
29TO Story 3

Elephant?
Please watch carefully



30TO Story 4



31TO Story 4.5

Back to C.M.



32TO Story 5

Raise your hand when you see another picture
G. Fisher, 1967



Cost 33

〔例題〕

青山君は600円の投資で、ハイライトを6個
取った。青山君はその一つを緑川君に125円
で渡した。ハイライトの煙草屋での値段は
一個150円とする。

製造課長: 25円の損
経理課長：25円の得
利益 =売価 –仕入れ原価

= 125- 600/6 = 25



Cost 34
イラスト表示

一個を緑川君に売る

一個を緑川君に売らない

５個を吸う

６個を吸う
埋没費用

600円
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イラスト表示

一個を緑川君に売る

一個を緑川君に売らない

一個を煙草屋から買い戻す

125円 (収益)

０円 (収益もなければ、費用もない)

600円

150円 (費用)
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製造課長の見方

比較の対象 収益 費用

相違分

一個を売る

売らない

125
0

125 150

0

25円の損

150



Cost 37

経理課長の見方

IN OUT

バランスシート

125 100
25 利益
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割勘計算の存在

なぜ一個のハイライトが100円なのでしょうか。100円とみなしたので
す。100円とみなすことが公平と考えた結果です。

パチンコなんて、最初の一個をとるのが難しいのですから、はじめの
一つが600円で、あとはオマケのようなものです。したがって、緑川君
に売ったハイライトはオマケの分(0円）と考えてはいけないのでしょう
か？

青山君は昨晩パチンコに600円を投資し、ハイライト6個をとりました。



Cost 39
要約

財務会計 経済性分析

需要予測
リスク分析
経済学
統計学

過去
現在

未来



Cost 40

前向き思考

将来発生する収益と費用を計上するのが損得計算ですから、埋没費
用である過去の費用は考えに入れる必要はありません。

脱ダム宣言をした県知事さんがいましたが、これまで建設のためにい
くらの出費があろうとも、それは埋没費用ですから、いまから先のこと
を考えて意思決定をすればいいのです。

期末テストの直前になると、「先生、すみませんが中間テストの点数を
埋没にしていただけませんか」という依頼がしばしば届きますが、これ
は埋没にはなりません。でも、その気持ちはわかります。
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ここまでが、第二回講義でカバーする内
容のすべてです。授業の進行が受講生と
の質疑応答などの理由で変化することが
あります。つまり時間が余った場合の演
習問題を準備しました。問題は次の2問
です。

⑧ 省力投資問題

⑨ 金の在庫

数値は配布資料の番号です
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省力投資問題

ある会社で次のような会話が交わされていました。

「2,000万円のロボットか。これを導入できたらかなりの費用の節約ができ
る。特に人件費の節約が大きいな」

「部長、このロボットが説明パンフレットに書いてあるだけの仕事をこなすと
したら、うちの従業員3人分の仕事量に相当します」

「そうか。じゃ来月から作業部門の従業員を3人減らして人件費を節約しよ
う。できるだけ高い給料の3人を作業部門から選んでこい」

「それは無理です。解雇はできないことになっています」
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「ということはロボットの導入で浮かせることができる3人分の人件費は
どうなるのだね」

「はい、配置転換でしょうか。人件費は節約できません」

「配置転換された人たちに対して、会社が従来通り毎月の給料を支払う
のだったら、人件費は一銭も節約できないじゃないか。それに年間の事
業計画は決まっていて、配置転換で他の部門に従業員が3人増えたか
らといって、その部門の生産性が上がるわけでもないしね。これじゃ省
力投資とか何とか言って新鋭ロボットの導入は見送りだ」

省力投資と言ってロボットを導入しようとするとき、いったい、どのような
費用が節約できるのでしょうか。



ロボットの購入費 : ２０００万円
ｖｓ

年間人件費の節約額: ８００ 万円 x 3 人

作業部門
（50人の作業者）

ロボット ２０００万円

3人の作業者
800万円/人

０円

図１



ロボットを買う

ロボットを買わない

２０００万円

８００万円 x ３ の節約になるだろうか?

