「リスクアペタイト・フレームワーク」が変える

リスク管理の世界

─ 経営戦略とリスク管理が融合するとき ─

4回

第

＜最終回＞

設定されたリスクアペタイトを反映した
事業計画の策定
有限責任監査法人 トーマツ リスク管理センター センター長

大山 剛

前号のシリーズ第三回では、
「リスクアペタイトの設

シリーズ第４回であり最終回でもある今号では、設定

定」というタイトルで、戦略レベルのリスクアペタイト

されたリスクアペタイトを踏まえながら、いかにして適

指標の選定、及び水準の決定、さらには、
アペタイトの

切な事業計画を策定するかを説明する。

対象となるリスクの測定に関し説明した。そのポイン
トを示せば、
①リスクアペタイト指標の設定に際しては、各企業が
重視するステークホルダーとの「約束」
（ こうした約束

とが、企業にとってのリスクの顕現化につながる）の見
える化（数値等「大きさ」のイメージに落とし込む）が重
要になること、
②リスクアペタイト水準の決定に際しては、主要ステー
クホルダーが一般的に許容するリスク・リターンのレ
ンジが重要となり、特に非財務リスクに係るアペタイト
水準は、定性的表現も用いながら、ステークホルダーの

する事業計画の策定の関係を示すと次のようになる。
図表1 リスク・アピタイト・フレームワーク
（ＲＡＦ）
を
構築するための作業プロセス
今号が対象とする作業プロセス

に込められたステークホルダーからの期待を裏切るこ

RAF構築・運営の作業プロセスの概要と、今号が説明

主要ステークスホルダーの期待の確認
リスク・スコープの決定
RA指標の選定
RA水準（レンジ）の決定
現状のリスクの特定・測定
リスク水準の適切性の確認と必要に応じた経営計画の修正
戦略レベルのRA指標の下位レベルへの落とし込み
リスクのモニタリング、制御の実行
RAをベースとした評価体系の構築と実行
RAFのディスクロージャー資料の作成

