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エコノミスト・レター」
要 旨
ニッセイ基礎研究所
２０１５年５月１日号

米利上げ局面のユーロ相場を振り返る
〜金融市場の動き(５月号)
要

旨

1 （為替） 一般的に、利上げを行う国の通貨

ユーロドルレートの長期推移

には上昇圧力がかかるため、過去の米利
上げ局面ではユーロ安ドル高基調になっ
たと考えられがちだが、必ずしもそうで
はない。ユーロ発足後の2回の米利上げ局
面では、為替の動きがまちまちだったう
え、ともに金利差から考えられる為替の
（資料）bloomberg

方向性とは逆の動きになった。過去の米

（年）

利上げ局面では、ユーロの信認が大きく

2 （日銀金融政策） 日銀は4月の決定会合

動いていたため、金利差よりも信認がユ

で現行の金融政策を維持した。会合では

ーロ相場を動かす原動力になっていたと

展望レポートの物価見通しを下方修正、

考えられる。一方、今回は、ユーロの信

物価目標達成時期を16年度前半へと後

認に大きな変動はなさそうであり、素直

ズレさせ、物価の基調改善を理由に、現

に米利上げに伴う独米金利差（独−米）

段階での追加緩和の必要性を否定した。

のマイナス幅拡大を受けて、ユーロ安ド

3 （市場の動きと予想） 4月は円高ドル安と

ル高基調になりそうだ。ただし、ユーロ
圏経済の前向きな動きや原油価格上昇で、

なり、ユーロドルは上昇、長期金利はや

ユーロ圏の物価が改善していけば、ECB

や低下した。当面の為替は対円・対ユー

量的緩和の出口への思惑が高まり、ユー

ロでのドルの持ち直しを予想。長期金利

ロの下支え・反転材料になる。なお、今

は、当面0.3％台を中心とするボックス

回米利上げ局面のユーロと円は、しばら

圏での推移を予想している。

く弱さ比べの様相になりそうだ。米利上

日米欧長期金利の推移（直近 1 年間）

げ後も、日欧ともに量的緩和を継続する
と予想されるためだ。従って、米利上げ
後の一定期間のユーロ円は変化が乏しい
ものになりそうだ。ただし、日銀の異次
元緩和の方がより長期化するとみられる
ため、米利上げ局面の後半は緩やかな円
安ユーロ高基調になると見ている。

（データ）Bloomberg

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。
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ネットジャーナル
「経済・
」 金融フラッシュ」
要 旨
ニッセイ基礎研究所
２０１５年５月７日号

