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第 1章	 はじめに 
 

	 高度経済成長を経て低成長が続き，今後の大きな経済成長が見込まれない日本経済にお

いて，健全な競争条件のもとで企業再生を実施することにより倒産件数を減少させ，中小

企業がいかに自力で存続していくのかというのが重要な課題となっている。 

	 企業再生においては企業再生計画の策定が中心となるが，中小企業再生支援協議会によ

る調査により，再生企業の過半数において管理会計手法が導入されていることが明らかと

なったが，その実態についてはこれまで詳らかにされていない。 

	 そこで，本研究では T 銀行を中心とする中小企業の再生現場に焦点を当てて，エスノグ

ラフィックな定性的研究により，企業再生を信頼の再構築プロセスとして捉えようとする。

そして，企業再生プロセスにおける管理会計の役割を，ビジネス・エコシステムの観点か

ら検討する。 

	 本章では，第 1節において，まず日本経済において企業再生が重視されるようになり，

制度的な対応が図られてきたことを説明し，次に企業再生において管理会計が重要視され

ていることについて中小企業再生支援協議会の調査データに基づき整理する。第 2節にお

いて企業再生という組織の危機における管理会計の役割を主題とする本論文の背景にある

当該研究領域に対する関心の高まりについて述べる。第 3節では，この研究課題に対して

どのような方法で取り組むかについて述べ，本論文において取り組むべき課題を明らかに

する。第 4節では，本論文の構成を述べる。 

 

1.1.	 企業再生と管理会計の重要性 

 
（1）	 日本経済における企業再生の重要性 
 

	 日本経済は，高度経済成長を経て，バブル経済の崩壊後，失われた 20年という低成長の

期間を経験した。さらに，リーマンショックに端を発する世界的な経済ショックを経験し

た。低成長下の経済状況において，企業の倒産実績率はどのように推移してきたか1。図表

1は企業の倒産実績率と短観の業況判断 DIの動きを比べたものである。 

                                            
1 従来，倒産とはいつでも破産手続開始決定ができる状態と考えられていたが，中小企業倒産防止共
済法（昭和 52年法第 84号）2条 2項により，法律上の倒産として定められることになった（宗田, 2008, 
4）。また，一般的に倒産とは，「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できな
くなった状態」を指し，具体的には，以下に挙げる６つのケースのいずれかに該当すると認められた

場合を倒産と定め，これが事実上の倒産の定義となっている（帝国データバンク, 2013）。 
 （1）銀行取引停止処分を受ける（手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合） 
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図表１：企業の倒産実績率と業界判断 DIの関係（出所：大山, 2002, p.8） 

 

	 80年代初頭以降長期間にわたって，両計数は非常に似た動きを示してきたが，97〜98年

以降から急に乖離し始めたことが分かる（大山，2002, 3-5）。つまり，90年代以降，倒産

実績率が，従来景気で説明出来た水準以上に高まっていることを意味する。この背景には，

後述するように自己査定の導入等を契機に，銀行による企業の信用リスクをみる目が厳し

くなったことに加え，企業業績自体が好不調に二分化したことにある。不動産担保や株の

持ち合いをうまく利用して，低くて安定的な貸出利鞘を実現し，結果的に経済成長を後押

                                                                                                                                
 （2）内整理する（代表が事業停止し，倒産を認めた時） 
 （3）裁判所に会社更生手続開始を申請する 
 （4）裁判所に民事再生手続開始を申請する 
 （5）裁判所に破産手続開始を申請する 
 （6）裁判所に特別清算開始を申請する 
	 倒産処理からみた場合，裁判所を通さずに行う私的整理（（1）と（2））と法律に則って行う法的整
理（（3）〜（6））とに大別できる。また，倒産は会社を清算させる「清算目的型」と，事業を継続し
ながら債務弁済する「再建目的型」に分けられる。私的整理は，債務者が主要債権者と協議の上，債

務整理を行うもので，内整理のうち，事業継続を前提とした債務免除，任意整理など再建を目指す場

合は倒産にカウントされない。本論文でいう企業再生とは，資金繰りに窮して債務の返済が不能にな

り，実質的に経営破綻に陥っている，あるいは陥る可能性が高い企業が，法的整理あるいは私的整理

を通じて継続企業の前提を取り戻して，事業継続を行うことをさすものとし，特に本論文では再建目

的型の私的整理を取り扱う。 

8

（図表（図表（図表（図表２２２２）実）実）実）実質質質質 G DG DG DG D PPPP 成長率成長率成長率成長率（前年比）の（前年比）の（前年比）の（前年比）の平平平平均均均均値値値値・標準偏差の推・標準偏差の推・標準偏差の推・標準偏差の推移移移移
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け銀行貸出のウェイトに基づき加重平均して算出した。
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ししてきた従来のリレーションシップ・バンキングモデルでは対応できなくなった2。そこ

で，企業再生部門の強化による企業価値の向上や，経営悪化への早期対応するための数値

条件の契約かといった迅速で細やかな対応が求められることになった。 

	 また，予想経済成長率を示す図表２からみて分かるように，平成 25年，平成 26年の実

質成長率は，それぞれ 2.8％，1.0％と低成長率しか見込まれない日本経済において，いか

に倒産実績率を下げるのかが問題となっている。 

 
図表 2：予想経済成長率の推移（出所：内閣府） 

 