図 2



ロボットを買う

ロボットを買わない

次年度雇用計画

８０人の採用

図３



ロボットを買う

ロボットを買わない

次年度、77人の人が採用される

次年度、80人の人が採用される

図４



図５

 適切な q点をみつける
 “将来へのしわ寄せ（future obligation）”
を考える

人件費は思っているほど高くない
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現在12月 1月 2月 ３月
在庫品の価値 1000万円 1100万円 1200万円 1300万円

金の在庫

金の値上がりが激しかった頃、ある貴金属会社で次のよう
な意思決定の問題が持上がった。その頃、会社には1000万
円ほどの白金の在庫があった。この白金の在庫は学校関係
の理科教材の部品として使われるためのストックで、需要は
新学期の始まる４月で、その他の月はほとんどない。現在12
月である。ここ数ヶ月間、金価格の値上がりのため、現在
1000万円の白金は来月には1100万円、次の月には1200万
円とほぼ毎月100万円単位で上昇する傾向が見られる。
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そんな折、会社のエンジニアが次のような提案を持出した。
「手持ちの白金を来月1060万円で売り出したらどうだろうか。市
場の価格は1100万円だから、うちの白金は必ず売れて60万円
儲かる。そうしたら、すぐに同じ量の白金を市場から1100万円
で買うんだ。そして、それを次の月（２月）に1160万円で売りに
出そう。1160万円でも市場価格の1200万円より安いから、売
れてまた60万円儲かる。そして、1200万円で同量の白金を買
い戻して、次の月（３月）に60万円を上乗せして売るようにして
いけば、月々60万円儲かることになる」値上がりが続く限り、会
社は60万円ずつ儲かっていくというのが彼の主張である。
「いや待ってくださいよ」と経理課長が注文をつけた。彼は「い
やいや1月の収支を見ると、同量の白金を売買して収入（売価）
が1060万円、支出（買値）が1100万円だから差引き40万円の
損を生み続けることになる」という。損得の立場から、この白金
の取引きを判断するとすれば、どちらの主張が正しいだろうか。
比較の対象を明確にして答えなさい。
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現在12月 1月 2月 3月
在庫品の価値 1000万円 1100万円 1200万円 1300万円

現在12月 1月 2月 3月
在庫品の価値 1000万円 1100万円 1200万円 1300万円

1060万円 1160万円 1260万円

エンジニアの主張
経理課長の主張

金の在庫
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比較の対象は何でしょうか？

金を売買する場合、最後は買ってやめるのでしょう
か、売ってやめるのでしょうか？

現在12月の1000万円の金は、収益ですか、費用で
すか



ご清聴いただきありがとうございました。



損得学 2： 埋没費用 発展問題

損得学 2 の講義は、 ビジネス事例を用いて「 比較の原則」 を理解します。 ひと
つの例と し て、 埋没費用の考えがでてきます。 埋没費用は過去に出費したコス

ト のこと で、 現在の意思決定ではその額を考慮に入れる必要はあり ません。 あ

るプロジェ クト にすでに 3 億円を投資してしまったと し ます。 あと 1000 万円
足らずの投資で、 そのプロジェ ク ト は完成し ます。「 わずかな額の追加投資で

プロジェ ク ト は完成するのだから 、 いまの段階で中止するなんてもったいない」

と いう こ と で、 プロジェ ク ト の継続を促すよう な意思決定をし たこ とはあり ま

せんか。 3億円は埋没費用です。

昨年度、 会社であるプロジェ ク ト に失敗しまし た。 1 億円の損失を出し てしま
ったのです。 今年度、 別のプロジェ ク ト を実施するかどう かの意思決定に迫ら

れています。 そのと きに、 昨年の 1 億円の損失をリ カバーしなければ、 そのプ
ロジェ ク ト を実施し ないと考える人がたく さ んいます。 1 億円の損失は埋没費
用です。

このページの下に掲載する以下の問題に挑戦してみまし ょ う 。

1－6、 1－10、 2－1

解答の解説は以下の URL にあり ます（「 比較の原則と埋没費用」 の「 講義」 ボ
タ ンをクリ ッ クし てご覧く ださい）。

http://cnt.waseda.jp/ocontents/contents/open/2008fujita/index_j.html

問題:

