。ここでは、「建設需要

て算出し、リスクアペタイトの範囲に収まるのか確

は相応にあるが、取り合いになるため儲からない」

認する。

という前提があったからこそ、事業の縮小が妥当な
打ち手として考えられたが、例えば主要産業動向で、

最後のステップ⑥では、リスクアペタイトへの抵

自動車メーカーが想定以上に工場を建設するといっ

触状況を踏まえて、事業計画を評価する。どのシナ

た前提の崩れがあれば、事業仮説の妥当性は弱まる。

リオにおいてもリスクアペタイトに抵触しない事業

こうした事業仮説の妥当性を弱める前提の崩れを洗

仮説であれば、それを事業計画として採用すればよ

い出し、その中でも発生可能性があり、影響もそれ

い。リスクアペタイトを越えてしまうリスクを持つ

なりに大きな前提の崩れを特定する。

事業仮説であれば、その超過の程度やシナリオの発
生可能性も加味して、必要であれば事業仮説に修正

次のステップ④では、現在の環境から考えられる

を加える。収益変動率が20％以内に収まらない事

シナリオを洗い出し、それぞれのシナリオでステッ

業仮説であれば、より分散を効かせる、投資規模を

プ③で特定した重要な前提の崩れが発生するかを確

縮小させる等の修正を行い、そのうえでもう一度リ

認する。例として、米国で低金利が長期化するシナ

スクアペタイトに抵触するかを確認するという作業

リオを考えてみる。こうした金融環境で米国が主導

を行う。こうしたプロセスによって、事業仮説を事

する形で世界経済の力強さが増すと、中国での設備

業計画に昇華させる。

投資は想定以上になる可能性が高い。このシナリオ
（図表2）シナリオ分析による戦略リスクの評価のためのプロセス

仮説の構築

仮説の検証

評価

ステップ①

ステップ②

ステップ③

ステップ④

ステップ⑤

ステップ⑥

リスクファク
ターの確認

事業環境分析
と仮説の位置
付けの確認

前提が崩れる
可能性と重要
性を定性評価

重要な前提が
崩れる複数の
シナリオを作
成

各シナリオで
経営レベルの
KPIを算出

各シナリオで
KPIがリスクア
ペタイトに抵触
するのか確認

4．リスクアペタイト・フレームワー
クで用いる財務モデル
リスクアペタイトを基点とした経営管理の枠組み
は、リスクアペタイト・フレームワーク（ RAF）

RAFで活用するツールを構築する際のポイント
としては、A.財務的な部分にフォーカスすること、
B.マクロ要因の変化から財務的なインパクトまで
の因果関係を構造化すること、
の２つである。なお、
B.の因果関係を以下ではエンジンと表現する。

と呼ばれている。先のシナリオ分析はRAFを構成
する1つと位置づけられる。この章では、RAFを構

まずは上記A.の点を解説する。シミュレーション

築する際に必要となる定量分析ツール（シミュレー

モデルの必要性とモデルが備える条件を考えるにあ

ションモデル）が備えるべき特性を解説し、その活

たって、「中長期のリスクを見える化したい」とい

用事例を紹介する。

うニーズを取り上げてみる。見える化の目的として
は、経営の健全性や企業価値の把握、危機対応策の
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検討や収益機会の検証等に際して、意思決定に必要

次に、前述のB.、即ちシミュレーションモデルの

な情報提供を提供することが挙げられよう。このう

肝となる主要エンジンについて解説する。エンジン

ち、危機対応策としては、コスト削減・負債のリス

は、①株価・為替・GDP成長率などのマクロ経済

ケジュール・資産売却・資本注入などが考えられる

指標の作成、②マクロ経済指標との自社事業やKPI

が、いずれの場合でも財務的な対応が中心となる。

との関係構築、③自社KPIをさらに財務数値につな

したがってモデル化に必要な要件としては①財務的

いでいく計算ロジック、の3つから構成される。ま

な定量化、②中長期のシナリオへの対応、③複数シ

ず、①のマクロ経済指標については、足許の経済動

ナリオへの対応、の3つがあげられる。

向を踏まえて指標を作成する必要がある。定点観測

まず①財務的な定量化の手法については、因果関

もしくは経済環境の変化によって適宜アップデート

係をきちんとモデルとして定式化する必要がある。

する必要がある。次に②については、マクロ経済と

財務に関する意思決定に資する測定軸の導入につい

自社事業やKPIの関係を図式化することから始め

ては、コーポレートファイナンスや企業価値評価の

る。図式化された関係式の一つ一つを定式化するこ

フレームワークを用いると整理しやすい。②中長期

とで、
定性的に表現されたストーリーを定量化する。

のシナリオへの対応という観点では、現時点のスナ

③は、KPIと財務数値の関係をバリュードライバー

ップショットではなく、イベントが発生してからと

ツリー（自社の企業価値を複数の要因に分解したも

るべき戦略を選ぶまでの時間軸を考慮に入れたモデ

の）で繋いでいく作業で、これも一つ一つ相関式を

ルを構築する必要がある。最後に③複数シナリオへ

構築する必要がある。

の対応という点では、簡潔なロジックによって整然と
計算が流れるモデルとなっていることが求められる。
（図表3）RAFシミュレーション・モデルの構成図
シナリオ策定