期待が満たされる（或いは裏切られる）と判断する事態
を出来るだけ分かりやすく表現することが求められる
こと、
③リスクアペタイトとの比較対象になる現状のリスク

１．リスクアペタイト指標や
その水準に係る前提条件

水準の測定に関しては、特にその水準が抽象的な表現
に止まる非財務リスクのリスク量測定に通常困難が伴

ここでは、具体的な例を用いながら、架空の企業で

うこと、

あるA社がいかにして、リスクアペタイトの視点から

というものであった。

適切な事業計画を策定していくかをみてみよう。その

2015/04 季刊

●

企業リスク 75

ためには、まずA社の経営陣が設定したリスクアペタ

売上高、営業利益、世界市場シェアに対し目標を設

イト指標と、その水準に関し、幾つかの想定を置かな

定する。A社の高い技術力や東南アジア等未開拓地域

ければならない。

への新規進出を踏まえ、市場平均を上回る成長を想定

社歴が長く、国内の○○消費財の分野では業界トッ

する。具体的には、今後5年間の年平均成長率に関し、

プクラスに位置するA社は、内外マクロ経済情勢の不

世界経済が４％、主要取り扱い商品の市場が5％との

確実性に鑑み、企業収益が比較的好調な中でも、これ

前提条件下で、売上高：12％、営業利益：12％の年平

までは慎重な投資姿勢を維持してきた。もっとも、ここ

均成長率、世界市場シェアは現状10％から5年後に

に来て、国内経済に漸くデフレを抜け出す兆しが出て

15％を目指す。

きたことや、一方で中長期的にみた場合の日本経済の
マージナル化が益々不可避となってきたこと、さらに

③財務安定性指標

は株主に占める外国人投資家の比率が急上昇する中

（積極的なリスクテイクを通じた財務構成の「最適化」）

で収益率の改善が急務の課題となってきたこと、等か

財務格付、財務レバレッジ（DER）、流動比率に対し

ら、本年からは、
アジア市場での営業展開の積極化、さ

次のような目標を設定する。基本的には、より積極的

らには余剰キャッシュフローを用いた積極的なM&A

なリスクテイクを通じて収益力や成長力を高める（財

によるノンオーガニックな成長の重視等、を事業計画

務安定性という視点からは横這いかやや悪化）こと

の中で大きく掲げることを決定した。

で、財務格付の改善を狙う。具体的には、今後5年間で、

このA社が重視するステークホルダーとの約束、つ
まりリスクアペタイト設定の対象となる分野は次の

財務格付：トリプルB⇒シングルA、DER：2.5倍⇒3
倍、流動比率：120％⇒120％とする。

とおりである。
④顧客・社会からの信頼度指標（顧客・社会に優しく有
①収益指標
②成長性指標

事に強いブランドの確立）
顧客満足度調査、製品不良率、
ブランド力、コンプラ

③財務安定性指標

イアンスに係る指標、災害時対応に係る指標に対し目

④顧客・社会からの信頼度指標

標を設定する。特に、昨今の内外における不良品対応問
題を受け、製品不良率の一層の低減に努めると同時に、

以下では、それぞれの分野におけるA社の考え方、

問題発覚時の迅速な対応を可能とする体制を強化する

および具体的なリスクアペタイト指標と同水準を見

ほか、
「 信頼できる」
ブランドとしての地位を固める。ま

ることとする。

た、特にエマージング諸国におけるコンプライアンス・
リスクの高まりや、世界中における災害・テロ頻度の高

①収益指標（欧米企業水準へのキャッチアップ）
最 重 要 な 収 益 指 標 としては 、R O E を 掲 げ る。現 状

まりを受け、これらリスクの管理体制を強化する。具体
的な指標に係る今後5年間の目標は次のとおり。

8％程度に対し、5年後の目標水準としては、欧米大企
業の平均的な水準である15％を目指す。サブの指標と

•顧客満足度調査：総合ポイントの改善基調の維持

しては、リスク調整後収益指標の一つであるSVAも参

•製品不良率：減少基調を維持

考指標として用いる。同指標が現状比悪化しないこと

•ブランド力：主要営業地域におけるブランド力調査で

を5年後の最低限の目標とする。

の上位選定、SRI（社会的投資責任）指標の構成銘柄
への選出継続

②成長性指標（積極的な新規市場開拓）
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•コンプライアンスに関する指標：エマージング諸国に