【インドネシア１‑３月期ＧＤＰ】
前年同期比+４.７％
〜補助金削減の成果を待つ辛抱の時期に〜
要

旨

1 （１‑３月期は前年同期比+４.７％と鈍化）

2 （補助金削減の成果を待つ辛抱の時期に）

インドネシア中央統計庁（ＢＰＳ）は5

1‑3 月期の成長率はふたたび 2 期ぶり

月5日、2015年1‑3月期の国内総生産

に 5％台を下回り、力強さに欠ける結果

（ＧＤＰ）を公表した。実質ＧＤＰは前

となった。昨年からの原油安は石油の純

年 同 期 比 （ 原 系 列 ） 4.7 ％ と 前 期 （ 同

輸入国であるインドネシアの内需拡大の

+5.0％ ）から鈍化 し、市 場予想1（同

追い風になるが、その恩恵は 1‑3 月期の

+4.9％）を下回った。

成長率として見える形で表れていない。

成長率の内訳を需要項目別に見ると、

また輸出は未加工鉱石の輸出制限措置の

政府消費の伸び悩みを受けて成長率は鈍

継続、中国経済の鈍化、コモディティ安

化した。消費は、家計消費が前年同期比

の影響を受けて低迷しており、同国は景

+5.0％と前期（同+5.0％）から横ばいで

気停滞感を払拭できずにいる。

推移したが、政府消費が前年同期比

原油価格の下落は、インフレ率の低下

+2.2％（前期:同+2.8％）と鈍化した。投

による家計の実質所得の向上を通じて消

資 は 前 年 同 期 比 +4.4 ％ と 前 期 （ 同

費の改善が見込まれるが、同国は昨年 11

+4.3％）から小幅に改善した。外需につ

月に実施したガソリン向け補助金の撤廃

いては、輸出が前年同期比▲0.5％（前

とルピア安によるインフレ圧力を受け、

期：同▲4.5％）とマイナス幅が縮小した。

消費者物価指数は 1‑3 月平均で 6.5％と

その結果、外需の成長率への寄与度は

高めに推移し、消費者心理は冷え込んで

+0.4ポイントと前期（▲2.0ポイント）

いる。雇用・所得環境は改善したものの、

から改善した。

家計消費は加速には至らなかった。

インドネシアの実質ＧＤＰ成長率（需要側）

インドネシアの企業景況感、消費者信頼感

（月次・四半期）
（資料）ＣＥＩＣ

（資料）ＣＥＩＣ

「経済・金融フラッシュ」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。
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経営 TOPICS



「統計調査資料」
抜 粋
総務省統計局
２０１５年５月１日発表

労働力調査（基本集計）
平成２７年３月分（速報）
結果の概要

【就業者】
●就業者数は 6319 万人。前年同月に比べ
21 万人の増加。４か月連続の増加
●雇用者数は 5580 万人。前年同月に比べ
39 万人の増加
●正規の職員・従業員数は 3271 万人。
前年同月に比べ 38 万人の増加。非正規の職
員・従業員数は 1973 万人。前年同月に比
べ９万人の増加
●主な産業別就業者を前年同月と比べると、
「医療，福祉」、「サービス業（他に分類さ
れないもの）」、「卸売業、小売業」などが
増加
【就業率】
●就業率は 57.1％。前年同月に比べ 0.３ポ
イントの上昇
【完全失業者】
●完全失業者数は 228 万人。前年同月に比
べ 18 万人の減少。58 か月連続の減少
●求職理由別に前年同月と比べると、｢勤め先
や事業の都合による離職」が 5 万人の減少。
「自発的な離職（自己都合）」が 5 万人の
減少
【完全失業率】
●完全失業率（季節調整値）は 3.4％。
前月に比べ 0.1 ポイントの低下
【非労働力人口】
●非労働力人口は 4521 万人。前年同月に
比べ 8 万人の減少。4 か月連続の減少
3

図１

就業者の対前年同月増減と就業率の
対前年同月ポイント差の推移

1 就業状態別人口
●前年同月に比べ、労働力人口は3万人(0.0％)の増加、非労働力人口は8万人(0.2％)の減少
●15〜64歳の労働力人口は47万人(0.8％)の減少、非労働力人口は60万人(3.1％)の減少
●65歳以上の労働力人口は49万人(7.3％)の増加、非労働力人口は51万人(2.0％)の増加
表１

就業状態別人口

2 就業者の動向
1 就業者数
●就業者数は6319万人。前年同月に比べ

図２

21万人(0.3％)の増加。4か月連続の増加。
男性は12万人の減少、女性は33万人の増加
表２

男女別就業者
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就業者の推移（男女計）

2 就業率
●就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)

図３

就業率の対前年同月ポイント差の推移

は57.1％。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
●15〜64歳の就業率は72.7％。前年同月に比べ
0.7ポイントの上昇。
男性は81.4％。0.1ポイントの上昇。
女性は63.7％。1.0ポイントの上昇

3 従業上の地位

表３

従業員の地位別従業者

●自営業主・家族従業者数は 706 万人。
前年同月に比べ 18 万人(2.5％)の減少
●雇用者数は 5580 万人。前年同月に比べ
39 万人(0.7％)の増加。27 か月連続の増加。
男性は 3139 万人。8 万人の減少。
女性は 2440 万人。46 万人の増加
●非農林業雇用者数は 5526 万人。
常雇は 5109 万人
●常雇のうち、無期の契約は 3699 万人。
有期の契約は 1080 万人

4 雇用形態
●正規の職員・従業員数は3271万人。前年同月に比べ38万人(1.2％)の増加
●非正規の職員・従業員数は1973万人。前年同月に比べ9万人(0.5％)の減少
●役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.6％
表４

雇用形態別雇用者

注）割合は、
「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める割合を示す。

「労働力調査（平成２７年３月）速報」の全文は、当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。
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企業経営情報レポート
ジャンル：財務

