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【 研究ノート 】

航空会社における管理会計
─ 北海道エアシステムの事例を中心に ─

中　村　文　彦

1.　問題の所在と分析方法

航空事業は，景気，政府による規制，世界レベルの政治的・経済的ファクター等によって，経営
を巡る環境が大きく左右されるという特質が，国内市場，国際市場を問わず存在している。それゆ
え，それらの要因が急速に変化することによって破綻に追い込まれることも少なくない。
こうした事例のひとつとして想起されるのが，かつてアメリカを代表する企業とも称されていた

パン・アメリカン航空が破綻したケースであろう。同社は，経営上の難局に直面した際にこれを打
開できず，主要路線を売却せざるを得ない状態に陥ったことがきっかけとなり破綻への道を歩み始
めたが，その状態に追い討ちをかけ，決定的な影響を与えたのは湾岸戦争であった。
しかしながら，破綻が必ずしもマイナスの方向に進むとは限らないのも，この事業のもう一つの

特徴であろう。例えば，2008年に，ノースウエスト航空とデルタ航空が，厳しい競争環境を背景
として，合衆国の破産法であるチャプター・イレブンの適用申請を行ったケースにおいては，チャ
プター・イレブンを利用するプロセスのなかで，互いの会社にとって利益となり得る共通目標を見
出し，合併・再編が効果的に達成されている。この結果，かえってリーマン・ショックという荒波
さえも乗り越えることに成功している。このほか，ユナイテッド航空がコンチネンタル航空を合併
することによって，全米最大の航空会社を誕生させるケースも 2010年に生じている。
日本国内の航空業界に関しても，この傾向は同様である。直近では，業界における規制緩和基調

を追い風として，いわゆる「二強体制」に風穴をあけることを目指し，1996年から航空市場に参
入したスカイマーク株式会社の事例がある。同社を襲った急激な円安傾向は，同社のドル建てリー
ス料負担を急増させ，競合他社との競争も激化させ，さらには燃料費を高止まりにさせる等，業績
を著しく悪化させる要因となっている。その結果，同社は 2015年 1月 28日に，東京地方裁判所に
対し民事再生法の手続開始を申し立てている（申立時点の負債総額は約 71,088 百万円）1。

 1 同社の当時のプリスリリース，「民事再生手続開始の申立て及び資金支援等に関するお知らせ（平成 27 年 1

月 28 日）」（出所 : http://www.skymark.co.jp/ja/company/investor.html）によれば，この状況を改善すべく，不
採算路線の運行休止等によりコスト削減に努めたものの，結局，四半期レビュー報告書に，継続企業に疑義
がある旨を付記されるにまで至ったという。また，エアバス社との A380機計 6機の購入契約に係る解約違約
金（7億ドル）の問題も生じており，その解決の方向性次第では，追加支出も予想される状況であったことも
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時間軸を若干遡ってみても，同様のケースは観察される。例えば，規制緩和によって参入したも
うひとつの企業，すなわち，株式会社エア・ドゥ（AIRDO）に関しても，同時多発テロという社
会的事件後における航空需要の急速な減少傾向や，航空保険料の値上げ基調に伴う業績の悪化が
きっかけとなり，2002年 6月に民事再生法の申し立て申請を行わざるをえない状況へと追い込ま
れている。
こうした問題は，新規参入企業だけに限ったものではなく，大手企業についても当然生じ得るこ

とにも注意が必要である。というのも，日本を代表する企業である日本航空（JAL）に関しても，
実際，2010年 1月 19日に会社更生法の適用を申請する状態にまで陥っているからである。適用申
請年の 3月，同社に設置された「外部者からなるコンプライアンス調査委員会（才口千晴委員長）」
は，その調査報告書を同年の 8月 26日に公表しているが，これによれば，JAL破綻の背景には，
債務超過の問題，リーマン・ショックによる大幅な減収と資金繰りの急速な悪化，いわゆるクレジッ
ト・メモの会計処理問題，ジェット燃料の価格変動リスクを抑制するためのデリバティブによる損
失，その他の要因が関係しているという。この JALのケースは，代表取締役会長に無給で就任し
た稲盛和夫氏（京セラ株式会社名誉会長）の尽力によって「奇跡の V字回復」が果たされている。
これら国内外の様々な事例を観察する限り，破綻と再編という動きは，どうやら航空事業におい

ては不可避の現象であるように思われる。こうした基本的な特質を前提とすれば，航空業界におい
て企業を存続・成長させるためには，① 変動性の高い環境を首尾よく管理し，効率的で安定的な
経営を行う手法や戦略を確立するという安定経営時の通常目標だけでなく，実は，② 事業再生と
いうプロセスを活用して効率的に事業の再生・再編を図る手法についても，考察する必要が存在し
ていると考えられるだろう。
本稿では，航空会社において管理会計情報がどのように利用され，またマネジメント・コントロー

ルとどのように結びつき，利用されるのかという部分に焦点をあて，上記 ① の継続経営時および
② の事業再生時という，2つの状態を主としてシステムの観点から分析する。
分析に際しては，基本的には理論的な視点からの分析枠組みの導出に主眼を置くが，これを北海

道エアシステム（HAC）の事業再生の事例に適用して若干の考察についても行うこととする。北
海道は，地理的な条件から飛行機による移動が欠かせないこともあり，その運営と存続が生活に直
面している。北海道エアシステムは，こうした事情を背景に，北海道が他のステークホルダーとと
もに多額の資金を投じて出資・設立した企業である。そのため，公的機関の関与ということで，そ
の再生プロセスに関わる情報は，資料及び議事録として北海道のホームページ上に公開されている。
つまり，通常ならば非公表となるはずの，詳細な内部向け資料が，ステークホルダーに対し広く開
示資料として公表されているため，上記の検討において，有益な分析を行うことができるものと期
待し得るだろう。

