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はじめに 
このマニュアルは、旅館を経営される皆様に対し、「宿泊業経営検討会」において策

定された、「旅館管理会計システム」の活用を通じて、難しいとされる旅館の経営を計

数管理面から支援し、日々の経営に役立てていただくために策定しました。 
このマニュアルは、第一章では、「旅館管理会計システム」の概要とシステムの使用

方法について解説し、第二章では、「旅館管理会計システム」を活用した、日々の経営

分析や今後の対策の立て方、自館の特色を 大限に活かしたビジネスモデル構築につい

て解説しています。 
このマニュアルを通じて、それぞれの旅館が自らの強みを発揮したサービスを提供し、

従業員一人ひとりがそれぞれの立場で日々活き活きとお客様への「おもてなし」に励ん

でいただくことで、日本の宿泊産業が世界に誇る産業として躍進されることを願ってお

ります。 
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第一章  旅館管理会計システムについて 
１．旅館管理会計システムとは 

このマニュアルで紹介する、「旅館管理会計システム」は、観光庁「宿泊業経営検

討会」において検討が行われ、取りまとめられました。 
この検討会では、我が国の宿泊産業においては、意欲的な旅館経営者による先進事

例も各地で見られるものの、マネジメントや生産性に関する意識が十分でないまま旅

館等を経営しているケースが見られるといった点に鑑み、産学官が連携して経営効率

化等の先進事例の蓄積・分析を行い、財務指標等のモデル化や旅館経営のベンチマー

ク作りに取り組むとともに、中小旅館でも導入可能な簡便な管理会計システムを構築

することが議論されました。  
検討会では、この管理会計システムを我が国の宿泊業界に普及させることを念頭に、

事業者が、的確な財務・労務管理等による企業運営を行うための支援ツールとして活

用していただくために「旅館管理会計システム」を策定しました。 
 

（１）旅館管理会計システム活用のメリット 
管理会計とは、企業運営を財務的な数値によって管理することをいいます。貸借対照

表や損益計算書といった、決算書類や納税のために用いられる申告書類のほかに、独自

の様式を用いて資料を作成し、その資料を企業運営するためのいわば「計器」と見立て

て、内部関係者で活用するものです。 
そのため、管理会計を実践する上では、法令で決まった様式はなく、事業者が適当な

様式を策定し、自由に活用することになります。 
しかし、試行錯誤の上、帳票を作成するのは労力もかかり、また、各旅館で別々の様

式を使用してしまうと、業界における自社の位置付け等を把握、比較することが困難と

なります。業界全体の底上げや、自社の独自性を見出すためにも、他社との比較が重要

であり、検討会では、できるだけ簡単に作成でき、かつ多くの事業者が統一的に活用で

きる様式を検討しました。 
欧米のホテル業界では、「統一会計報告様式」（ＵＳＡＬＩ）が策定されており、自社

の経営状態を他社と比較しながら分析するといった取り組みが既に行われています。 
検討会では、ＵＳＡＬＩを参考にしながら、日本の会計制度や、旅館の運営スタイル

に合った様式を策定しました。 
 

（２）旅館管理会計システムの特徴 
旅館管理会計システムは、旅館の損益を部門別に分析できる構成になっています。計

算表ソフト（マイクロソフト社のエクセルファイル）で作成されており、パソコン等で

活用することができます。 
通常、企業の損益については、損益計算書を見ることで把握することができますが、

旅館全体の損益計算書一枚だけでは、宿泊、飲食、売店、パブリックなどの各部門での
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損益の状態や、営業、施設維持、総務といった管理部門の費用の状況が一目では把握し