要点だけをしっかり掴む！

中小企業で活用する経営分析
ポ イ ン ト
1 財務分析の体系を理解する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 実数分析の手法を理解する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 比率分析の流れと体系を理解する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 損益分岐点分析で黒字経営を実現する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 管理会計で月次決算を行う
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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1 財務分析の体系を理解する
財務分析は、損益計算書や貸借対照表などの決算書（財務諸表）をさまざまな観点から分析す
ることにより、会社の経営成績や財政状態の良否を判断することです。
財務分析を大きく分けると、「実数分析」と「比率分析」があります。実数分析は、財務諸表
の実数をそのまま利用して分析し、比率分析は、財務諸表の実数から関係比率または構成比率を
算出して分析します。

2 実数分析の手法を理解する
キャッシュフロー分析で資金別の推移を把握する
企業経営にとって資金は血液そのものです。営業活動によるキャッシュが出ているのか、その
キャッシュはどこに使われているのかを毎月把握することにより、今後の資金繰り対策にも役立
てることができます。また、キャッシュを増減させる取引を把握することで、どうすればキャッ
シュが増加するのかが見えてきます。
特に注目すべきポイントは、営業キャッシュフローの増減であり、これが企業経営における肝
であるといっても過言ではありません。営業キャッシュフローは、経営において生み出したキャ
ッシュであり、これがマイナスとなっていれば早急に対策を立てる必要があります。
①キャッシュフロー計算書のチェックポイント
イ）営業キャッシュフローの増減はどうか ⇒増減の要因は何か
ロ）投資キャッシュフローの増減はどうか ⇒営業キャッシュフローの範囲内で投資がされて
いるか
ハ）財務キャッシュフローの増減はどうか ⇒調達・返済の額は適正か
ニ）総合キャッシュフローの増減はどうか ⇒トータルでキャッシュが増加しているか

会社のキャッシュフローを見る場合、キャッシュを色分けして「何のためのキャッシュ」であ
るかを見る必要があります。
キャッシュフローが増加していても、それが営業活動によるキャッシュフローの増加なのか、
財務キャッシュフローつまり、借入や増資等による増加なのかを確認することです。
理想は、営業キャッシュフローがプラスであり、かつ、投資は営業キャッシュフローの範囲内
で行なわれていることです。
もし、投資を営業キャッシュフローの範囲を超えて行なった場合、現在のキャッシュを減らす
か、借入等で資金調達をすることになります。したがって、近い将来資金繰りにも影響を及ぼす
ことになります。
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3 比率分析の流れと体系を理解する
収益性、安全性、生産性、成長性の４つの視点から見る
比率分析には、①収益性、②生産性、③安全性、④成長性の４つの視点があります。これら
の分析は、密接に関連していますので、比率分析を行う際は、流れと体系を整理する必要があり
ます。比率分析の流れは、下図のようになります。
■比率分析の流れと体系

損益計算書で
経営成績を分析

①収益性

ヒト、モノなど
の経営資源の
活用度を分析

②生産性

貸借対照表で

期間比較で会社

財政状態を分析

の成長性を分析

③安全性

④成長性

まず、始めに会社が儲かっているかどうかの「収益性」を調べます。これは損益計算書を見て、
各種の売上高経常利益率などの各利益率が、同業他社や業界平均よりも良いのか悪いのかを比較
します。また、計画値と比べてどうなのかもチェックします。次に「生産性」のチェックです。
人の動きについては、労働生産性や労働分配率をチェックします。
３番目は、貸借対照表から「安全性」を調べます。資産と負債を見て支払能力があるか、負債
と純資産の割合を見て借金体質になっていないかどうか、「資産の部」の流動資産と固定資産の
内訳を見て、会社の費用構造を予想することなどです。４番目が「成長性」です。これは、売上
高や粗利益率、営業利益、経常利益の伸び率などを時系列に分析し、会社の成長性を確認するた
めのものです。
各分析で用いる指標は下記の通りにまとめられます。
■比率分析で使用する主な指標
①収益性…総資本経常利益率、売上高経常利益率、総資本回転率など
②生産性…労働生産性、労働分配率など
③安全性…流動比率、当座比率、固定比率、固定長期適合率、自己資本比率など
④成長性…対前年売上高伸び率、各利益の伸び率など

経営指標を毎月把握し経営改善のポイントを探る
経営指標は決算書が出来てから初めて見るものではなく、月次業績管理の中でも把握する必要
があります。業界平均値や業界優良企業との比較で、自社の経営力のレベルを測ることができ、
今後の目標設定にも役立たせることができます。
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4 損益分岐点分析で黒字経営を実現する
損益分岐点とは
損益分岐点とは、収益の額と費用の額が等
しくなる点、すなわち利益も損失も生じてい
ない売上高、いわゆる採算点をいいます。

