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経営を止めない。経済を止めない。

コロナショック判定マトリクスによる
事業継続リスク判断

【 コロナショック判定マトリクス 】

■ キャッシュリスク

　新型コロナウイルスの感染拡大による、ホテル、飲
食、旅行、イベント等のサービス業の急減な業績悪化、
世界の工場の操業停止による関連企業への影響、世界
的経済活動停止による全産業への影響など、終息が見
えないコロナショックの影響は、全産業に及びつつあり
ます。

　4月10日時点でコロナショックが原因で中小企業51
社が経営破綻に追い込まれたという発表がありました
が、政府の緊急事態宣言で経済活動のさらなる収縮は
避けられず、破綻件数は一段と増える見通しでありま
す。昨秋に大型台風や消費増税の影響を受け、2019
年10～12月期のＧＤＰ（国内総生産）が前期比年率
7.1％減と落ち込んでおり、日本経済にとって、新型コ
ロナ禍が訪れたタイミングは最悪だったと言えます。

　新型コロナウイルスの感染が終息すれば経済活動は
すぐに回復を目指すと思われますが、その間に企業の
資金繰りが悪化して倒産が増えれば、リーマン・ショック
級の「100年に1度」の危機となります。

　このような状況下ですが、経済も経営も止めてはい
けません。企業は将来にわたって事業を継続してゆくこ
と（ゴーイングコンサーン）を前提に存在しているから
です。企業存続のために経営者は思考を止めてはいけ
ません。自社や取引先の経営状態を「コロナショック判
定マトリクス」＝「キャッシュリスク」×「財務リスク」に
より把握し、早期に対策を講じましょう。
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企業を愛し企業とともに歩む実践派コンサルタントとして、企業・再生事例を多数
持つ。財務の視点を踏まえた成長企業のマネジメント力強化、収益構造改革を得
意としている。戦略CFO研究会リーダー。
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コロナ禍を生き抜くために

コロナショックの長期化により疲弊する企業財務

求められる資金繰りの重要性と生存戦略

　リーマン・ショック級の「100年に1度」とも呼ばれるほ
どの災厄となった新型コロナウイルス（以下コロナウイ
ルス）により、企業はこれまで直面したことのないレベル
の不確実性とリスクに苛まれ、特に飲食業・宿泊業を中
心に資金繰りが急速に悪化するなど、現預金および自己
資本の毀損が懸念されています。
　国連は2020年の世界経済成長率を、ベースラインで
マイナス3.2％、悲観シナリオではマイナス4.9％と予測
（図表１）。また、アジア開発銀行はコロナショックによる
世界経済の損失額を最大8.8兆ドル、世界全体のGDPを
最大9.7％押し下げると試算しています（図表2）。

株式会社 タナベ経営
経営コンサルティング本部
東京ファンクションコンサルティング本部
財務戦略（ホールディングス、M&A、事業承継）

チーフコンサルタント  公文 拓真

2

　この局面を生き残るために欠かせないのが財務マネ
ジメント、特に資金繰りです。資金繰りを誤ると利益を出
しているにも関わらず資金がショートし黒字倒産してし
まうことがあります。特に飲食店などで現金売上が急激
に減少する中、資金繰りがつかないまま仕入の支払時期
を迎えると、簡単に決済不能に陥ってしまいます。
　経営基盤が盤石な大企業においても手許キャッシュを
確保する動きがみられます。トヨタ自動車は昨年末で
5.2兆円の現預金（月平均販管費の約22ヶ月分）を保有
しているにも関わらず、新たに１兆円の資金確保枠を銀
行へ要請しました。また日産自動車も5,000億円の資金
調達を打診しています（4月10日時点）。
　以上を踏まえ、現在の危機的状況下においては利益
を上げること以上にキャッシュを確保する必要があり、さ
らに“今月足りるか足りないか”ではなく、３～６ヶ月先を
見据えた先行資金繰り管理が重要といえます。
　以降のページで資金繰りの手法やコスト削減による
キャッシュ創出手段などの要点を、具体的な事例を交え
つつ紹介していきます。
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      （2020年5月13日）

出典：アジア開発銀行「ADB調査報告書」（2020年5月15日） 出所：帝国データバンク公表データより株式会社タナベ経営が作成
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【 図表１ 】 国連の世界経済見通し（単位：％）