一つの要因とされている。
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2.　航空業界と管理会計情報

（1）　航空市場の構造と性質 : 規制と規制緩和

最初に，航空会社のビジネス活動の基本的な性質を理解するため，航空市場とそれを巡る規制の
本質的な関係について，簡単に考察してみよう。
一般に，市場においては，需要と供給が，財あるいはサービスの価格調整プロセスを介して結び

ついている。具体的には，財あるいは役務の提供を，生産活動等を通じて供給する企業側の行動と，
それに対価を支払って需要しようとする消費者側の行動とが，価格というパラメータを介して均衡
するように調整されることで，次第にバランスされていき，最終的に均衡することにより資源配分
が決定される。企業は，この供給のプロセスを通じて競争を行うことで，適切な価格と供給量とを，
結果的に提供することができる。したがって，均衡価格と供給量は，そうした企業間競争の様相の
結果を投影した，ひとつの集約情報としての機能を担っていることになる。
しかしながら，こうした資源配分機能は，産業構造と市場構造の特性によって，しばしば歪めら

れる機会が生じることも事実である。特に，外部性，不確実性，費用逓減産業，公共性という 4つ
のケースは，市場の失敗と呼ばれており，市場機構が最適性を発揮できない典型としてとり上げら
れる。更に，企業の市場行動（企業の価格，製品政策），および市場成果（超過利潤の有無，生産
の効率性，技術革新等）は，こうした市場構造（集中度，参入障壁，製品差別化等）によって規定
される（武藤［1992］，32頁）性質を有するため，市場構造が上記のように最適性を確保し得ない
場合，基本的には，競争促進政策や独占禁止政策をはじめとする産業政策によって規制が加えられ
るべきものとなる。
航空運輸業に関しても，こうした理論に基づいた規制が，当初は強く課されていた。例えば，合

衆国の場合を観察すると，「1938年の民間航空法の成立と民間航空委員会（CAB）の設立は，当時
の「破壊的競争」に対する懸念と誕生したばかりの航空業の育成という立場からなされた（河野
［1989］，273頁）」ものであった。しかしながら，規制の恩恵を受ける航空会社の優位性に対する
批判が次第に高まり，1978年には航空規制緩和法（Airline Deregulation Act）が成立し，1985年には，
ついに CABが廃止されるに至っている（同上，275頁）。
日本においても，当初の段階では，航空運輸業の日本経済への役立ちという観点を考慮した航空

政策が政府によって策定され，1970年（昭和 45年）に閣議決定された上で，1972年（昭和 47年）
に運輸大臣より航空 3社に示達された（川口［2000］，169頁）。各社の事業分野が決められる形で
規制がなされた，いわゆる 45・47体制2である。

 2 昭和 47年の運輸大臣示達は次のような内容である（川口［2000］，169頁）。
 （1）　日本航空は国際線定期航空を一元的に運営する。
 （2）　日本航空と全日空は国内幹線を運営する。
 （3）  全日空と東亜国内航空は国内のローカル線を運営する。国内ローカル線はいわゆるダブルトラッキング

をはかる。
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この体制についても，10年後の 1986年には見直され，規制緩和の基調を受けた新しい航空政
策3が実施されることとなった。規制緩和は，その後も引き続き段階的に行われており，1997年には，
ダブル・トリプルトラッキング基準自体が撤廃されることとなり，また，2000年には，参入規制
の撤廃も行われ，2005年には羽田発着枠も再配分がなされることとなった。
ところで，こうした規制緩和の背景には，Baumol et.al.［1982］によって提唱されたコンテスタ

ビリティー市場理論4が，少なからず関わっていると考えられる。というのも，この理論は，① 新
規企業が，既存企業と同一条件（費用・需要）で参入可能な市場の仮定，② 既存企業が，平均費
用より高い価格を設定した場合，新規企業は平均費用と既存企業の間の価格を付けることでいくら
でも顧客を奪うことが可能であるとする仮定，③ 航空機にはリース・中古市場が存在し，退出時
にこれらを返却・売却することで投下資金は回収し得るから，航空事業には埋没原価等の障壁がな
く，市場への参入・退出が自由に行い得るという仮定，の 3つが成立する場合には，その市場を，
基本的にコンテスタブルな市場と考えるというものである。
それでは，合衆国と日本の航空市場はどの程度コンテスタビリティーがあるのであろうか。この

点について，小田切・林［2009］に基づいて比較してみよう。まず，合衆国の航空市場に関しては，
規制緩和に伴い，多くが新規参入をしており，そのことでイールド（平均運賃 /旅客マイル）につ
いて，70年から 92年の間に低下傾向が観察されている。また，市場全体としては，大手企業は主
として主要都市間の大型機輸送を中心，新規企業は小型機による地方都市・隣接都市間を中心，と
した輸送構造がそれぞれ形成されている。ただ，前述の新規参入企業の多くは失敗や倒産・買収さ
れる等に陥ったため，市場集中度については逆に高まってしまっているという。こうしたことを総
合的に見ると，幾つかの問題はあるもののコンテスタブルでないとは言えない（同上，81頁）。　
一方，日本の航空市場について観察すると，規制緩和によりスカイマーク，エア・ドゥ等が参入

し競争的な環境の形成への第一歩を踏み出している。しかしながら，スカイマークについては，空
港カウンターやボーディング・ブリッジの確保に際して，当初は ANAより時間借りしなければな
らず，苦心していた様子がうかがえる。また，パイロットの確保に関して，大手退職者では運行時
間に制限が生じてしまうため，自社で養成する必要がありそれが課題となっている。航空路線の面
で合衆国と異なるのは，羽田のような基幹路線の発着枠を確保することが，依然として重要な意味
を持っているということである。したがって，日本では主要路線に大型機で参入することへのニー
ズが，新規参入企業といえども，相当程度高いと言わざるを得ない。ただ，こうした問題に対して
は，国土交通省も，1997年の新滑走路供用開始に伴って増加した枠のうち 6便を新規参入企業に
割当て，その後も拡大させることで対応を図っている。以上を考慮すると，合衆国よりも参入障壁