固定費
損益分岐点売上高 ＝
限界利益率

損益分岐点は、売上金額だけでなく、工場
の操業度や販売個数などによって表すこともできます。損益分岐点売上高は右のように固定費を
限界利益率で除して求めます。

損益分岐点比率で自社の経営安全度がわかる
現状または想定している売上高が、損益分岐点売上高と比較してどの位置にあるのかを示すの
が損益分岐点比率であり、100%から損益分岐点比率を差し引いたものが経営安全度です。
これらは、以下の算式で表されます。
■損益分岐点比率＝損益分岐点売上高÷実際売上高（％）
■経営安全度 ＝（売上高−損益分岐点売上高）÷実際売上高（％）
損益分岐点比率は低いほど、現状または想定している売上高が損益分岐点売上高を上回ってい
ることを意味し、損益構造上望ましいです。経営安全度については、高ければ現状または想定し
ている売上高が損益分岐点売上高に対して余裕を持っていることを表しています。

損益分岐点図表（ 売上・費用・損益関係図）
損益分岐点を求める算式により、損益 ■損益分岐点図表
分岐点を図表化することができます。
この図表により損益分岐点を可視化で
きるばかりだけでなく、利益を増加させ
る方法をコスト面からイメージすること
ができます。
■損益分析から判断すべき点
●収益と費用のバランスがとれているか
●どの商品が利益に貢献しているのか
●誰が売上に貢献しているのか
●どの地域や店舗が不採算地域なのか
●将来投資がどの位組み込まれているか
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5 管理会計で月次決算を行う
なぜ、管理会計で月次決算をおこなうのか？
月次決算は、財務会計のような正確性よりも、早く実績数値を集計し、その結果の振り返り、
改善策の検討、見直しの実行を行い、収益の増大を図るという迅速性を重視しています。この集
計の迅速性を実現させるためには、財務会計方式よりも、管理会計方式の変動損益決算による方
法のほうが優れています。
管理会計とは、結果の表示ではなく、現時点と将来に向かって利益を増大させることを目的と
した会計制度です。したがって、未来会計であると言えます。
上記目的のために、いち早く経営実態を月次単位で把握し、月次決算によって翌月の取組みを
検討し即実行するスピードが重視されます。
この管理会計は、財務会計が税法上定められた会計方式であるのに対し、内部管理資料として
位置づけられるものであり、２本立てとなるのはやむを得ません。

①年度末決算書は、１年間の経営活動の結果の合計数値だけで、月別の動向やその過程、各部
署別の業績を示していない。
②在庫の計上方法によって損益が変動するため、正しい経営状態を掴めない。
③財務会計の決算書は、すべて金額だけの表示であって、一人当りの固定費効率など単位当り
の実績が掴むことができない。
④原価が変動的な費用と固定的に消費される費用とに区分されていない。
⑤各部署別に赤字か黒字かを示す損益分岐点売上高が分からない。
⑥キャッシュ・ベースの利益が分からない。
⑦財務会計上で要求される原価計算は、操業度や稼働率が変われば、単位当りの原価も変化す
るはずであるが、その実態を正確に示していない。
⑧財務会計上の決算書は、諸規程に基づいて作成されるので、経理担当者以外の現場の営業、
生産担当者には、難解で理解されにくい。
⑨工場の原価計算上では、労務費、製造経費、設備費などを配賦する基準に、各製品の直接作
業時間とか、完成量の割合、使用面積の割合などを用いるが、活動基準原価計算の場合とで
収益差が生じ、機会損失を生じさせるケースが多い。

管理会計は、変動損益計算で行いますが、これは、原価計算の考え方を応用したものです。こ
れは、利益管理上でも、経営戦略を展開する場合でも、大変に活用できるツールであり、次のよ
うに実務面で多くのメリットがあります。

レポート全文は、当事務所のホームページの「企業経営情報レポート」よりご覧ください。
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経営データベース 1
ジャンル：