にくく、経営上の問題点の洗い出しや対策を立てることが困難です。この旅館管理会計

システムでは、損益計算書をベースとして、部門別の状況が把握できるように構成され

ています。 
旅館業では、「宿泊サービスの提供」、「食事サービスの提供」、「土産物等の販売」、「そ

の他サービスの提供」といった複数の事業が施設内で行われています。一方、サービス

の対価である宿泊料金は、一泊二食一括で設定されているほか、従業員も一人で複数の

業務を担当していることが多く、部門別の損益管理が難しい面があります。 
しかし、企業の損益を管理・分析するにあたり、このような状況では、「一部の部門

で費用が掛かりすぎているため、企業全体の利益を圧迫している」などいった原因の特

定や対策の検討が困難になります。また、利益を向上させるため、サービス品質の改善

や、サービス内容の拡充、縮小といった方策を検討する上でも、費用や利益額の変化は

重要な判断材料となります。 
旅館管理会計システムは、複雑な旅館業の経営実態を可視化し、自社の経営資源を

大限に引き出すためのツールとして活用できます。 
 

（３）注意事項 
この旅館管理会計システムは、決算書や税務申告書の作成を補助するものではありま

せん。あくまでも週次、月次、四半期、半期といった定期的な期間ごとに、管理目標と

しての計画を策定したり、前年実績や計画に対する今期実績の進捗状況を管理するため

に作られています。 
 

２．旅館管理会計システムの活用法 
（１）システムの概要 

旅館管理会計システムは、各部門の売上、費用、利益の状況が把握出来る「管理表」

シートと管理表に数値を表示させるために各項目の金額を入力する「データ入力フォ

ーム」シートに分かれています。また、「データ入力フォーム」は、実績値、計画値、

前年実績値を入力するシートに分かれています。「データ入力フォーム」シートへの

入力が終わると、自動的に計算した結果が「管理表」シートに表示されます。３枚の

「データ入力フォーム」シートと「管理表」シートの関係を体系図で示すと、次のと

おりです。 
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 旅館管理会計システムの帳票体系図 
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（２）各シートの解説 
旅館管理会計システムの各シートについて説明します。 
①データ入力フォーム（計画値、実績値、前年実績値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
データ入力フォームは、売上、費用の各数値を入力するためのものです。日頃の経営

管理とリンクできるように、税務申告等で作成する損益計算書の様式で構成されていま

す。損益計算書上で示されている各科目の金額を入力し、一部の科目については、客室

部門、料理部門などの内訳を入力するための欄が設けてあります。 
また、データ入力フォームは、計画値、実績値、前年実績値を入力するため３つのシ

ートに分かれています。 

データ入力 
フォーム（実績値）

管理表 

データ入力 
フォーム（計画値）

データ入力フォー

ム（前年実績値）

（帳 票 名） （役 割） 

数値の入力 

集計 集計 集計 

実態把握 
分析 

 



 

入力が終わると、各項目を自動的に集計し、結果が「管理表」に表示されます。集計

結果は各「データ入力フォーム」シートの右欄外（赤で囲んだ部分）にも表示されます。 
 （参考）パソコン入力画面のイメージ 
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②管理表 

 
 
管理表では、「データ入力フォーム」で入力された、計画値、実績値、前年実績値の

各項目の実績が、「客室部門」、「料理部門」、「飲料部門」、「売店部門」、「その他売上部

 



 

門」、「総務部門」、「営業部門」、「施設運営・維持部門」の８つの部門に区分して表示さ

れ、全部門を通じた利益が、設備投資のための借入金の返済や、将来の設備投資への内

部留保につながっているかどうか把握できるようになっています。 
管理表で表示されている８部門は、「客室部門」、「料理部門」、「飲料部門」、「売店部

門」、「その他売上部門」といった「売上のある部門」と、「総務部門」、「営業部門」、「施

設運営・維持部門」といった「売上のない部門」に大別され、「売上のある部門」につ

いては、部門ごとの売上、費用、利益の状況が表示され、「売上のない部門」について

は費用の状況が一覧できるようになっています。 
 

○ 旅館管理会計システムで取り扱う部門の一覧 
売上のある部門 

（売上・費用・利益が管理対象） 
売上のない部門 

（費用が管理対象） 
客室部門 総務部門 
料理部門 営業部門 
飲料部門 施設運営・維持部門 
売店部門  
その他売上部門  

 
また、管理表では、各部門における人件費（労務費）も把握できるよう、部門ごとに

人件費（労務費）の内訳も表示されているほか、売上のある部門においては、各部門に

おいて直接関連している人件費（労務費）、材料費（料理材料費・飲料売上原価）・商品

売上原価、直接経費（客用消耗品、洗濯リネン代等）を「売上原価」として集計してい

ます。 
通常、旅館業が税務申告等で作成する損益計算書では、「売上原価」には料理材料費、

飲料の売上原価、売店で販売する商品の売上原価のみが計上されますが、宿泊や食事な

どのサービスの提供には、従業員による接客が必要となるほか、お客様に提供するアメ

ニティ品やリネン類、食事の際に用いる箸等の消耗品は、事務作業の為に使用する消耗

品とは異なり、サービスの品質にも関わることから、安易に経費節減ができるものでは

ありません。 
旅館管理会計システムでは、売上が発生する部門が、諸々のサービスを提供するにあ

たり、直接お客様が接する部分に関する費用を「売上原価」と捉えて利益を計算します。 
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○ 旅館管理会計システムにおける売上原価の考え方 
材料費（料理材料費・飲料売上