 （4）　全日空は近距離国際チャーター便を運航する。
 （5）　貨物専用航空会社は需要動向等につき引き続き検討する。
 3 この新航空政策は，次のような内容である。
 （1）　国際線の複数社体制
 （2）　国内線の競争の促進
 （3）　日本航空の民営化
 4 コンテスタビリティー市場理論に関しては，批判的な意見も多い。それは，前述の 3つの仮定が成立する場
合は大変限られるためであり，現実にはそうした状態が容易に成立しないと思われるからである。
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の高い様子がうかがえるため，必ずしも完全なコンテスタブル市場は成立しているわけではないこ
とが分かるのである（同上，82-84頁）。

（2）　航空会社の収益・費用の構成

さて，以上の考察によって，航空市場の市場構造等の前提的な与件についての整理がされたもの
と思われる。そこで，次に，これらの与件を前提とした航空会社のマネジメントという視点から，
財務面の基本構造，すなわち，収益と費用の構造について考察しよう5。
まずは，航空会社の収益側の構成要素である。航空会社の収益の源泉は，基本的には「旅客収入」

から得られる。この旅客収入に関しては，「旅客人数（販売座席数）」と「旅客単価」の 2つの基本
要素をかけ合わせた金額として把握される。このうち前者の「旅客人数」に関しては，企業が提供
した総座席数がどれだけ利用されているのか（「総座席数」×「座席利用率」）によって大きく異なっ
てくる。さらに，「総座席数」については，それぞれの「機体座席数」に「運行便数」をかけ合わ
せたものとして細分化される。また，後者の「旅客単価」は，「旅客キロ単価（イールド）」に「飛
行距離」をかけ合わせることによって算出される。
いま，この 2つの要素の発生要因に着目すれば，前者の「旅客人数」については，本質的に利用

者側（需要者側）の都合（要因）によって変動するパラメータとして，後者の「旅客単価」につい
ては，本質的に企業（供給者側）の経営上の都合（要因）によって変動する（任意に設定がなされ
る）パラメータとして把握することが出来るだろう。つまり，この 2つは，需要者側の要因および
供給者側の要因を通じて，それぞれが市場における価格調整機能を有するパラメータと解すること
ができるため，経営管理上においてもこれらの違いを活用した効果的なマネジメントの開発が，本
質的に必要となる。
次に，航空会社の費用側の構成要素である。航空事業は，資本集約的な産業形態であるため，機

体および機体のメンテナンスに関わるコストが非常に大きい。それゆえ，航空会社の費用に関して
は，基本的に，「固定費」と「変動費」の 2つに分解して把握することが有効な視点と考えられる。
前者の「固定費」については，「機体数」×「1機当り費用」として算出される「機体・整備コスト」，
乗り入れ空港に対し支払う「空港コスト」，販売促進等に必要とされる広告宣伝等の「販売コスト」，
航空会社の人的資源に関わる「人件費」，「共通コスト」に細分化することができる。後者の「変動
費」については，「便数 /飛行時間」と「変動費単価」をかけ合わせたものとして把握することが
できる。
この費用に関しても，発生要因に着目すると，利用者のニーズに応じて変更される便数や利用空

港のコスト等に関わる変動的パラメータと，全く変動させる余地のない固定コストの 2つに分けて
把握することが出来るため，長期的な視点も含めて，これらを経営管理上，効果的にマネジメント
する手法を開発することが求められることになる6。

 5 ここにおける収益と費用の構成については，北海道が公開する「第 2回 HAC経営検討委員会」の会議資料・
議事概要（資料 2）（北海道 HPhttp://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/ssk/hackentoutop.htmに掲載）に基づいて
いる。

 6 エアライン・ビジネスにおける原価計算等の管理会計に関する実際のプロセスについては，森内・高橋［2010］
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（3）　航空会社のコスト構造と事業特性 : CVP分析

ここで，管理会計の手法のひとつである CVP分析によって，航空会社の事業特性を検討してみ
よう。この分析に関しては，金子［2014］が既に行っており，また，JALの破綻要因について検討
を行っているので，これを参考にしながら検討を行うこととする。
さて，金子［2014］によれば，固定費と変動費という区分に基づいてコスト構造を考える場合，
変動費中心型のコスト構造を持つ企業と，固定費中心型のコスト構造を持つ企業の 2つのタイプが
峻別され，航空事業は，そのうちの固定費中心型に分類されるという（110-116頁）。
この 2つのタイプの事業では，どちらも売上高，総コストが同じ場合，結果としての利益数値は

同額となる。しかしながら，図表 1に示されているように，この際の費用構成は全く異なっている
ため，単に利益を指標として経営管理を進めるだけではその事業特性に適したマネジメントを行う
ことができない。したがって，この両者の違いを的確に理解することが重要である。
まず，損益分岐点の違いに注目しよう。図表 1において両者を比べると，① のほうが，より左
側に損益分岐点が見られるため，変動費中心型の事業の方がより少ない額で到達することを確認で
きる。逆に見れば，コスト以外の他の条件が同じであるならば，固定費中心型の事業では，より多
い売上高を得なければ損益分岐点に到達できないこととなり，黒字化させるためには，一定の売上
高の確保へ向けた努力が必須の要件となる。

に詳しい。

（出所 : 金子［2014］，110-113頁の各図を参考に作成）

図表 1　コスト構造と事業特性
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それでは，これを利益額の大きさ（利益の増加率）という視点から見るとどのような特性を見出
すことが出来るだろうか。図表 1にあるように，変動費中心型の事業は黒字化するポイントはより
少額の売上高で可能ではあるが，黒字の達成後は，その利益の増加率は固定費中心型に比べて決し
て高いわけではないことがわかる。つまり，利益の増加率を考慮すると，一定額の利益を確保する
ためには，変動費中心型事業は，より多くの売上高を獲得する努力を継続しなければならないこと
になるのである。固定費中心型の事業は，これに比べて，黒字化後は売上高の極端な増加がなくと
も，一定の利益を確保することが可能となる構造となっている。
両者の構造に基づくこうした特性は，売上高が減少する局面では，逆の作用をもたらすことにな