事業承継・相続

＞ サブジャンル：遺言書の活用

遺言書の種類
uestion

遺言書にはどんなものがありますか？
遺言は一般に、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の３種類があります。
遺言の効果が生じたときは、遺言者は既に死亡しており、その内容確認が出来ないた

nswer

め、法律で厳格な方式を定めています。 遺言書は公正証書遺言をお勧めします。

（１）自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、氏名を自書し、
押印した遺言で、遺言の方式としては
もっとも簡易です。
（２）秘密証書遺言
遺言書が遺言証書に署名押印し、封

作成
方法

筒に入れ、証書と同じ印章で封印しま

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

本人が遺言の
・全文
・日付（年月日）
・氏名等
を書き押印（認印
可）する
ワープロ、テープ
不可

本人が口述し、公証
人が筆記する
※必要書類
・印鑑証明書
・身元確認の資料
・相続人等の戸籍
謄本、登記簿謄本

本人が遺言書に署
名捺印の後、遺言書
を封じ同じ印で封
印する。
公証人の前で本人
が住所、氏名を記
す。
公証人が日付と本
人が述べた内容を
書く。
※ワープロ、代筆可

す。
そして、これを証人２人以上の立会

場所

自由

公証役場

公証役場

いのもと、公証人に提出し、自分の遺

証人

不要

証人２人以上

公証人１人、
証人２人

本人

本人、公証人、証人

本人、公証人、証人

必要

不要

必要

・証人の必要が
ない
・遺言を秘密に
できる
・費用がかから
ない
・紛失、偽造の危
険性
・方式不備による
無効
・検認手続き
が必要

・証拠能力が高い
・偽造の危険が
ない
・検認手続きが
不要

・遺言の存在が明確
・遺言の内容は秘密
・偽造の危険がない

・作成手続が煩雑
・遺言を秘密に
できない
・費用がかかる
・証人２人以上の
立会い

・作成手続が煩雑
・費用がかかる
・検認手続きが
必要

言書であること、氏名と住所を申述し、
その封筒に公証人が遺言書の申述と
日付を記載し、公証人、遺言者、証人

署名
捺印
家庭裁
判所の
検認

が署名・押印する遺言です。
（３）公正証書遺言

長所

証人２人以上の立会いのもと、遺言
の内容を公証人に口頭で述べ、公証人
が筆記したうえ、遺言者・証人に読み
聞かせて、各人が署名・押印した遺言

短所

です。
実際の作成にあたっては、公証人に

あらかじめ下記を提出し、原則公証人役場にて、遺言書を作成することになります。

１

遺言内容の概要

２

財産リスト

４

印鑑証明

５

証人の氏名・住所・職業を記載した書面等
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３

登記簿謄本

経営データベース 2
ジャンル：

事業承継・相続

＞ サブジャンル：遺言書の活用

「良い遺言書」のポイント
uestion

「良い遺言書」を作成する上で押さえておくポイントは何ですか？
１．自分の意思を明確に伝え、家族に理解される遺言であること
どのような遺産の分け方が最良なのか、答えは１つではないでしょう。周りの意見

nswer

は参考にしても、振りまわされるのはよくありません。

●自分がどうしたいのかをはっきりさせ、家族に伝えることが大切です。しかし、一人よがり
の押しつけは好ましくありません。家族のために一番良いと思う方法を考えましょう。
２．トラブルを生じさせない遺言であること
トラブルを防ぐための遺言であるにもかかわらず、実際のところ遺言が紛争の火種となるケー
スが少なくありません。
●例えば、特別な理由もなく（遺言者にはあっても、家族には分からず）、特定の相続人に極
端に有利な内容となっているようなものです。疑心暗鬼のタネになりかねません。
３．法的に有効な遺言であること
せっかくの遺言でも、遺言として認められなければ意味がありません。
●特別に難しいことを要求されているわけではありませんので、必要以上に身構えることはあ
りません。基本ルールをしっかりとおさえて、ケアレスミスに注意することです。
４．遺言執行者を指定しておくこと
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことが
あります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。
●遺言執行者には、相続財産の管理・処分をはじめ、遺言の執行に必要な一切の行為を実行す
る義務と権利があります。この遺言執行者の指定は遺言でしかできません。
５．付言事項を必ず付け加えること
遺産処理に関する遺言の場合、相続人の利害関係が交錯してスムーズに相続が進まないことが
あります。また、遺言の内容によっては専門的な知識や経験が必要となるケースもあります。
●法定相続分と異なる相続分を指定する場合には、なぜそのようにしたのかという理由を付け
加えることが、後に相続人同士がもめないためにも有効です。
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