原価・売店商品売上原価など） 
損益計算書上の売上原価 

売 

上 

原 

価 

損益計算書上では、販売費及び

一般管理費（人件費）に計上 
労務費（接客担当者の人件費） 

損益計算書上では、販売費及び

一般管理費（消耗品費）に計上 
経費（客用消耗品など） 

 
（３）旅館管理会計システムの使用方法 

旅館管理会計システムの具体的な使用方法について解説します。 
①計画の策定 
はじめに、「データ入力フォーム（計画値）」シートに入力する売上、費用の計画値の

策定を行います。この数値は、自社の中長期の経営計画から落とし込まれた事業計画の

うち、損益計算書による計画値を用います。その際、以下の項目については、金額の内

訳が把握できるようにしておいてください。 
「データ入力フォーム（計画値）」シートの損益計算書における売上原価には、食材

仕入、飲料仕入、売店の販売商品の仕入、その他の部門の仕入の金額と、期首棚卸高及

び期末棚卸高のみを入力し、労務費や販売に掛かった費用は「販売費及び一般管理費」

に入力します。 
なお、旅館管理会計システムによる管理は、 低でも月次、理想的には、週次や日次

での管理が望ましいため、計画値は月毎に設定し、週ごと、日ごとの進捗が細かく把握

できるようにすることをお勧めします。 
 
○内訳の把握が必要な項目 
売上高 
客室部門の売上 
料理部門の売上 
飲料部門の売上 
売店部門の売上 
その他売上部門の売上 

※  その他売上部門は、 大で２部門表示させることができます。その他の売

上として、マッサージ・エステ、日帰り入浴、テナント賃料などの売上が想

定されますが、婚礼宴会など、売上の割合が多い上、利益率も異なっている

など、自社において、個別に管理が必要なものを一つ独立させ、残りを一括

したり、仕入の発生する部門と手数料収入のみで仕入の発生しない部門に分

けるなど、効率的な管理ができるように工夫してください。 
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○内訳の把握が必要な項目（つづき） 
売上原価 
食材仕入高、期首棚卸高、期末棚卸高 
飲料仕入高、期首棚卸高、期末棚卸高 
売店販売商品仕入高、期首棚卸高、期末棚卸高 
その他売上部門の商品・材料仕入高、期首棚卸高、期末棚卸高 

 
人件費（給与、賞与、法定福利費を含む） 
客室部門の人件費 
料理部門の人件費 
飲料部門の人件費 
売店部門の人件費 
その他売上部門の人件費 

 
外注費 
客室部門の外注費 
料理部門の外注費 
飲料部門の外注費 
売店部門の外注費 
その他売上部門の外注費 
営業部門の外注費 
施設運営・維持部門の外注費 
 
※ 総務部門の人件費、外注費については、旅館管理会計システムでは、損益

計算書上の人件費の金額から上記人件費の合計額を差し引いた金額を、総務

部門の人件費、外注費として自動的に計算します。 
 
消耗品費のうち客用消耗品 
客室部門の客用消耗品費（アメニテイ等） 
料理部門の客用消耗品費（お品書きの紙やテーブルまわりの消耗品） 
飲料部門の客用消耗品費（テーブルまわりの消耗品） 
売店部門の客用消耗品費（包装紙やレシート替紙など） 
その他売上部門の客用消耗品費 

 
洗濯リネン費 
客室部門の洗濯リネン費 
料理部門の洗濯リネン費 
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洗濯リネン費（つづき） 
飲料部門の洗濯リネン費 
売店部門の洗濯リネン費 
その他売上部門の洗濯リネン費 

    
その他経費 
 総務部門のその他経費 
 営業部門のその他経費 
 施設運営、維持管理部門のその他経費 

 
②売上及び人件費の配分方法 
部門別の内訳を把握する際に、「一泊二食で設定している宿泊料金の売上をどうやっ

て客室部門と料理部門（あるいは飲料部門）に分解するのか」、「従業員は、フロント、

接客、伝票整理など様々な仕事をしているため部門別に分解できない」といった点が問

題となります。そこで、管理目的で売上及び人件費を配分する例を示します。 
 
ア．一泊二食の売上における客室部門と料理部門の配分 
   一泊二食の売上における、客室部門と料理部門の配分方法としては以下の例が

あります。 
（ア）飲食店で同様なメニューを提供した場合の相場を、料理部門の売上とする

方法 
（イ）「宿泊料金－（客室部門における原価＋客室部門における必要な利益）＝

料理部門の売上」とする方法 
（ウ）料理部門における目標利益額（率）を設定し、「利益額（率）＋売上原価

（材料費＋労務費＋経費）額（率）」を料理部門の売上とする方法 
なお、すでに宿泊料金における食事代が区分されている場合には、既存の金額

によって配分して差し支えありません。あまり複雑に考えず、継続的に管理がで

きる方法で取り組んで下さい。 
 

イ．人件費の配分 
   人件費を部門ごとに配分する方法として、全従業員の動きを一定期間サンプル

として記録し、各部門における労務コストの割合から配分する方法があります。 
  ○配分方法 
  （ア）全従業員のうち、一部門のみに従事している従業員と、複数の部門に従事

している従業員に分ける。 
  （イ）複数の部門に従事している従業員について、任意に設定した１０日程度の

期間を「サンプル収集期間」として定め、勤務中にどのような業務に従事
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したかを３０分ごとに記録する。 
  （ウ）全従業員について、一定期間中の部門毎の業務に従事した時間に労務単価