る。すなわち，固定費中心型の事業の場合には利益の減少率が高いため，急速に赤字に近づくだけ
でなく，赤字の局面にさしかかった場合，売上額の減少がそれ程大きくなかった場合であっても，
その赤字の増加率が大きく企業財政に関わってくることになる。踏み込んで言えば，売上高が急激
に減少するような大きな社会的な変動が生じた場合等には，財政的なマイナスのインパクトが非常
に大きく影響してくることを意味している。このことは，図表 1において，縦の矢印で示される赤
字幅の変化を ① と ② とで比べてみても，容易に理解することが出来るだろう。
こうして，ごくシンプルな検討をするのみでも，コスト構造の違いに基づく基本的な事業特性が

見出せるということは理解されたものと思われる。そこで，次に，この理解を前提に，JALの破綻
要因を題材として，航空会社の経営にどのようにこの事業特性が関わってくるのかを検討する。
金子［2014］によれば，JALの破綻要因には，少なくとも，① 業務の中心が景気その他の要因
に左右されやすい国際線であったことで売上高の安定性を欠いていたこと，② 国内線獲得による
経営安定化のために行った日本エアシステム（JAS）との合併7が，結果として，赤字路線を抱え，
固定費を増加させたこと，の 2つの要因がある（114-116頁）。
まず，① であるが，当時，JALを取り巻く事業環境は国内線も国際線もともに厳しい状況であっ

た（柳川［2003］）。まず，国際線に関しては，諸外国の航空会社との厳しい競争環境に置かれてい
たが，これに対抗する資金を米国が国内の旅客収入から得ていたのとは対照的に，JALは得られて
いなかった。その要因として，羽田や伊丹等の主要な空港には発着枠の制限が存在しており，また，
過去の規制等に基づく経緯から，全日空が圧倒的な市場支配力を有する状況では，JALのような大
手であっても単独でネットワークの充実化を図ることは困難であった。② はこの対抗のために打
ち出された合併案件8であったが，実際には JASの国内線の多くが赤字路線であったため，結果的に，

 7  JALと日本エアシステム（JAS）が，共同持株会社の設立（統合）計画を発表したのは，2001年 11月のこと
である。両者の当時の主張は，統合により，これまでの 1強 2弱体制を 2強体制に変更することで，国内線
市場の競争が促進されるというものであり，統合の効果として，利用者利便の向上，抜本的効率化による企
業体質の強化，事業基盤の強化，資産の効率化，固定費負担の低減，航空機保有維持費の低減，人員の効率
的活動，資金調達の効率化，必要資金量の抑制，外部取引等における費用削減が得られるというものであった。

 8 公正取引委員会は，当初，合併による競争侵害の懸念を示したが，JAL・JAS側が，新規参入を促進するため
の措置（羽田発着枠のうち 9便分を返上する。使用するボーディング・ブリッジ，チェックイン・カウンター
等の航空設備を，新規参入企業の希望に応じて提供する。航空会社の新規参入，事業の継続・措置（主要全
路線の運賃を一律 10%引き下げ，3年間値上げしない。全日空（ANA）の単独路線や便数優位路線への参入
増便を図る。）を講じ，国土交通省も競争促進措置を講じたことを受けて，問題なしとの判断を下している。
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固定費が上昇し，損益分岐点を右側にシフトさせることに繋がってしまったのである。これより，
先述の売上高が減少する局面では，赤字の急速な増大を招くため，財務的なインパクトが大きかっ
たということが確認される。
こうして，総コストを変動費用と固定費用の 2つに区分し，そのどちらの割合が多いのかという
コスト構造だけに注目して分析を行っても，事業特性が十分に観察された。実際の経営上は，例え
ば，森内・高橋［2010］（48-50頁）に示されているように，事業別収支，機種別収支，路線別収支，
便別収支等，より実態に即した管理会計の手法によって，より詳細できめ細かいマネジメントが行
われることとなる9。

（4）　レベニュー・マネジメント 

レベニュー・マネジメントは，航空業界で 1980年代に発達したマネジメント手法であり 1980年
代半ばには各社で導入されはじめている10。この手法に関しては，次の要件を満たす業界において
特に効果を発揮するといわれている（桑原・池田・宮下［2013］，88-89頁）。

　①　商品は事前に予約販売されることが多く，ある時点を過ぎると価値がなくなる。
　②　商品の供給量（キャパシティ）は比較的固定的である。　
　③　一物多価をマーケットが容認している。
　④　固定費が高く，変動費は比較的低い。　

レベニュー・マネジメントでは，基本的に，販売相手である顧客を，購買行動の類似性に着目し
て，細分化してとらえる（同上，89-91頁）。航空業界の場合は，ビジネス目的とレジャー目的と
では，顧客のニーズ等が異なることから，これらを別々の購買行動をとる主体としてとらえる。ビ
ジネス目的の顧客は，予定が定まらないことが多く直前に予約をすることが多々あるため，購入期
間を直前までに設定し，価格も比較的高く設定しておくことができる。一方，旅費を比較的安価に
抑えるという基本的なニーズが存在するレジャー目的の顧客に対しては，キャンセルが不可能な早
期購入等を条件として割引価格を適用するという販売方法をとることができる。
つまり，キャパシティの固定性という制限を前提として，セグメント化された顧客に対して，提

示する商品の「販売数」と「価格」を売れ行きに応じて変動させることで収益の最大化を目指すの
が，レベニュー・マネジメントなのである（同上，91頁）。
この販売方法には，基本的に「インベントリー・コントロール」と「プライス・コントロール」
の 2つが存在しており，これを適宜組み合わせることで実際のマネジメントが行われる。その際重
要なのは，マーケットをはじめとするエレメントを予測力のあるモデルとして構築することである。
このモデル化は，① 顧客セグメントを的確に把握してミクロ・マーケット（顧客セグメントごと
に細分化して把握されるマーケット）を決定し，② Price（価格），Product（商品），Place（チャ