シナリオ別
インプット項目の策定
インプットシート

各インプット項目を入力し、貴社財務数値への影響をシミュレーション
計算シート*2

アウトプットシート
単体

ベースライン
シナリオの策定

リスクシナリオ
の策定

マクロ指標
マクロ指標
（ GDP、長期
（GDP成長率、
金利等）
長期金利等）

マージン
（粗利益率 、営
業利益率等）

予測BS

運転資本
予測PL

貴社経営計画*1
貴社経営計画*1
ネットデット
経営オプション
経営オプション
（固定資産売却
（固定資産売却
時期/
金額、事
時期、金額等）
業売却等）
シナリオ別に上記項
の設定が可能目
各種KPIのシミュレー
ションを実施

予測CF
計算書
設備投資

事業外資産
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予測BS

経営指標
一覧化
財務ハイライト

（営業利益率推移、
自己資本比率推移
等）

予測PL

主要KPI・KRI推移
（運転資本残高、
ネットデット等）

予測CF
計算書

企業価値評価

それぞれが連動した財務諸表の
作成

貴社の経営意思決定に必要な情
報を要約（次頁のイメージを参照）

*1 貴社の計画数値や、計算シートに必要（KPIのシミュレーションに必要）な貴社の情報
*2 各種KPIのシミュレーションを実施し、財務諸表へ反映する計算を行なうシート
*3 経営オプションの反映を行なうシート（固定資産の売却タイミングをフラグ化（0 or 1）、売却金額の設定）