【 図表2 】
新型コロナウイルス感染拡大による世界経済への影響
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【 図表3 】 倒産件数推移

銀行出身。管理会計や中期経営計画策定など
財務コンサルティングで企業を支援。戦略CFO研究会サブリーダー。
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コロナ禍を生き抜くために ｜求められる資金繰りの重要性と生存戦略

自社の実態把握が“一丁目一番地”

　資金繰りを改善する上で、まず必要となるのが“自社
の収支・財務状況を正確に把握する”ことです。

②固変分解による収益構造把握（管理会計）
　不況下においてコストを削減すべきは固定費です。理
由としては変動局面の市況において、売上に連動する
費用よりもベース的費用である固定費が負担となりやす
いからです。

　コスト削減に着手する前に、自社の固定費科目は何な
のか、BEP（損益分岐点＝収支トントンとなる売上高）は
いくらなのか、という収益構造の分析が必要となります。
　
　固変分解と固変費率を求めるには科目勘定法（図表5）
や最小二乗法（図表6）などがあります。

　これらの管理会計を実施することで、どの費用を減ら
せば効果的にコストダウンができるのか、どの程度まで
売上を下げても利益を確保できるのか、ということを意
思決定できるようになります。

③保有資産（バランスシート）の検証
　遊休・不要資産を売却しキャッシュを獲得するために、
現状の資産の洗い出しが必要になります。

①精緻な資金繰り表の作成
　ほとんどの企業は１～２ヶ月程度の先行予測のみで、
６ヶ月先まで見越した資金繰り表を作成している企業は
稀ではないでしょうか。
　しかし、支払に関しては１年先まで見越せるのが
“VUCA”時代における必須条件であり、こと資金繰りが
不透明な状況下においては重要な意思決定基準となり
ます。

　正確かつ中期の資金繰り予測を行うためには、各部
門から集約されるフォーマットをバックデータとして、積
み上げ式の資金繰り表を作る必要があります。

自社実態把握のポイント

①精緻な資金繰り表の作成

②固変分解とBEP算出による収益構造把握

③保有資産（バランスシート）の検証

【 図表4 】 先行資金繰り表作成手順

【 図表5 】 科目勘定法

【 図表7 】 資産処分までのステップ

【 図表6 】 最小二乗法
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②必要事業資金の圧縮
　必要事業資金とは“仕入⇒在庫⇒販売⇒回収”という
サイクルの中で事業継続に必要な経常資金であり、
下記の式で算出できます。
＜必要事業資金＝売上債権＋棚卸資産－仕入債務＞

　この必要事業資金が大きいほど資金繰りが忙しくなる
ため、なるべく圧縮することが重要です。
　そのためには、
▷在庫の圧縮（現金化）
▷販売代金の現金回収交渉および日数短期化交渉
▷買掛金支払期間の長期化交渉（ただし値引きなど　　
　ができなくなる可能性があることに留意）
─などが重要になってきます。

③与信管理の強化
　景気の悪化に伴い、取引先（販売先）に対する与信管
理も重要な施策となってきます。
　与信管理が不十分だと貸倒れの危険が生じ、資産の
減少や、せっかく稼いだ利益も失われ連鎖倒産を引き起
こす恐れがあるため、経営者として貸倒リスクに関して
正しく認識し“守り”を固める必要があります。与信管理
で重要なポイントは下記の３つです。

▷管理者の任命
　だれが与信管理を行うのか、また業務の範囲は
どこまでか、など明確にしておく必要があります。
　
▷業務の定義化
　・与信管理（主に受注審査業務）
　・不良債権管理（支払条件の改善交渉など）
　・法務全般（特に民法、商法、倒産法への対応）

▷業務フローとフォーマット整備
　自社の業務フローの中でいかにチェック機能を組み込
み定着化させていくかを検討するとともに、チェック項目
については予め型決めし、フォーマットを作成しておくと
円滑な運用が期待できます。

コストダウン戦略の構築と実行

　自社の資金繰りと収益構造を把握したのち、まずは
コストダウンから迅速に着手していきます。

①固定費の削減と変動費化
　固定費削減の優先順位は、金額が大きく、今まで着手
していなかったものから真っ先に行う必要があります。
　以下で人件費と家賃の削減例をあげます。