 9 原価計算についての詳細については，紙幅の関係から本稿では扱わない。
10 1984年には，デルタ航空（寺部［2002］，37頁）が，1985年には，アメリカン航空（桑原・池田・宮下［2013］，

88頁）が，それぞれ導入している。



55― ―

中村 : 航空会社における管理会計

ネル），Promotion（広告）を検討してマーケティング・ミックスを構築し，③ インベントリー・
コントロールやプライス・コントロール等の手法を決定する，という手順で行われる（同上，
93-94頁）。
実際に実行するに際しては，正確な需要予測を行い，収益を最大化する販売数と価格を決定（最

適化）し，販売実績等を評価11することによって，より精度の高いモデルを構築することが重要に
なってくる（同上，96頁）12。

（5）　サウスウエスト・モデル : 固定費管理と BSC

航空会社のマネジメントを考察する上で，興味深い視点を提供するのがサウスウエスト航空であ
る。同社は，1967年に設立以来（運行開始は 1971年から），長い期間にわたって利益を計上して
おり，これまでチャプター・イレブンの適用を受けていない航空会社という特徴が存在する。また，
サウスウエスト航空は，LCCの先駆けという意味でも重要性が高い。そこで，このサウスウエス
ト航空に焦点をあて，その成功的な事業戦略である「サウスウエスト・モデル」に見られる管理会
計面の特徴を概観しよう。
塩見［2006］によれば，サウスウエスト航空は，戦略面においては，新規企業とともに包括的コ

スト・リーダーシップを主導し，競争優位を確保する企業である（222頁）。この「サウスウエスト・
モデル」は，「低コストと高収益での競争優位をもたらす戦略と，それをサポートする組織と組織
構造，顧客満足度の重視と情報の最大限の活用などから構成される（223頁）」。
競争優位の戦略に関しては，① ビジネス客を中心として顧客の拡大が見込まれる市場を選択す

ることでポジショニングを確立し，② 短距離路線を，高頻度，高回転で就航させることによって
包括的な低コストを実現している（同上，224頁）。つまり，① においてレベニュー・マネジメン
トの手法を応用しながら収益性を高め，② によって，固定費のうちコミッティド・コストをマネ
ジメントして稼働率を上げることで，一定の固定費の存在がありながらも売上を上げる（売上高固
定比率を下げる）仕組みを形成している13のである。機体を単一にし，燃料供給時間等の手続を共
通化することで，コストの大部分を管理可能とすることができるのである。また，こうした高頻度，
高回転を支えているのが，バランスト・スコア・カード（BSC）の存在であろう。
伊藤［2011］は，かつて Kaplan and Norton［2004］において例示された，低コストの航空会社
に関する戦略マップ，BSC，アクション・プラン（訳書 86-87頁）をとり上げ，これをサウスウエ
スト航空の戦略マップと位置づけて，地上での折り返しを中心とした改善の提案によって，トータ
ルコストを改善し，業務管理のプロセスを再構築していることを指摘している（8頁）。このこと
を前提とすれば，バランスト・スコア・カードは，上述の高頻度，高回転による低コスト化を支え
る役割を担っていると解することができるだろう。 

11 評価指標には，① NC収入，② 実収入，③ 最適収入，④ 増収額，⑤ 損失額，⑥ 増収達成率，⑦ 全体達
成率，等があるとされている（桑原・池田・宮下［2013］，98頁）。

12 Smith［1992］は，需要予測，オーバーブッキング，座席管理，価格設定，4つの要素について重要性がある
ものと考えている（pp. 350-351）。

13 こうした分析は，金子［2014］によっても行われている（117-121頁）。
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次に，競争優位性をサポートする組織構造を見よう。これに関しては，各ルートに配属されたチー
ムが，きめ細かく顧客に対応することで顧客満足度を高めている（同上，226頁）。「全社的に，顧
客満足度を高めるコンセプトが共有され，部門間やグループ相互間での話し合いやコミュニケー
ションが重視（同上，226頁）」されており，また，社員からの提案が採用されることも多いこと
で従業員の企業に対する忠誠心も高い（同上，226-227頁）。
社員は，利益配分プログラムや ESOP等の制度に参加できる仕組みがあるため，低賃金であり
ながらも，士気を高めることができるようになっている（同上，226頁）。以上に加えて，安全性
を確保し，時間を厳守することによって，顧客より「バリュー・フォー・マネー」の評価を得るに
至っている。

（6）　航空会社の管理会計の分析枠組み

ここまでの考察によって，航空会社における管理会計上，検討を必要とする基本的な事項が明ら
かになった。ここでは，さらに一歩踏み込んで，これらの情報がマネジメント・コントロールとい
う仕組みを通じて，企業のマネジメントの遂行にどのように反映されていくのか，そのメカニズム
を検討する。
マネジメント・コントロールに関しては，「『数値情報を中心とした情報を提供することにより，

マネージャーの行動を組織目標（戦略）の達成に導くことを目的とした概念』であり，マネジメン
ト・コントロール・システムはそれを具体化する仕組み（横田［2014］，7頁）」と解することがで
きる。この仕組みを動かすのが，マネジメント・コントロール活動であるが，これに関して伊丹
［1986］は，かつて，① 影響活動，② 直接介入，③ 選別，という 3つの活動に分類（34頁）し，
その機能には，2面性と相互依存という特徴があることを指摘している（61頁）。これらを前提と
すれば，管理会計の情報はマネジメント・コントロール・システムにおける上位者のマネジメント・
コントロール活動を通じて，戦略の中に具体的に投影されていくメカニズムであると解し得ること
になる。
投影される数値を具体的に導出するプロセスは，企業の管理会計に対する戦略と経営戦略である

から，それぞれが相互に係わり合う関係を，全体的なメカニズムで捉える必要があるだろう。これ
までの考察によって，航空会社の管理会計戦略を決定付けるポイントには，少なくとも，航空市場
構造の検討，企業のコスト構造の検討，管理会計戦略の検討等が存在することが明らかとなった。
このメカニズムを所与とすれば，市場構造が競争可能性をどの程度持っているのかを分析し，航