を乗じた金額を集計する。 
  （エ）同様のサンプルを、平日、週末、繁忙期等ごとに集計し、加重平均によっ

て部門毎の配分割合を算出する。 
    

なお、人件費の配分において、飲料部門の人件費については、館内にあるバー

やスナック等、主に酒類を提供する部門に従事している従業員の人件費を想定し

ています。このような飲料提供施設がない場合には、飲料部門の人件費はゼロと

なりますが、食事や宴会時における飲料提供に関わる労務コストも細かく飲料部

門の原価に加えて管理する場合には、接客担当の従業員における料理部門と飲料

部門の人件費を配分する必要があります。 
配分方法の例として、料理・飲料の売上原価率の割合から双方の人件費を配分

する方法を以下に示します。 
 

○料理部門・飲料部門にまたがって従事している部分の配分計算例 
     料理仕入高 
     料理売上高 料理・飲料にまた 

× ＝ 料理部門の労務費 
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 a がっている労務費 
料理材料費 飲料仕入高 

＋  料理売上高 飲料売上高 

 
料理・飲料にまた a の式で求めた 

料理部門の労務費 
－ ＝ 飲料部門の労務費  b がっている労務費 

 
 （参考）サンプル期間における、従業員の労務記録のイメージ 

 

 
 

 

 



 

③実際の入力 
先ほどの作業により、内訳が把握できた損益計算書ベースによる計画値、前年実績

値を旅館管理会計システムのデータ入力フォームの欄に転記してください。入力画面

では、黄色に着色している項目のみ入力するだけ結構です。転記の際、該当する勘定

科目がない場合には、類似した科目に含めて入力してください。（１３ページ参照） 
入力が終わると、「管理表」シートに自動的に部門ごとに計算して表示されます。 

 
④管理表の確認 
「データ入力フォーム」の３枚のシートへの入力後、「管理表」シートに実績値、

計画値、前年実績値が集計されています。誤入力がないか確認し、経営管理に活用し

てください。 
 

（４）日々の活用方法 
旅館管理会計システムの「管理表」シートに表示された各項目の数値の内容を把握

分析し、数値を改善させるための手立てを検討、実行することにより経営管理に役立

てます。 
第二章では、具体的な分析のしかた、経営改善のヒントについて記載します。 
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○発生主義と現金主義 
 会計の計算方法に「発生主義」と「現金主義」の違いがあります。商品やサービスを

販売したときや、商品や材料を仕入れたときに、収益や費用を認識するのが発生主義で

す。これに対して、現金の出入りがあったときに、販売収入や費用の支払いを認識する

のが現金主義です。 
 発生主義と現金主義との違いにより、販売時点と売掛金の回収時点とのズレや、仕入

時点と買掛金の支払時点とのズレが生じます。このズレの影響により、現金主義では、

その日にどれだけの利益を得たかを正確に把握することが困難になります。「旅館管理

会計システム」を活用する際には、発生主義を採用することが必要です。 
 
○勘定科目の選択について 
 旅館事業で発生する費用の種類は多数ありますが、各勘定科目に仕訳するルールは原

則的には同じでも、各社によって細かな取り扱いが異なっている場合があります。「旅

館管理会計システム」が、今後業界内で普及が進み、このシステムを活用した統計デー

タの公表やベンチマークの策定といった取り組みが行われる際には、統一的なルールで

勘定科目を選択することが必要となります。 
 統一的ルールの策定には、専門家及び実務者等による検討が必要であり、このマニュ

アルで統一基準を示すことはできませんが、参考として、（一社）日本旅館協会が行っ

ている「国際観光旅館営業状況等統計調査」で使われている、各勘定科目の適用を紹介

します。 
 ■科目と適用（販売費及び一般管理費） 

科目 適用 科目 適用 
給与・賞与 役員、社員、パートタイマー、

アルバイトの給与と賞与の合計

箸、固形燃料、お膳紙、歯ブラシ、タ

オル、石鹸、トイレットペーパーなど
客用消耗品費 

（役員報酬を含む） 
社会保険料、雇用保険料等の会

社負担分 
シーツ、抱布、枕カバー、バスタオル、

浴衣、丹前等の洗濯代、リネン費用 法定福利費 洗濯リネン費 

水道光熱費 制服代、賄費、その他福利厚生

費 
上下水道、電気、ガス、重油、灯油、

温泉などの費用 その他人件費 
（燃料費を含む） 

清掃・夜警等の外部委託費、配

膳会等人材派遣会社への支払い

固定資産、什器備品、送迎営業車輌等

の修繕に要した費用 外注費 修繕費 

旅行業、ネット業者及び総合案

内所に支払う送客手数料 
椅子、テーブル、暖房機器等で税務上

資産計上されない備品、食器補充費等
送客手数料 備品費 

支払地代、支払家賃、事務機（コンピ

ューター、ＦＡＸ、コピー機等）のリ

ース料等 
カード手数料 賃借料 カード会社への支払手数料 

広告宣伝費 通信費 電話料金、切手代、宅配便など 広告費、広告制作に関わる費用

得意先への接待、贈答品、冠婚

葬祭費 接待交際費 減価償却費 決算上の減価償却費 

旅費交通費 その他 出張旅費、一般交通費など 上記に含まれないもの、端数調整など
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第二章 旅館管理会計システムを活用した経営管理 
旅館管理会計システムは、「管理表」シート右欄の「各部門における貢献利益の一覧」