チェックシート/タイミングシート*3

28

ダッシュボード
連結

© 2014. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC

（図表4）ダッシュボードのイメージ図
リスクシナリオB
リスクシナリオA
ベースラインシナリオ

シナリオ#のセルを変
更し、各シナリオの計
算結果を自動で更新

財務管理上の重要情報
を選定し、時系列での
変動を視覚化

表計算のデータテーブ
ル機能を用いて、各種
感応度分析を実施し、
KPIとして活用するこ
とも可能

ここで上記で説明した財務モデルを使う経営管理

財務部門が資金確保などの対応策を検討し、軌道修

（以下、リスクアペタイト志向の経営管理）と、従

正をするといった役割分担を構築した。そのような

来の進捗管理が中心となっている経営管理（進捗管

体制がうまく機能し、実際にリスクが顕在化した時

理志向の経営管理）の相違点を整理してみる。従来

は、それ以前に比べ混乱を極小化することができる

の進捗管理志向の経営管理では、前提とする外部環

ようになった。

境シナリオは単一のシナリオ（例えば、中期経営計
画における外部環境の想定）で、それに対してリス

この他の事例として、有事のインパクト把握のた

クアペタイト志向の経営管理は複数シナリオであ

めにシミュレーションモデルを活用し始めたB社を

る。モデル化する財務諸表も従来はPLだけで、管

紹介する。B社は度々有事に見舞われる環境で事業

理指標はKPIと戦略目標（海外出店数など）で、ロ

を展開していたため、有事対応は喫緊の課題となっ

ジックツリーもKPI（ PL関連項目）に終始する。

ていた。

それに対しリスクアペタイト志向の経営管理では、

シミュレーションモデル導入以前は、有事対応と

PLに加えBSやCFも必要となるし、管理指標とし

いうと、トップマネジメントが有事対応委員会を招

てはPL関連項目以外にもリスクに係る指標が必要

集し、財務担当者が現場からの報告をもとにシミュ

になる。見直し頻度についても、リスクアペタイト

レーションを実施し、対応策を発動する流れだった

志向の場合は予算年度中も頻繁に更新されることに

ため、対応を行うまでに多くの時間を要していた。

なる。つまり、リスクアペタイト志向の経営管理は、

しかし、導入後は、モデルを常にアップデートして

進捗管理志向の経営管理に比べ経営管理のスコープ

いるため、各現場からの現状報告を受ける時間も不

が大きく広がると言える。

要となり、トップダウンの形で迅速に有事に対応で
きるようになった。例えば東日本大震災の際にも、

続いてシミュレーションモデルの活用事例を紹介
する。A社は、表計算ソフトで作成したリスクアペ

同業他社に比べて、迅速に在庫の積み増しなどの経
営判断を行い、競争上の優位につながった。

タイト志向の財務モデルを在外子会社管理に活用し

こうした幾度かの有事対応を経てシミュレーショ

ている。導入の背景として、在外子会社のリスクが

ンモデルへの信頼が高まると、これを平時の経営管

見えにくく、特に買収した子会社については、予算

理にも活用しようという機運が高まった。こうした

対比でしか管理できておらず、そのリスクが把握で

流れを受けて、B社は経営リスク委員会を新設し、

きなかったため、有事が発生した際には大きな混乱

財務担当部門が月次でシミュレーションモデルで把

が生じていた。そこで、まずシナリオを検討し、そ

握したリスク情報を報告することになった。そうし

れが発生した場合のインパクトを、経営企画部門が

た情報を予算管理や中期経営計画の進捗管理にフィ

把握することができるようにした。そのうえで、変

ードバックする試みも行われるようになった。この

化幅を財務ベースで見える化し、計画から若干下振

結果、経営者が環境変化の影響を常に把握しておく

れた場合は事業部門がまず挽回に向けた対応策を検

ことが可能になり、対外的な説明力が向上したとい

討することにして、さらに大きく下振れた場合には、

う。
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い。例えば、1年目で経営者がリスクアペタイトを

5．まとめ

示し、本社部門が事業戦略を評価するためのシナリ

RAFでは、経営者が示したリスクアペタイトが

オ分析を行うという体制を整えたとしよう。経営陣

本社部門によって投資基準に反映されたり、各事業

がシナリオ分析を、自身の関心事の影響を把握する

部門の評価基準に活用されるといったトップダウン

ための使い勝手の良いツールと考えれば、2年目に

の流れと、リスクアペタイトを踏まえて事業部門が

は「こんなシナリオも考えてほしい」といったリク

投資案件を発掘したり、事業計画を策定するといっ

エストが出されたり、その結果をどのように解釈す

たボトムアップの流れが共存する。こうした双方向

るのかを巡って経営者の間でも建設的な意見の対立

の流れによって、事業部門と本社部門、本社部門と

が起きるかもしれない。そうして経営陣の間で育ま

経営者の間で建設的な意見の対立が発生するように

れた安心感（リスクを想定内に収める体制が整って

なり、これが質の高い経営上の意思決定の礎となる。

いるという認識）によって、大胆な権限委譲が起き
れば、3年目にはリスクアペタイトの範囲内の出来

RAFは一朝一夕に出来上がるものではない。構

事は各部門に任せて、経営者自身にはより重要な経

築するために必要なパーツはいくつも存在するが、

営テーマを深掘りする機会が与えられるかもしれな

現状の経営管理体制の中で既にいくつかのパーツは

い
（図表5）
。より重要なことが何かは様々であるが、

出来上がっている場合もあるだろう。リスクアペタ

メガトレンドを踏まえた長期的な展望を描くことに

イト・フレームワークを導入しているいくつかの事

経営者が多くの時間を割くようになれば、政府や安

例を見ると、まずは既に活用しているパーツを組み

定株主といった長期的な視点を持つステークホルダ

合わせて初歩的なRAFを構築し、それを継続的に

ーとの関係にも変化が現れる可能性も出てくる。

改善させてその企業に根付かせているケースが多
（図表5）RAFの段階的な導入例

経営者

本社部門

事業部門

1年目

•リスクアペタイトの設
定

•シナリオと財務モデル
の作成
•事業部門のKPIの設定

•リスクアペタイトと自
身の職責の関係理解

2年目

•フォワードルッキング
な意思決定
•取締役レベルの建設的
な意見の対立

•アペタイトを踏まえた
投資基準の設定
•事業部門との建設的な
意見対立
•権限委譲

•アペタイトを踏まえた
投資案件の発掘や事業
計画の上申

3年目

•重要な経営テーマへの
フォーカス
•対外説明力の向上

•目標設定や業績評価の
社内理解の向上

•事業部門間での経営管
理に関する相互理解の
促進

海外事業の重要性が高まっている今日では、マク

次回、第4回はファイナンス組織を取り巻く外部

ロ要因を加味した経営戦略の立案及び、全社的な経

環 境 変 化 と し て、 移 転 価 格 対 応 を 取 り 上 げ る。

営戦略をいかに現場に落とし込んでいくかが重要な

G20各国による税源浸食と利益移転（「 BEPS」
）

プロセスとなる。デロイトトーマツグループでは、

に対応する行動計画の進展など移転価格税制を取り

リスクアペタイト・フレームワークの実装に必要な

巻く最新のトピックを取り上げる。また、ビジネス

シナリオ分析及び財務モデル構築をオールファンク

と税務対応の双方の観点を踏まえ、グループ内の取

ションで支援していきたいと考える。

引の価格設定についてどのように対処してゆくかに
ついて解説していきたい。
以上
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