空ビジネスが固定費中心型の事業特性を有していることを考慮してコスト戦略の方向性を検討し，
コスト削減を行ったり，レベニュー・マネジメントによってコスト戦略に応じた収益戦略を決定し
たり，あるいは BSC等の手法を通じて固定費管理を行ったりする等といった管理会計戦略が決定
され，それらがマネジメント・コントロール活動を通じて，経営管理活動に具体的に利用されてい
くという，航空会社の戦略的な管理会計情報利用に関わる基本的なメカニズムが把握されることと
なる。これを表したのが，図表 2である14。ただし，前述のように航空会社には事業再生の必要な

14 マネジメント・コントロールに関しては横田［2014］（223頁）を参照している。
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局面が多く存在することから，事業再生時の情報利用に関するフィードバックの流れについても示
してある。事業再生の局面では，企業自体も含め，経営資源全体が見直されることになるため，企
業の戦略やマネジメント・コントロール・システムはもとより，コスト構造や市場構造の検討段階
にまで遡って検討を加えなければならないからである。

3.　北海道エアシステムの事例分析

（1）　北海道エアシステムの沿革

それでは，前節で導出された「管理会計情報利用の枠組み」を用いて，株式会社北海道エアシス
テム（HAC）の事業再生プロセスに関わる事例を分析しよう。HACは，1997年 9月，JASと北海
道の共同出資により設立されている。本社は，札幌市東区丘珠町の丘珠空港内におかれ，2015年 7

図表 2　航空会社の管理会計情報利用の枠組み
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月 25日現在の資本金は 4億 9千万円，従業員数は 93名である15。
図表 3は，2014年度『安全報告書』に示されている組織構成図である。これを見ると社長から
の指揮命令系統が，安全体制に係わる安全推進部，安全推進委員会，安全担当者会議のサポートを
受けながら，経営企画部と運送客室部，オペレーション部の 3つにそれぞれ伝達され，それが基本
的に，オペレーションに係る指揮命令系統と，そのオペレーションの安全性に関わる統制という，
2つの流れによって，オペレーションに実際に関わる各部（オペレーション企画部，運行管理室，
乗員部，査察部，整備部）に伝えられる組織構成であることがわかる。

HACがこのようなストラクチャーを構築してきた背景には，図表 4に示されているように，
2011年 6月の奥尻空港上空における異常降下事件（国土交通省より重大インシデントと認定され
る），2011年秋期から冬期にかけての機材故障を要因とする大量欠航，翌 2012年冬期の悪天候を

15  HACの HPの，企業情報（https://www.info.hac-air.co.jp/company/）によれば，2015年 6月 23日現在の役員は，
次の通りである。

 　代表取締役　　　桑野洋一郎（会社業務の統括，安全統括管理者，安全推進委員会委員長を委嘱）
 　取締役社長　　　上原裕之（社長補佐，経営企画部長を委嘱）
 　取締役　　　　　筧　俊彦（渉外担当）
 　取締役（非常勤）野間和昭（JAL路線事業企画部長）
 　監査役（非常勤）五十嵐久雄（JAL監査役室マネージャー）
 　執行役員　　　　久保俊彦（安全推進部長）
 　執行役員　　　　山崎量一（オペレーション本部長，乗員部長，運行部門・整備部門担当）　
 　執行役員　　　　藤井俊彦（運送客室部長）

（出所 : HAC『安全報告書』2014年度，4頁）

図表 3　安全管理システムに係わる組織構成図
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要因とする大量欠航等，度重なるアクシデントにより，顧客からの信頼性を失っていった背景が存
在する。特に HACの顧客層は，ビジネス層も多く，また離島等の交通手段が限定される地域に対
する移動手段の提供という，公的な役割を担う部分が非常に大きかったため，こうした信頼性の揺
らぎは社命を左右する程の重大問題であったのである。
実際，これらの事件によって，搭乗率は大きく低下し，収益も減少したため，HACはキャッシュ
フローの面で窮状に追い込まれ，2012年 2月の時点で北海道に 4,000万円の資金返済猶予を要請

図表 4　北海道エアシステムの沿革

1997年  9月 会社設立（JASと北海道の共同出資）　　
1998年 10月 開業（新千歳─函館，函館─旭川，旭川─釧路）
2004年  4月 JALグループへ編入
2009年  9月 JALが HACからの経営撤退を表明
2011年  3月 JALグループから離脱（北海道を筆頭株主とする新生 HAC）

6月 本社事務所移転（新千歳から丘珠空港へ）
奥尻空港上空で重大インシデント

秋・冬期 機材故障や天候を要因とする大量欠航　
2012年  1月 3月期決算で大幅な経常赤字になる見通しを発表

2月 HACが北海道に 4,000万円の返済猶予を要請
5月 第 1回 HAC経営検討委員会（11日）

第 2回 HAC経営検討委員会（17日）
第 3回 HAC経営検討委員会（23日）
第 4回 HAC経営検討委員会（31日）　

2012年  6月 第 5回 HAC経営検討委員会（8日）
第 6回 HAC経営検討委員会（13日）

7月 平成 24年～ 26年事業計画策定
9月 第 7回 HAC経営検討委員会（5日）
冬期 悪天候を要因とする大量欠航

2013年  1月 第 8回 HAC経営検討委員会 （11日）
3月 第 9回 HAC経営検討委員会 （4日）

第 10回 HAC経営検討委員会（12日）
第 11回 HAC経営検討委員会（18日）
第 12回 HAC経営検討委員会（27日）

2013年  4月 第 13回 HAC経営検討委員会 （8日）
事業計画修正

6月 第 14回 HAC経営検討委員会 （6日）
7月 JALとのコードシェア開始

第 15回 HAC経営検討委員会 （26日）
9月 第 16回 HAC経営検討委員会 （6日）

10月 第 17回 HAC経営検討委員会 （14日）
2014年  1月 第 18回 HAC経営検討委員会 （22日）

2月 第 19回 HAC経営検討委員会 （20日）
4月 第 20回 HAC経営検討委員会 （4日） 
7月 第 21回 HAC経営検討委員会 （7日） 

10月 第 22回 HAC経営検討委員会 （3日）
JALグループに再編入　

（出所 : HAC経営検討委員会各種資料，北海道新聞 2012年 5月 4日を参考に作成）
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するに至るのである。北海道が返済猶予に応じない場合には，3月末時点の手許資金は 400万円，
4月末には 600万円のマイナスになる見通しであったため，事実上は破綻状態にあったとも言われ
ている16。　
こうした窮状を受けて，北海道は次のような対策に乗り出すことになる。まず，2012年 3月 26