で、客室部門、料理部門、飲料部門、売店部門、その他売上部門の「売上のある部門」が

どれだけの収益力を持っているかを、「部門貢献利益」として示しています。また、「管理

表」シートの「売上のない部門」の諸項目によって、総務部門、営業部門、設備運営・維

持部門の「売上のない部門」が利益にどれだけの貢献をしているか、また、無駄な費用が

発生していないかを把握することができます。 
 

１．各部門の分析 
各部門の特徴と、管理上注目すべきポイントについて紹介します。 

（１）売上のある部門 
①客室部門 
客室部門における売上は、一泊二食の売上のうち、食事の売上部分を除いた売上、言

い換えれば素泊まりの宿泊料金です。 
この部門で発生する主な費用は、客室の接客を担当する従業員や清掃の従業員の人件

費あるいは外注費、アメニティ品をはじめとした客室消耗品で構成されます。なお、客

室壁紙や、畳、襖などの修繕費や客室の水道光熱費は施設運営・維持部門に計上されて

います。 
客室部門における品質の善し悪しは、客室の広さ、新しさといった客室の快適性その

ものです。快適性を維持・向上させることで品質の維持・向上に直結します。旅館業は、

建物自体が重要な商品であり、お客様のニーズに合わせるため、施設・設備の劣化に対

応するため、適切なリニューアル（修繕・改築等）をすることが欠かせません。従って、

この部門の利益は、売上のない部門の費用をまかなうのはもちろんのこと、施設を取得

した際の借入金の返済や、次の設備投資のための資金に充てられることに留意する必要

があります。 
一方、旅館の費用は、固定費の割合が多いため、利益を 大化させるためには客室稼

働率を 大限に引き上げることが重要視されますが、稼働率を上げるために、安易に料

金単価を下げることは、料金に含まれている料理部門の品質を低下させることにつなが

るほか、売上のない部門の費用が捻出できないばかりか、借入金の返済や将来の設備投

資の原資を獲得できなくなりますので、価格設定には十分注意しなければなりません。 
 
②料理部門 
料理部門における売上は、一泊二食の料金における食事の提供、夕朝食以外の食事、

宴会の食事、日帰り入浴客等に提供する食事サービスの対価です。 
この部門で発生する主な費用は、料理材料費、箸、お品書き、鍋用固形燃料などの

テーブルまわりの消耗品、調理担当者やホール担当者の人件費で構成されています。 
なお、固定資産として計上される什器・備品類及び損益計算書上で「備品費」とし
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て計上された物品は、この部門の費用には含まれず、厨房、食事処の修繕費、水道光