設定されたリスクアペタイトを反映した事業計画の策定

おけるコンプライス・リスクを分野毎にリスク度評

に営業展開するというものである。こうした期待に応

価した上で、全ての高リスク度分野に対して適切なリ

えるべく、当初営業部門が出してきた事業計画の大き

スク緩和措置をとる

な特徴は次のようなものであった。

•災害時対応に係る指標：災害リスクを分野毎にリス
ク度評価した上で、全ての高リスク度分野に対して適

•国内事業は基本的に現在の施策を維持

切なリスク緩和措置をとる

•海外、特にアジアでは積極的にビジネスを拡大（具体
的には次のとおり）

２. 当初策定された事業計画に
含まれるリスクの評価

▶ 現地企業との提携による中国現地法人事業の拡大
▶タイ、
インドネシア、
フィリピン、ベトナムにおける現地企

業の買収・提携（余剰キャッシュフローの積極的な活用）
▶ シンガポールに統括本部を設け、
東南アジアにおけ

A社で策定される事業計画は、当然ながら、上記で
示された社としてのリスクアペタイトを強く意識した
ものとなる。但し、当初段階で策定された事業計画が、

る上記現地法人を統括
▶ シンガポールの研究開発部門の強化によるローカ

ル・ニーズを意識した製品の開発

上記の全てのリスクアペタイトを必ずしも満たせるわ

•上記の実現により、中国市場、及び東南アジア市場に

けではない。なぜなら、上記に示された異なるリスク

おける市場シェアをそれぞれ、現在の5％、10％か

アペタイト間には、時にトレードオフの関係があり、あ

ら、5年後には、10％、20％に拡大する。

る指標を満たそうとする結果、別の指標を満たすこと
が難しくなるからである。例えば、典型的なケースとし

•個別新規事業の収益としては、2年で単独黒字、4年で
累損解消を目指す。

ては、収益指標や成長指標と、財務安定性指標や顧客・

•結果として、リスクアペタイトで掲げられた収益指標

社会からの信頼度指標の関係を挙げることができる。

や成長性指標の目標を上回るパフォーマンスを想定

一般的には、収益性や成長性の改善度合いを強めるほ

する。同時に、財務安定性指標も、リスクアペタイト

ど、財務安定性や顧客・社会からの信頼度は低下する

水準にほぼ沿った線で落ち着く。

傾向にある。
こうした中で、まずはリスクアペタイトを強く意識

•当初計画には、顧客・社会からの信頼強化のための施
策はなし。

して作成された事業計画が、本当に全てのリスクアペ
タイト指標を満足できているかを確認する必要があ

上記に関し、特にリスクという視点から、経営陣や

る。その上で、仮に幾つかの指標が満たされていない

企画・財務・リスク管理セクションからは、次のような

ことが分かれば、事業計画を変更するか、或いは、経営

疑問が寄せられた。

が設定するリスクアペタイトの水準そのものを変更
する必要が生じる。以下では、具体的なケースをみて
みよう。

•国内事業は現状の施策維持を想定しているが、消費
税の2度目の引き上げや人口減少のインパクト、競争

前節で示したとおり、A社の経営が有するリスクア

環境の一層の激化（他分野からの企業の参入等）を勘

ペタイトは、一言でいえば、比較的アグレッシブなもの

案した場合、現状の施策維持で、現状の市場シェアや

だといえる。それはつまり、収益率改善に係る株主か

利益率が維持できるのか？

らの強い期待を背景に、また日本経済が今後ジリ貧に

•中国での足許の成長減速のインパクトが十分に勘案

陥るリスクも考慮に入れながら、
アジアを中心とした

されていないのではないか？また提携先企業のトッ

海外で、
ノンオーガニックな手法も用いながら積極的

プと共産党の現首脳陣との関係が必ずしも明らかで
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ネットワークの構築時間等を考慮すれば無理がある