日には，全庁プロジェクトチームを設置し，事業性と公共性の検討を中心とした諸課題と，信頼性
回復をはじめとする利活用促進策の 2つの検討領域を明確にし，前者の課題については，道内航空
利用促進プロジェクトチームに検討を行わせ，後者の課題については，北海道エアシステム経営検
討委員会を設置し，① HACが策定した事業計画等の検証，② HACのあり方や経営改善に向けて
の改革案についての検討，③ HACの健全経営に向けた経営監視を所管させることとした。さらに，
この再生事案の検討に関しては，事業再生の専門家である株式会社 KPMG FASとの間で委託業務
契約を締結している。　
事業再生プロセスは，① クライシス・マネジメントと資金繰り安定化，② 現状把握（デュー・
デリジェンス），③ 再生計画の策定，④ ステークホルダー間の利害調整，⑤ 再生計画の遂行，と
いう流れによって行われる17。HACは北海道の出資によっていたことから，公的資金が当初から流
入していたが，資金返済猶予を得られたこと等の有利な条件から，① の資金繰り面での一定の猶
予が得られている。次に現状把握については，KPMG側から提出された「株式会社北海道エアシ
ステム（HAC）の財務に関する調査報告書」，および「株式会社北海道エアシステム（HAC）実態
把握調査報告書」（実態把握調査報告書）によって行われている18。また再生計画に関しては，2012

年 6月 13日の第 6回の経営検討会議で「北海道エアシステム（HAC）経営改革案報告書（原案）
が提示され，基本的な事業再生の方針はその中で明示されている。さらに ④ に関しては，ステー
クホルダーとしての北海道19が大きく関っており，また公共性という大義が明確であることから，
比較的スムーズに進行している。⑤ に関しては，2013年 9月の中間決算時点で黒字への転換が実
現20しており，それ以降の経営には比較的安定性がもたらされていることが分かる。

（2）　「管理会計情報利用の枠組み」に基づく再生プロセスの分析　

ここでは，本稿の 2（6）において導出した分析枠組みに基づいて，前述の KPMGによる「実態
把握調査報告書」から得られるデータを整理しつつ検討を行うものとする。 

まず，市場構造であるが，北海道という地域を基本的に対象としているため，市場はかなり限定
的である。そのうえ，北海道内の地理的な特性を考慮すると，空港と路線の選択に関しては，その
範囲が限られてしまうことになる。特に空港に関しては，滑走路の長さ等の条件から乗り入れが可

16 データは，北海道新聞朝刊（2012年 3月 1日）より引用。
17 知野［2004］，第 2章。
18  財務に関する報告書の作成は有限会社あずさ監査法人であり，実態把握調査の報告書は KPMG FASによって
作成されている。どちらも 5月 11日の会議資料として前掲の北海道 HPにおいて開示されている。

19 HACが北海道財務局に提出した第 17期有価証券報告書（平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日）によ
れば，JALグループの再編入する前の主な大株主は，次の通りである。北海道 36.47%，JAL 14.49%，札幌市
13.53%，函館市 5.02%，北海道銀行 4.74%，北洋銀行 4.74%，北海道電力 4.74%，釧路市 3.01%等である。

20 北海道新聞朝刊 2013年 11月 8日を参照している。
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能な機体が限られるところもあり，また利用者の利用目的や利用数も，人口等の所与条件に大きく
依存することになる。したがって，路線にはニーズがあるが，現在利用している機体が乗り入れ不
可能等の理由から，参入に障壁が生じ，供給が不可能という場合も生じ得る。

KPMGの実態報告書においても，現在の窮状を招いている要因について，① 基幹路線について
は，機材故障時の代替機の不足による欠航を，② 競合路線については競争力の弱さを，③ 離島路
線に関しては補助金の申請との兼ね合いの問題を，それぞれ指摘している（同上，6頁）。特に，
離島に関しては，機体の関係上競合他社の参入が難しいため，強い基本的な需要が存在している。
次に，コスト構造であるが，HACのコストの 75%は固定費であるといわれるように，固定比率
がかなり高い構造となっている。したがって，損益分岐点は売上高のかなり高いポイントで生じて
いることになり，黒字化を図るには一定の時間がかかる構造になっている。その一方で，赤字に転
じた場合には，赤字が一気に拡大する可能性が存在している。したがって，この固定費の負担を減
ずるための基本的な方向性が，マネジメント上指向されなければならない。
この方向に関しては，前述のように，少なくとも 3つ存在する。第 1の方法は，固定費のうち削
減可能なものを選び出し，これらの削減に努めるというものである。第 2の方法は，この固定費を
キャパシティの制約ととらえて，レベニュー・マネジメントによって収益性を確保するよう努める
というものである。そして第 3の方法は，サウスウエスト・モデルのように，固定費自体に関して
は所与としながらも，高頻度の便運行や高回転等のように，何らかの形で，フライト等に係る一回
当りの固定費負担を軽減する方法を探ることである。