熱費とともに施設運営・維持部門に計上されています。 
料理部門における品質は、提供される料理とホール担当者の接客内容によって構成

されます。 
お客様に満足いただくためには、メニューに相応しい食材を選ぶ必要があり、仕入

予算額を超過せずに良い食材を購入することが求められます。また、食事の提供には、

接客が欠かせず、食事の善し悪しに加えて、従業員の接客技術もお客様の評価対象と

なります。 
旅館においては、従業員の総労働時間のうち、食事の提供に関係する労働時間の割

合は高く、調理技術、接客技術を高めるため、就業意欲の高い従業員を確保するとと

もに、十分な従業員への教育が必要であることから、接客担当者の売上における人件

費率にも配慮をすることが、この部門の品質を高める上でも重要です。 
また、調理技術や接客技術向上の取り組みとあわせて、適切な食材管理も利益向上

には欠かせません。お客様の食べ残しや必要以上の仕入による「食品ロス」は、売上

原価の圧迫にもつながります。 
現在では、客室でコース料理を提供する施設、客室では提供せずに食事処で提供す

る施設、食事処でバイキング料理を提供する施設など、様々な提供方法がありますが、 

その違いは「食事メニューの内容」と「食事の提供場所」によって分類することがで

きます。お客様は、食事を客室の快適性とともに非常に重要視しているほか、食事の

提供方法により一泊二食の価格設定も大きく異なってきますので、自社の考え方を顧

客の嗜好と合致させつつ利益を確保することが求められます。 
 
③飲料部門 
飲料部門における売上は、夕食、宴会での食事と共に提供する飲料、客室冷蔵庫で

販売する飲料、館内のスナックやカラオケ施設等で提供する飲料（アルコール類及び

ソフトドリンク類）の売上です。館内の自動販売機による手数料収入は、その他部門

に計上されています。この部門で発生する費用は、飲料売上原価、氷の仕入代、飲料

を提供する従業員の人件費、ビールジョッキ、ワイングラスなどの飲料専用の食器類

の消耗品で構成されています。なお、飲料を冷蔵するための施設の修繕費や電気代は

施設運営・維持部門に計上されています。 
飲料の売上は、宿泊料金に追加した売上となるため、自社の収益増加には欠かせま

せん。しかしながら、飲料の提供までには、人件費や経費が発生しており、この部門

における利益は単純に「飲料の売上－飲料売上原価」では計算できないことに留意す

る必要があります。 
 
④売店部門 
売店部門における売上は、菓子や特産品といった土産物及び旅行用品など、売店内
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で販売される商品の売上です。この部門で発生する費用は、商品売上原価や、売店従

業員の人件費、値札や包装紙等の消耗品で構成されています。 
売店部門の売上も、飲料部門と同様に宿泊料金以外の収益であり、自社の収益増加

には欠かせませんが、飲料部門同様に販売に関して人件費や経費が発生していること

に留意する必要があります。 
 
⑤その他売上部門 
その他売上部門では、日帰り入浴料、マッサージ・エステ、コンパニオン等の仲介

手数料、自動販売機設置手数料、ゲームコーナー等のテナント賃料といった、宿泊料

金、料理、飲料、売店以外の部門の売上によるものです。旅館管理会計システムには、

その他売上部門を２部門まで記載できるようになっています。２部門の分け方につい

ては、物品販売など売上原価が発生する売上と、原価のかからない手数料のみの販売

に分けたり、その他部門の中でも個別に管理した方がよいものと、一括して管理して

よいものとを区分するなど、効果の上がる分類方法を採用してください。 
 

（２）売上のない部門 
①総務部門 
総務部門では、営業部門、施設運営・維持部門以外の、人事・経理・購買といった

管理業務に関する費用が計上されています。 
 
②営業部門 
営業部門では、お客様の獲得、すなわち旅行業者からの送客促進、団体客の獲得、

宴会の受注や、消費者への広告宣伝のための業務の費用が計上されています。 
このうち、旅費交通費は、営業活動に関する旅費のみが計上されており、その他の

旅費は総務部門に計上されています。 
また、営業を専門に担当する従業員がいない場合、または営業部門に人件費を配分

していない場合には、人件費は総務部門に一括して計上されています。 
 
③施設運営・維持部門 
施設運営・維持部門では、費用計上される施設備品の購入費、修繕費のほか、施設

内の水道光熱費が計上されています。 
また、人件費のうち、施設営繕を専門に担当する従業員がいない場合、または配分

していない場合には、人件費は総務部門に一括して計上されています。 
 

２．損益の管理 
 旅館管理会計システムを活用した、損益の管理について解説します。旅館管理会計シ

ステムでは、事業活動を通じて得られた収益と、収益を得るための費用がどの部門でど
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れだけ発生しているかを把握するとともに、 終的に獲得できた利益が、借入金の返済

や将来の設備投資に充てることが可能かどうかを管理することができます。 
「管理表」で示される、各項目の見方を解説します。 

①売上高 
売上高には、客室部門、料理部門、飲料部門、売店部門、その他売上部門の売上合

計が計上されています。 
 

②売上原価 
売上原価は、料理材料費や飲料・商品の売上原価といった物品の消費に関する費用

以外にも、実際にサービスに関わる従業員の労務費や、サービスに関連した経費も含

めて原価として計上しています。これによって、「売上をもたらす部門におけるサー

ビスを提供するための原価」を把握することができます。 
 

③部門貢献利益合計 
部門貢献利益合計額は、売上から売上原価を差し引いた金額が示されています。損

益計算書における、売上総利益から接客担当者、調理担当者の人件費と、サービスの

提供に関連した消耗品費を控除した金額と一致しています。 
また、部門貢献利益合計額は、「管理表」シート右欄の「各部門における貢献利益

の一覧」の合計額と一致しており、旅館におけるサービス全体を通して獲得できた利

益となります。部門貢献利益合計の金額が、売上のない部門の費用や、借入金の償還、

支払利息等の源泉となります。 
 
④売上のない部門の費用 
この項目では、総務部門、営業部門、施設運営・維持部門の各部門の費用を一覧で

示しています。 
これらの部門は、直接的に売上がなく費用のみが発生することから、利益を生み出

さない部門であり、第一に費用の節減が求められます。しかし、人件費を必要以上に

切り詰めることは職場の志気にも関わります。また、営業部門における支払手数料な

ど売上が増えるにつれ増加が見込まれる費用（変動費）、営業部門における広告宣伝

費、接待交際費や施設運営・維持部門における修繕費、備品費など、営業活動の強化

や施設の適切な維持・更新によって、売上の増加につながる費用があります。そのた

め、売上のない部門の費用については、メリハリのある管理が求められます。 
 
⑤運営により得た利益（ＧＯＰ） 
運営により得た利益（ＧＯＰ）は、売上のある部門、売上のない部門が一体となっ

て得ることができた利益の金額を示しており、「旅館業を運営すること」によって得

た利益です。運営により得た利益の金額は、損益計算書における顧問料、賃借料、減
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価償却費を控除する前の営業利益額と一致しています。 
 