ないリスクをどのように考えるのか？

のではないか？

•米国における利上げ、中国経済の減速が予想される
中で、東南アジア諸国の成長スピードも下方修正すべ

•積極的な投資の結果、財務の安定性は幾分悪化する

きではないか？また米国利上げに伴う資本流出シナ

が、今後日本銀行の見通し通りにインフレ・シナリオ

リオの蓋然性やインパクトをどのように評価してい

が実現した場合のインパクトは勘案しているのか？

るのか？買収先・提携候補先企業との買収・提携が全

•急速な海外展開の結果、国内の人的リソースが逼迫

て成功するとの想定は楽観的過ぎるのではないか？

し、これが国内での品質管理や事故対応に与える悪

•中国市場や東南アジア市場で市場を寡占しているB

影響や、さらには東京からの制御が難しい海外現地法

社の商品対比で、自社の商品にはどのような訴求力

人のガバナンスに問題が生じることも予想されるが、

があるのか？品質なのか、デザインなのか、価格なの

こうしたリスクはもっと抑制すべきではないのか？

か、付随サービスなのか、販売店のネットワークなの

•その一方で、海外への展開を諦め、従来同様、日本市

か？自社商品に訴求力があるという根拠は何か？こ

場のみで生き残ろうとした場合、人口減少や他社と

の仮定が崩れる可能性をどの程度考慮すべきか？

の過当競争が過熱化する結果、収益率の一層の悪化
は避けられないということか？

•新規事業に関し2年で単独黒字、4年で累損解消は、
図表2

ステークホルダー
（SH）
の視点からみた戦略に潜むリスク
株主

SHの主要
な期待

銀行等

収益力

財務健全性

経営戦略の失敗

収益力大幅改善を支持

収益力改善に向けた
積極性は支持

ガバナンス・監督
の不備

ビジネスの急激な変化 ビジネスの急激な変化
への対応懸念
への対応懸念

顧客
商品サービスへの信頼

政府/一般社会
商品サービス、
組織への信頼

従業員
組織への信頼

収益力改善に向けた
積極性は支持
ビジネスの急激な
変化への対応懸念

ビジネスの急激な
変化への対応懸念

ＳＨの視点からみたリスク

トレーディング失敗
不適切な商品
サービス提供

人的リソース拡散から品 人的リソース拡散から
質面で懸念
品質面で懸念

内部不正
労務

海外における労務管理 海外における労務管理
を懸念
を懸念
海外業務展開に係る
IT基盤は脆弱

Ｉ
Ｔ

海外展開に伴う国内で
のリストラを懸念

海外業務展開に係る
IT基盤は脆弱

マクロ経済金融
環境変化

現在の環境は海外展開 エマージング諸国
に有利と判断
リスクの大きさを懸念

事故災害/外部不正
/規制変更

海外の規制環境は
厳格化の方向

海外業務展開に係る
IT基盤は脆弱
再就職先の確保は
比較的容易

海外の規制環境は
厳格化の方向

海外の規制環境は
厳格化の方向

取引先等の破綻

凡例

ステークホルダーの期待を満
足させる蓋然性が高い

ステークホルダーの期待を裏
切る蓋然性が高い

最後に、上記のような経営や企画・財務・リスク管理

で、改めて、上記の事業計画が、本当に全ての分野にお

セクションから示された不安を、様々なストレスシナ

けるリスクアペタイトを満たすことができるのか否か

リオを用いながら、出来るだけリスクアペタイトに与

を検証する。

える影響（つまりはリスク）の「大きさ」に置き換えた上
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ここで用いられるストレス・シナリオの条件として

設定されたリスクアペタイトを反映した事業計画の策定

た納得感の高いものとする

は、例えば、
•先に示されたような「不安」をヒットする内容である
•シナリオの蓋然性は経営がリスクとして意識するレ

等が重要となる。
シナリオを作成するための具体的な作業としては、

ベル（例えば、5年に1度、或いは10年に一度程度発生

一般には次のようなプロセスが想定される。

する頻度）を目安とする

「
• 不安」を具体的な変数やトリガー条件に置き換える

•リスクテイクを敢えて諦めたときの状況もシナリオで

ことで、
「不安」をヒットするシナリオの作成を容易に
する（図表３参照）

検証する「リスクをとらない」
リスクも検証する）
•出来るだけ足許の情勢を勘案したフォワード・ルッキ

•マクロ経済・金融に関する情報を収集し典型的なリ
スク・シナリオを想定する（図表４参照）

ングなものとする
•信頼できる公共機関等が行ったリサーチ等も参照し
図表3

不安（KPIの大幅な悪化）
やそのトリガー要因の特定化（例）

海外事業のKPI

（例）受注高、営業利益

（例）中国事業における事業見通し
環境レイヤー

KPI の主な変動要因

事業見通し

マクロ経済動向

・経済成長ペース

・若干のペースの減少を伴いながらも、高めの経済成長

主要産業動向

・日欧の自動車会社の動向

・外資誘致の政策とマクロ経済見通しを踏まえて、内陸部の工場建設ニーズは依然としてある

建設業の事業機
・中国内の設備投資需要
会
個社の事業機会

図表4

・他社のプライシング
・施主との関係

・建設需要の拡大ペースは継続するが、マージンは減少見通し
・新規顧客の受注は困難
・親密先の設備メンテナンス需要の継続

マクロ情報の収集とストレスシナリオの想定（例）

2015年1月時点

アベノミクスの
失敗

東南アジア通貨安と
不動産バブル崩壊

米国利上げのタイミング
と景気腰折れ
中国シャドーバンキング
問題による金融不安

欧州銀行融
資姿勢後退
日中韓領土
問題深刻化

中東情勢不安と原油
価格上昇
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•不安のトリガー条件を「刺激する」シナリオを探す
（図表５、
６参照）
図表5