1-6. 山下製造所では, 毎日製品 A と製品 Bを一つずつ作っている。 各製品の製

造時間は 4 時間で、 その費用と利益の値は下表のよう に与えられている。

それぞれの製品の経費は毎日の固定費である$140 を、 人件費と材料(その

他の変動費)の和に比例し て割り かけた数値である。 人件費（ 労務費） は

月の固定費で、 月給と して従業員に支払われる。 もし 、 それぞれの製品に

たいして、 十分な需要があるとすれば、 どちらの製品を毎日製造販売する

のが得でし ょ う か。

製品 A一個 製品 B一個

売上高 $280 $330

人件費( $80/日相当) 40 40

材料費とその他の変動費 80 120

経費 60 80

利益 100 90



1-10. 大阪でのビジネスで、 田中さんは東京～大阪間の往復航空券を 20, 800 円

で購入した。 航空券の有効期間は 5日間である。 その区間の片道航空券は

12, 000 円である。 もし往復航空券を購入し 、 片道分しか使わないとすれ

ば、 航空会社はその差額分である 8, 800 円を（ 有効期限内であれば） 払い

戻してく れる。 この航空会社には通常の便のほかにムーンライト 便と よば

れる深夜便があって、 その航空券代は 8, 400 円（ ただし片道のみ） である。

田中さんはその往復航空券を使って東京から大阪へ出張してきたところで

ある。 次の 2 つの質問に答えなさい。

質問（ １ ） 大阪での仕事は多忙をきわめ、 田中さんは 5 日以上大阪に滞在

しなければならない状況にある。 そこで秘書に頼んで復路の航空券を航空

会社で払い戻そう と考えていたと きに、 親友の山本さんが現れ、 その切符

を格安の値段で譲って欲しいと頼みにきた。 田中さんが損をしないために

は、 山本さんにその切符をいく ら以上（ あるいは以下） で売るべきだろう

か。

質問（ ２ ） 田中さんの日程が変更になり 、 5 日以内に東京へ戻るとする。

そのよう なと きに、 山本さんが切符を譲って欲しいと頼みにきたときは、

いく ら以上（ あるいは以下） で売るべきだろう か。

2-1 新型の設備を設置する方法と して、 G案と H案の 2 つが考えられている。

G案では開発費が 1000 万円かかると見込まれ、 H案では 600 万円で済む可

能性があるものであった。

G 案の開発に関しては不確実性がほとんどないとみてよいが、 H 案の費

用の見積もり にはかなり の不確実性があり 、 見積もり の確実性を上げるに

はフ ィ ージビリ ティ ー･スタ ディ ー（ ある種の調査分析） をし なければな

らない。

そこで、 フ ィ ージビリ ティ ー･スタディ ーをやるべきか否かと いう 問題

が生じたが、 結局 200 万円をかけてフィ ージビリ ティ ー･スタ ディ ーを行

った結果、 H 案では開発費が 900 万円かかることが、 かなり の確かさで判

明した。 つまり 、 G案では、 1000 万円、 H案では 200＋900＝1100 万円の費

用がかかる。 いま、 どちらの案をとるのが安く つく と考えるべきか。



損得学 2： クラス演習問題

この問題を作った頃、 ハイライト の値段は 1 個 150 円でした。 以後、 ハイライ

ト の値上り があり 、 いまでは、 だいぶ高く なっています。 下の問題はどう ぞ、

当時の価格で解答願います。

パチンコを得意とする青山君は昨夜運だめし をしたと ころ、 600 円の投資で

好きなタバコ （ ハイライト ） を 6 個獲得することができた。 あく る朝その 6 個

のハイライト を持って会社へ出かけた。 青山君が更衣室で着替えていると き、

親友の緑川君がきて、 そのハイライト を 1 個 125 円で譲って欲しいと言ってき

た。 青山君はハイライト を 125 円で渡すことにした。

その日の午後、 青山君が製造課長と打合せをしていたと き、 たまたまパチン

コの話になった。 製造課長は「 君はそのハイライト 、 あと でタバコ屋から 150

円（ 定価） で買い戻すんだろう 。 だから、 25 円損した勘定になる」 と いう 。 青

山君はなるほどと思った。

同じ日の午後 3 時の休憩時間に青山君は経理課長に会い、 昨夜のパチンコの

得意話をした。 そして、 親友の緑川君にハイライト 1 個を 125 円で譲ったこと

を話したと き、 経理課長は「 それは 25 円の得になるね」 と言った。 さ っきの製

造課長の説明では 25 円の損になるという ことだったので、 経理課長にその理由

を尋ねたと ころ、 次のよう に説明してく れた。「 よう するに、 売価から仕入原価

を引いた値が利益になるんだ。 だから、

利益 ＝ 売価‐ 仕入れ原価

＝ 125 円－600 円/６ ＝25 円

になるじ ゃないか」

みなさんは、 この問題は青山君にと って 25 円の損になると考えますか。

あるいは、 青山君にと って 25 円の得になると考えますか。