⑥売上以外の収益 
 この項目では、損益計算書上の営業外収益及び特別利益で計上されている金額の合計

を示しています。 
 
⑦運営上必要なその他費用 
この項目では、顧問料（マネジメント料）、賃借料など、所有と運営が切り離され

ている旅館にとって必要な費用を示しています。なお、「データ入力フォーム」シー

トの損益計算書の金額を自動的に表示しているため、会計事務所等への顧問料も「顧

問料」に含まれています。気になる場合は、総務部門の「その他費用」に移し替える

などの修正をしてください。 
 
⑧差引合計 
この項目は、「データ入力フォーム」シートの損益計算書の税引前利益に減価償却

費を加えた合計額と一致します。この金額は、売上から費用を差し引いて残ったキャ

ッシュの金額であり、借入金の償還や将来の設備投資の源泉となります。 
 
⑨借入金償還及び更新積立金 
この項目は、施設自体の取得や過去の大規模改修等に関わる借入金の返済額や、将

来の改装、改築といった、新たな設備投資の金額です。自社の営業活動を将来にわた

って維持して行く上で も必要な金額です。 
 
⑩調整後差引合計 
この項目は、自社の 終的な利益額であり、この金額をもとに株主への配当、内部

留保等の利益処分が行われます。 
 

３．比較による管理 
 次に、旅館管理会計システムを活用した、各項目の数値を比較することによって分

析を行う方法を紹介します。 
 

（１）計画値、前年実績値との比較 
 「管理表」では、各部門の売上、費用、利益の状況を計画値及び前年実績値と比較

できるようになっています。前年の実績と比較した売上、費用の変化や、事業計画に

沿った目標との乖離の度合いを早期に把握し、速やかに対策を打つためには、旅館管

理会計システムによる管理を月次単位、できれば毎週進捗管理を行うことが必要です。 
 ただし、毎週の進捗管理を行うためには、食材などの在庫管理や、電気、ガス、水
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道メーターの検針を細やかに行うことが求められます。そのため、管理のための業務

量が増えてしまい、かえって従業員の業務効率を下げてしまう恐れや、そもそも管理

業務を行うための人材が確保できないといった問題が考えられます。 
 しかしながら、企業が存続するためには、サービスの品質を維持・向上し、必要な

設備投資を行えるだけの利益を確保しつづける必要があります。これを実現するには、

経営者、従業員はもとより、金融機関を含めた取引先が一体となって課題解決に取り

組む必要があります。関係者が企業活動について検討・議論する上では企業の財務状

況、つまり数字によるコミュニケーションが欠かせません。厳しい経営環境を乗り切

るためにも、積極的な取り組みが求められます。 
 

（２）ベンチマークによる同業者との比較 
 自社にとって必要な利益を確保するためには、自社のサービスがお客様に支持され、

継続的に売上を維持することが求められます。数ある旅館の中からお客様が自社を選

んでいただくためには、他社との差別化を図る必要があります。 
 他社との違いを見出すために、利益率、経費率等、参考となる数値があれば比較を

する事で経営改善の対策が立てやすくなりますが、現在、「旅館管理会計システム」

の様式でまとめられた統計データはありません。 
 「旅館管理会計システム」に類似したものとして、欧米では「宿泊産業のための統

一会計報告様式」（ＵＳＡＬＩ）が既に活用され、統計データも公表されていますが、

このデータを日本の旅館にそのまま当てはめるには、専門家による議論が必要です。 
 今後、「旅館管理会計システム」の活用を業界内で普及させ、参考となる統計デー

タの整備が求められます。 
 

４．企業存続のポイント 
 このマニュアルでは、旅館管理会計システムを活用した、旅館の経営管理について解

説をしてきましたが、 後に、厳しい経営環境を乗り越え、自社が地域に根差した企業

として永続するためのポイントを紹介します。 
 

（１）サービス品質の向上に努め、自社の魅力を際立たせる 
 お客様に支持される旅館として確立するためには、旅館で提供する一泊二食を基本

とした宿泊サービスにおいて、お客様のニーズに合わせたサービス品質を追求し、他

社にない自社の魅力を際立たせることが重要です。 
 この取り組みを実践するには、まず「自社の魅力」を今一度見つめ直すことから始

まります。魅力の要素には、施設・設備といったハード面、接客サービス、食事メニ

ューなどのソフト面、その他外的環境に分類されます。 
このうち旅館におけるサービスには、従業員の接客技術の維持向上が欠かせません。

意欲的な人材を確保するためにも、接客担当者の労務費について十分に配慮しつつ、
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これを宿泊料金に反映させるべきです。 
 一方、お客様にとっては価格自体も魅力の一つであり、低廉な宿泊料金もセールス