事業計画に係る
「不安」
を刺激する事態の評価（例）

（例）中国事業における事業見通しと影響
環境レイヤー
マクロ経済動向

主要産業動向

建設業の事業機会
個社の事業機会

図表6

事業見通し

想定の揺らぎ

想定の揺らぎが
発生する可能性

影響の方向

影響度

経済成長ペース

若干のペースの減少を伴い
ながらも高めの経済成長

経済成長のペースが大幅に
鈍化

小～中

悪い影響

大

日欧の自動車会社の
動向

外資誘致の政策とマクロ経
済見通しを踏まえて内陸部
で工場建設ニーズ

中国での設備投資にブレー
キ

中

悪い影響

中

中国での設備投資がさらに
加速

小～中

良い影響

大

競争環境の緩和とマージン
の改善

小

良い影響

大

親密先の設備メンテナンス
需要の消滅

小

悪い影響

中

KPI の主な変動要因

中国内の設備投資需要
他社のプライシング
施主との関係

建設需要の拡大ペースは継
続するがマージンは減少見
通し
親密先の設備メンテナンス
需要の継続

事業計画の仮説とリスクシナリオを通じた検証（例）
シナリオ

地域

環境レイヤー

中国
主要産業動向
タイ
マクロ経済動向
タイ
主要産業動向
フィリピン
フィリピン
ベトナム
・・・

前提の崩れ

米国利上げ

欧州銀行融資姿
勢後退

中国シャドーバ
ンキング問題に
よる金融不安

東南アジア通貨
安と不動産バブ
ル崩壊

○
○
ー
○
○
○

ー
ー
ー
ー
○
○

ー
ー
○
ー
ー
○

ー
○
○
○
○
ー

中国での設備投資にブレーキ
経済成長のペースが大幅に低下
日系●●業の投資需要停滞

○「前提の崩れ」が実現するシナリオ
－「前提の崩れ」が実現しないシナリオ

•上記のマクロ情報も踏まえながら、トリガー条件を

・・・

検証に用いるシナリオとして採用
（○の数などに基づいて決定）

リスクを評価した結果は次のとおりである。

刺激するような「ユニーク」なシナリオも検討する
•なお非財務リスクに関しては、例えば、コンプライア

•日本のマクロ経済シナリオに基づく限り、現状の施

ンス・リスクの分野では、上記のようなストーリー

策の維持を前提とすれば、国内事業の収益率が今後

性を持つシナリオを作成するというよりは、足許の

悪化することは避けられない。

コンプライアンス・リスクに係る情報を収集した上で

•一方、中国や東南アジアのマクロ経済シナリオを前

（図表７参照）、これを踏まえたリスクのタイプの分

提とすると、中国や東南アジア市場における営業展

類×国毎のリスク評価を行い、同リスクの大きさと

開の積極化は、潜在的には日本市場における収益率

同リスクへの対応状況の差異（残余リスク）を、事業

の悪化を補って余りある結果を残す可能性が高い。

計画検討において考慮すべきリスクとして捉えるこ

但し、相応の蓋然性がある幾つかの特定シナリオ（例

とが考えられる。

えば、米利上げに伴うエマージング諸国からの資本
流出加速や、中国経済の大幅減速シナリオ）下では、

上記のストレスシナリオを通じて、事業計画に潜む
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撤退費用を含む大幅な損失が生じる可能性も存在す

設定されたリスクアペタイトを反映した事業計画の策定

図表7

コンプライアンス・リスクに係る情報収集（例）

テロリストと関連する
企業との取引

る。
•同時に、人材リソースが逼迫する中で、急速な海外展
開を実行することが、結果として、海外現地法人にお

•当初の短期急拡大型な海外戦略展開を国毎に優先順
位を付けた漸次的な展開（インドネシア⇒タイ⇒フィ
リピン⇒その他）に変更する

ける危機対応能力の欠落⇒危機発生時の損失の拡大

•買収型から提携型戦略に重きを置く国の数を増やす

やコンプライアンス・リスクの拡大をもたらす。蓋然

• 「撤退」のルールも明確化する

性はやや低いものの、リスク顕現化時のインパクト

• 当 初 想 定 を 大 きく上 回 る 人 員 を、海 外 現 地 法 人 サ

は相当大きな資本やレピュテーションの毀損をもた

ポートやリスク管理セクションに回すことで、不測の

らす。

事態に対する対応能力を拡充する（但し、この分コス
ト増とはなる）

３. 測定されたリスクと
リスクアペタイトとの比較、
及び同比較に 基づく
事業計画の修正と確定

• また先行き当面円安状況が続くことを展望し、品質
管理やコンプライアンス・リスク管理が容易な国内の
生産能力⇒輸出の増強を検討する
• 上記の結果として、収益や成長面でのパフォーマンス
はやや低下し、当初のリスクアペタイトに届かなく
なるものの、一方で、財務安定性や顧客・社会からの

上記のリスク評価結果を、A社のリスクアペタイト
と比較した場合、以下の面でリスクがリスクアペタイ

信頼面では、パフォーマンスが向上し、リスクアペタ
イトの範囲内に収まるようになる。

トを超過している可能性が認められた。
•現状の事業計画を前提とする限り、収益率や成長面

上記の改定された事業計画を検討した結果、経営は

でのアペタイトを十分満たすものであるが、一方でこ

結局、収益や成長面における自らのリスクアペタイト

の計画は、財務安定性や顧客・社会からの信頼面での

を下方修正する形で、上記計画を了承した。

アペタイトを大幅に上回る可能性が相応に高い。
以上は、架空の企業であるA社のケースを用いた例
上記の分析結果を受け、A社は以下のような形での
事業計画の変更を検討することになった。