HACの再生プロセスにおいては，例えば，地上サービス委託費等を一括契約することによって
第 1の方法によって固定費を削減することに努めている様子がうかがえる（第 8回経営検討会議の
議事録，5頁）。また，要因別営業損益への影響分析（同上）を通じて，安全体制の見直しによる
整備コストの改善を検討している（66頁）。そのほか，この方法による検討には，拠点空港の再検
討等も含まれるが，これについても丘珠空港と新千歳空港の比較考察が実態調査報告書において検
討されている（46頁）。
レベニュー・マネジメントを用いる第 2の方法に関しては，路線ごとのイールドマネジメントに
よる収益改善取組状況についての検討が，「実態把握調査報告書」において行われている（同上，
36頁）。路線の選択は非常に重要な検討事項であり，路線ごとの損益状況（同上，33頁），各路線
の収益力（34頁）が検討された結果，丘珠─函館路線は便数に応じた限界利益が高く得られる路
線となっており，全体利益への貢献が高くなっていることが確認されている（同上，34頁）。その
反対に，函館─旭川に関しては，限界利益がマイナスとなり，貢献度が低い路線であることが示さ
れている（同上）。函館─奥尻に関しては，限界利益は高くなく，そのままでは全体利益への貢献
が少ない路線であることが確認されている（同上，33頁）が，補助金の存在により，トータルで
は廃止を検討する程の状態でもないことが後に確認されている（HAC経営改革案報告書，28頁）。
路線の選択は，経営上の市場のポジショニングに密接に関わってくる事項である。これがコスト

構造の分析，あるいは固定費のマネジメントの問題を考察する際に重要な検討事項となることは，
この事業の重要な特性のひとつであるといえるだろう。北海道の路線は限られているため，収益を
得る機会もそれに応じて限られてくる。したがって，コストに関しても，その発生する原因との因
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果関係が，通常の事業よりも収益と密接に関わっていると考えられる。　
かかる分析と，それに基づく綿密なシミュレーションを基礎として，経営検討委員会では，北海

道エアシステム（HAC）経営改革案報告書（原案）を 2012年 6月にとりまとめ，公表している。
この原案に従い，丘珠─女満別路線と函館─旭川路線は廃止ということが決定されている。そのか
わり，収益性を強化する意味で丘珠─三沢と函館─三沢を新たに収益源として組み込んでいる。
もうひとつ重要な変更が存在する。それは，代替機の問題である。欠航をなるべく減らすという

視点から，不採算路線の撤退と新規路線の開業と同時に，機体の使用状況を運行ダイヤ視点から見
直し，保有する 3機を上手に管理することで，基本的には 2機のみを同時間帯に使用し，その間に
1機はバックアップ用に休ませるというダイヤ編成を考案しているのである。
実は，こうした案になったのは，代替機が既に製造中止となっており，中古市場でも入手可能性

が低かったことが要因として存在する。前述のように，この機体でなければ乗り入れ出来ない路線
もあるため，これが重要な決定であることは明らかである。また，資源の有効活用に関しては，キャッ
シュフローの面からも一定の効果を持つことになると考えられるだろう。
いずれにせよ，このような代替機の設定は，サウスウエスト・モデルとまでは行かないものの，

固定費の 1便当りの負担軽減に繋がってきていることは明らかであるといえるであろう。
ただし，代替機に関しては機体の老朽化の問題が依然として残されたままになっていることに注

意しなければならない。というのも，主力とする SAAB340Bを最初に購入したのは 1998年である
ため，機体の老朽化に対応するための買い替えを早急に検討する必要が存在しているのである。特
に，HACの場合は，離島等の乗り入れ，丘珠空港の短い滑走路を中心とした路線であるから，購
入し得る機種は限られてくるはずである。その点で，今後そうしたキャッシュ・アウトフローに十
分備えるような準備を行う必要があるだろう。

4.　最　後　に

以上の経営改善の結果，2014年 10月に再び JALグループに編入した HACであるが，今後は，様々
な問題が生じる可能性が残されている。
まず，JAL本体の事業再生については，京セラのアメーバ経営の基礎たる「フィロソフィー」の
導入を通じ成し遂げられてきたのに対し，HACではそのようなプロセスとは別の独自の再生プロ
セスを経験しているため，グループ内での組織文化に微妙な差異が顕在化する可能性が存在する。
組織文化の相違は，マネジメント・コントロールという視点において，成果を含めて大きな効果の
違いを生じさせる可能性があり，そうしたマイナスの効果が果たしてどの程度まで影響を及ぼすの
かが，十分には予測されていないといえよう。
また，いわゆる低価格によってサービスをおこなうローコストキャリア（LCC）との競争その他
の問題についても，今後は視野に入れる必要があるだろう。自身の運行路線において，優位性が確
保できる状況は必ずしも永続的であるとは考えられず，過当な競争環境に今後益々置かれることが
予想されるからである。特に，JAL本体に関しては，競争を強いられる路線が日に日に増加する可
能性が高まっていると思われる。その意味で，単に事業の危機的な状況から脱し回復を図るだけで
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なく，そうした今後の状況を見据えて，長期的な管理会計戦略を立案し，マネジメント・コントロー
ル・システムを通じて十分な準備を図ることも，早急に対応すべき課題であろう。
さらに，北海道に対する貢献という公共性をバックボーンとして設立されたHACのアイデンティ

ティに関しても検討すべき課題が多く存在すると思われる。HACもエア・ドゥも，規制緩和に基
づく JALと JASの統合を起点として登場している。エア・ドゥは羽田等の主要路線を中心とした
ビジネス，HACは道内を中心にした小型機ビジネスと，これまでは一種の棲み分けがなされてき
たが，道民のために札幌・羽田間の路線を格安で提供するというエア・ドゥのビジネスモデルも，
HACのビジネスモデルも，結局は事業環境の変化等を背景として事業再生を余儀なくされている。
その結果，エア・ドゥは全日空（ANA）の支援を受け，HACは再び JALグループに戻ることで，
それぞれの後ろ盾を得ている。かかる状況を観察する限り，いわゆる 2強体制に取り込まれること
で，先述したような LCCとの過当競争の問題等に深く関わっていく可能性は今後も高まるように
思われる。
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