ポイントの一つといえます。 
 しかし、宿泊料金を引き下げるため、運営コストを抑えるには、複数店舗によるチ

ェーン展開を行うなど、「売上のない部門」のコストを一括化するなどの工夫が必要

で、安易に近隣旅館が提示する宿泊料金の価格設定に追随するだけでは、十分な利益

が確保できなくなる恐れがあり注意が必要です。 
なお、費用節減の努力は必ず必要です。旅館の経費のほとんどは売上の変動にかか

わらず一定額が発生する固定費ですが、人件費は、従業員の接客技術の向上や、適切

なシフト管理によって人件費率の改善が可能です。水光熱費についても、リニューア

ル時に省エネ建材・省エネ設備を積極的に採用するなどの工夫も求められます。 
繰り返しになりますが、自社の魅力を 大限に活かし、お客様のニーズに合わせた

サービス品質を追求し、他社との差別化を図ることが重要です。 
こうした取り組みを推進する上で「旅館管理会計システム」は、サービス品質とコ

ストのバランス、費用の無駄を可視化できるツールとして活用することができます。  
 

（２）確実な利益確保のための計画策定 
 旅館業は、従業員による接客サービス、食事のほか、建物自体が重要な商品であり、

旅館全体としての「商品の品質」は、接客サービス、料理の内容のほか、施設・設備の

快適性などが相互に関連しています。 
 このうち、施設・設備の快適性については、客室をはじめ、浴場、宴会場、ロビー等

の内装や、空調、給排水、照明といった設備、建物の外観に至る維持管理が必要です。 
 また、施設内の通常の使用における劣化、損耗への対応のほかに、機能面、デザイン

面での陳腐化に対応するための更新も必要であることから、経営戦略上、全面リニュー

アルが必要になる場合もあり、施設・設備の維持補修、更新には多額の資金が必要とな

ります。 
 このため、旅館業では、事業活動を通じて、設備投資のための借入金の返済や、将来

の設備投資のための資金の源泉を確保する必要があります。「旅館管理会計システム」

では、計画値を入力し設備投資のための資金の源泉を確保するための進捗管理を行う事

ができます。この計画値は、自社の中長期の経営計画に沿ったものを反映させますが、

計画値として適当なものがない場合には、中長期の計画の立て方の例として、以下の手

順を紹介します。 
 
① 株主への配当を含めた、自社の 終的な内部留保のあり方等長期的な計画の検討 

   （「調整後差引合計」の計画値の検討） 
 ② ①の利益を確保するための、施設、サービス内容を含めた事業内容の検討 
    

20 
 



 

21 
 

③ 現時点での長期借入金の返済計画や、今後の設備投資に必要な資金計画の検討 
   （「差引合計」の計画値の検討） 
④ ②、③を踏まえた、法人税を含めた租税負担、支払利息の把握 

   （「運営上必要なその他費用」、「運営により得た利益（ＧＯＰ）」の検討） 
 ⑤ 総務部門、営業部門の費用見込額や、水光熱費、年間の補修費等の検討 
   （「売上のない部門の費用」、「部門貢献利益合計」の検討） 
 ⑥ 接客における材料費、労務費、経費といったサービスに直接関わるコストの把握 
   （「売上原価」の検討） 
 ⑦ 上記を踏まえた、宿泊料金（販売価格）の検討 
  
 このように、自社の 終的な利益目標から積み上げて宿泊料金（販売価格）を設定す

る方法は、「売り手の考え」を反映したものであり、宿泊料金（販売価格）を含めた「商

品」がお客様に支持されなければ意味がありません。この点では、手順②における、事

業内容の検討にあたっては、自社の市場における位置付け、お客様のニーズ等から慎重

に検討をすることが必要です。 
 
（３）数字と言葉による従業員とのコミュニケーション 
 経営改善は、経営者ひとりで達成できるものではありません。経営者、従業員が一丸

となって取り組む必要があり、そのためには旅館の運営に携わる全ての従業員と考え方

を共有する必要があります。 
 「旅館を永続するためには、適切な利益の確保が重要であること」「利益を確保する

ために他社との差別化を図り、お客様に支持されるサービスを提供しつづけること」の

２点を数字と言葉で全従業員と共有することが重要です。 
 旅館管理会計システムの「管理表」によって利益の確保を目標とする計画値を設定す

ることと、管理表に沿って全社一丸となって取り組むべき事項を言葉にし、全従業員の

コミュニケーションツールにすることが経営改善の取り組みに有効です。 
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