▷人件費
　人件費削減のポイントは“生産性の向上と適正な労働
分配率の実現”であり、全社員の一律給与カット等の水
準引き下げはモラール低下を引き起こす可能性がある
ことから、できるだけ回避したほうが無難です。

▷家賃
　今まで着手してこなかったのであれば、積極的に家主
との交渉に臨むべきです。

　なお交渉においては、
　・恒久的な引き下げ（コロナウイルス後も継続）　
　・一時引下げ（終息までの1年間だけ、等）
　・支払先送り（1年間免除・その後2倍支払、等）
　・管理費・水道光熱費などの準家賃の免除
など複数の“カード”を用意しておき、“ゼロ回答”を回避
しましょう。

コストダウン戦略軸

①固定費の削減と変動費化

②必要事業資金の圧縮

③与信管理の強化

【 図表9 】 必要事業資金概略図

売上債権 棚卸資産

仕入債務 必要事業資金

【 図表8 】 人件費削減施策例
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コロナ禍を生き抜くために ｜求められる資金繰りの重要性と生存戦略

政策・金融機関・
コンサルティング等の活用

コロナ禍の先に待つ希望

　現在銀行から事業資金を借りている場合、まずは返済
条件の変更を申請しましょう。

③タナベ経営におけるソリューション
　この度タナベ経営において企業再建を目的とした
「ターンアラウンドチーム」を組成し、企業の業績改善に
向けた支援を行っていきます。

　具体的には
▷収益・キャッシュフロー再生
▷事業モデル再構築
▷コストダウン（生産性改革）
─の3つを統合したチームコンサルティングパッケージ
により、“180日間”で持続的にキャッシュフローを生み
出す企業体質を構築する支援を行っております。
“手遅れ”になる前にぜひご相談ください。

　4月10日現在、オーストラリアで拡大緩和の兆しが見
えるも、中国・アメリカ・ヨーロッパを爆心地とした感染が
世界的に拡大する中で、世界的な景況は通年で減速す
る可能性が高いと思われます。

　特に4-6月期は各国の経済停滞の影響を顕著に受け
ることで急激に景気は下降すると思われます。

　ただ、私見ですが、コロナ禍が終息すれば、経済活動
の急激な回復が見込めるとみています。コロナウイルス
の感染拡大の規模と影響度合いが把握できれば、大規
模な政策対応により、最終的には強力な景気回復の足
場が整うと思料します。

　コロナウイルスにより経済と手元現預金が疲弊してい
く今、経営者がとるべき行動は、資金ショート回避による
赤字倒産の防止と、回復局面に至ったとき、スピーディ
に回復の波に乗るための投資資金確保です。

　特に、不況期から景気回復にいたる局面においては、
“悪貨”が駆逐されることで有能人材を獲得する確率が
高まり、また企業価値減耗によりM&Aのハードルが下が
るなど、設備以外の投資機会が訪れると予想されます。

　キャッシュフロー経営を行うことで今を耐え抜き、
未来のチャンスをつかみましょう。

①リスケジュール（リスケ）の実施
　たとえば毎月100万円返済していたものを、1年間そ
の半額である50万円に減額してもらい、その差額であ
る600万円（50万円×12ヶ月）のキャッシュを創出する
ことが目的です。

　確実にリスケの申し出を銀行が了承するわけではあ
りませんが、現在“新型コロナ特例リスケジュール”制度
が始まったため、相談を受け付けてくれる可能性が高い
です。

　ただし、リスケの前提として“リスケを行うことで返済
できる可能性が上がり、銀行にもメリットがある”という
ことを証明する必要があるため、“事業計画書”の策定
が必須となります。
　もし自社で策定することが困難であったり、銀行との
交渉に不安がある場合は外部機関（コンサルティング等）
の支援を得るほうが確実です。

②緊急対応融資等の活用
　現在、経済産業省が主体となり、民間金融機関と提携
した多くの資金繰り対策が発表されています。
（※具体的な内容は経済産業省通達「新型コロナウイル
ス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」を参照くださ
い。）

　特に、“無利子・無担保融資”や“信用保証付き融資に
おける保証料・利子減免”は非常に心強い制度となって
います。迷ったら“とりあえずビール！”の感覚で借入を打
診しましょう。

外部リソース活用例

①リスケジュール（リスケ）の実施

②緊急対応融資等の積極活用

③タナベ経営におけるソリューション
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