示である。言うまでもないが、実際には、企業のタイプ
や直面する環境によって様々なケースが想定されるた
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設定されたリスクアペタイトを反映した事業計画の策定

め、上記は飽くまでも、RAFを事業計画策定に活かす

出版物

ための一つの例示として捉えて欲しい。
このようにRAFは、第1回の説明でも強調したとおり、
•様々なステークホルダーの期待を、経営が自社の経
営目標にどのように取り込もうとしているか（リスク

リスクアペタイト・
フレームワークの構築

アペタイトの設定）、
• さらに、このリスクアペタイトを実現するために如何

●大山 剛（著）/
中央経済社 2015年3月刊
ISBN-13：978-4502135712
定価：2,800円（税抜）

なる経営戦略を実行しようとしているのか、
を、単に内部関係者のみではなく、外部の目からみて
も分かりやすくする枠組みであることが、分かったの
ではないかと思う。
RAFに関しては、これまで4回に亘り連載してきた
が、図表１に示された作業ステップをみると、今回示
した「リスク水準の適切性の確認と必要に応じた経
営計画の修正」の後、
「 戦略レベルのRA指標の下位レ
ベルへの落としこみ」、
「 リスクのモニタリング、制御
の実行」、
「RAをベースとした評価体系の構築と実行」、
「RAFのディスクロージャー資料の作成」といった作
業が続くこととなる。もっとも、これら作業は一般的
に、各企業の業務特性や直面する外部環境によって大
きく異なる。また同時に、各企業において蓄積された
経験がまだ少ない中で、こうした作業を類型化し典型
的な例を示すほど、サウンド・プラクティスの範囲が
狭まっていないのも事実である。今号を最終回とした

金融危機で辛酸をなめた監督当局が金融機関に対して求
めるリスク管理の新しい姿「RAF」とは何か？
金融機関はRAF構築に向けて、今後どのように動き出すべ
きなのか？
グローバル金融危機で発覚した様々な問題点を踏まえ、監
督当局が金融機関に対し示した、いままでにないまったく
新しいリスク管理強化の枠組み、それが「リスクアペタイ
ト・フレームワーク（RAF）」
です。
本書は、この非常に難解で、実務的に依然発展途上段階にあ
るＲＡＦの姿をやさしく解き明かしながら、金融機関がいか
にしてRAFを構築していくべきかを、多くの事例を交えつつ
作業ステップごとに解説した、本邦初のRAF解説書です。

目次

背景には、このような事情がある。今後多くの企業が、

第１章 リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）
とは
―監督当局が求めるRAFの姿

様々なRAFの経験を積み重ねる中で、望ましいRAFに

第２章 RAF構築やリスク文化形成に向けた金融機関の対応

係る一定の考えが醸成され、これが広く企業の間でコ

第３章 RAF構築の作業ステップ１
：RAF構築のための体制整備
／RAFと統合リスク管理の違いの整理

ンセンサスとして共有されるようになれば、RAFはそ
の時点で、新たな企業経営の形として定着することに
なるであろう。外部環境の不確実性が益々増し、その一
方で経営の透明性向上が求められる中で、その日は意
外に早く来るのかもしれない。

（注）主に金融機関を意識して書かれたものではある
が、RAF構築に関するより詳細な議論を知りたい方に

第４章 RAF構築の作業ステップ２
：主要ステークホルダーの期待の確認
／リスク文化の確認／ビジネスモデルの確認
第５章 RAF構築の作業ステップ３
：RAFが対象とすべきリスク・スコープの決定
／経営陣が有するRAの特定化／リスク量の計測・
把握方法の決定とリスク・プロファイルの確認
第６章 RAF構築の作業ステップ４
：戦術・業務レベルのRA
／パフォーマンス評価体系の構築

は、最近刊行された大山剛編著「リスクアペタイト・フ

第７章 RAF構築の作業ステップ５
：RASの作成とディスクロージャー

レームワークの構築」
（ 中央経済社）の一読をお薦めし

第８章 ケーススタディ
過去の経営危機の構図とRAFがもたらす違い

たい。
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