	 企業再生に関する法制度は，バブル経済の崩壊以降の不況からの脱却を目指して，整備

されてきた。法的整理については，2000年 4月に会社更生法，民事再生法が施行され，旧

経営陣が残りつつ，企業再生を行う DIPファイナンスの仕組みが整備された。私的整理に

ついては，金融機関の不良債権処理問題を通じた経済再生を目指す金融再生プログラムの

一貫として行われてきた。大企業向けには，2003年に産業再生機構が設立され，有用な経

営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し，事業の再生を支援することを

目的とし，そのために，債権買取り，資金の貸付け，債務保証，出資などの業務を行った。 

                                            
2 本研究では，リレーションシップ・バンキングを「①顧客特有の，しばしば銀行にとって独占的で
ある情報を得ることに投資し，②同一顧客との時間をかけた複数回の取引および／あるいは金融サー

ビスを通じて，投資プロジェクトの収益性を評価する金融機関による，金融サービスの提供」（Boot, 
2000, 10）と定義する。 
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	 また，中小企業向けの再生については，1999年に設立された整理回収機構を通じて債権

回収や企業再生が行われるようになり，2001年には私的再生に関するガイドラインが制定

され，そして 2003年には中小企業再生支援協議会を通じた企業再生の制度の整備や，金融

検査マニュアルの緩和等が行われてきた3。 

	 2008年に発生したリーマンショック以降の世界的同時不況に伴い，2009年 3月期以降

の日本企業の業績は悪化した。例えば株式会社日本航空が企業再生支援機構の支援を受け

て，企業再生を行うなど，新聞紙上を賑わしている。その企業再生支援機構は，2013年 4

月に地域経済活性化支援機構として改組された。他方で中小企業向けには，2009年に中小

企業金融円滑化法が施行され，企業を救済する仕組みが整えられてきた。中小企業金融円

滑化法が 2013年 3月末に期限の満了を迎えるなかで，2012年 8月に中小企業経営力強化

支援法が施行され，中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を

認定する制度が創設されている。 

	 東京商工リサーチ（2013）の調査によれば， 近の倒産件数の傾向をみてみると，中小

企業金融円滑化法やセーフティネット保証（5号）などの資金繰り支援効果も受けて，2012

年度の全国企業倒産件数（負債額 1,000万円以上）は，1万 1,719件，負債総額は 3兆 757

億 1,000万円であり，倒産件数は，4年連続で減少している。他方で，中小企業金融円滑化

法に基づく貸付条件変更利用後の倒産は，年度累計で 303件となり，前年度（174件）の

1.7倍となった。特に，2013年 3月は東京商工リサーチ調査開始以来で 多となる 38件が

発生し，年度後半にかけて増勢が目立った。これは業績回復が伴わず，息切れする中小企

業が多いことを浮き彫りにしたものと推測される。 

	 債権者の立場からみれば，回収の危険性または価値の毀損の危険性の高いのが不良債権

であり，「金融検査マニュアル」では回収の危険性または価値の毀損の危険性の程度に応じ

て，債務者を区分する。債務者区分とは債務者の財務状況，資金繰り，収益力等により，

返済能力を判定して，その状況等により債務者を「正常先」，「要注意先」，「要管理先」，「破

綻懸念先」，「実質破綻先」および「破綻先」に区分することを意味する。それぞれの区分

は，図表 3のように定義されている。 

	 金融庁が定める監督指針では，借り手を支援する目的で，借り手に有利となるような貸

出条件の変更をした場合，その債権は原則として貸出条件緩和債権となり，銀行法及び金

                                            
3 本論文では中小企業の定義を，中小企業基本法第２条に基づき，業種別に従業員規模・資本金規模
から具体的に規定する。中小企業とは，製造業・その他の業種の場合には 300人以下又は 3億円以下
をさし，卸売業の場合には 100人以下又は 1億円以下をさし，小売業の場合には 50人以下又は 5,000
万円以下をさし，サービス業の場合には 100人以下又は 5,000万円以下をさす。本研究における大企
業は，上記中小企業以外を指すが，典型的には上場企業を指すものとする。もちろん，上記の定義以

外にあてはまらない企業においても，中小企業の性質を有数ものがあるが，ここでは便宜上，具体的

な規定として中小企業を定義することとする。 
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融再生法上の不良債権に分類される。しかし，その例外として，要管理先については再生

計画として「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」（以下では「実抜計画」という）が

策定されていれば，条件変更が行われた場合でも，貸出条件緩和債権に該当しない取扱い

を監督指針は規定している4。また，破綻懸念先であっても，合理的かつ実現可能性の高い

経営改善計画（以下では「合実計画」という）が策定されていれば，実抜計画があるもの

とみなされる5。実抜計画および合実計画は，会計計画と事業計画からなる戦略計画にほか

ならない6。 

	 企業再生計画が実抜計画や合実計画として承認されれば，金融機関は不良債権の例外と

                                            
4 ここで，実抜計画の「実現可能性の高い」とは，①計画の実現に必要な関係者との同意が得られて
いること，②計画における債権放棄などの支援の額が確定しており，当該計画を超える追加的支援が

必要と見込まれる状況でないこと，③計画における売上高，費用及び利益の予測等の想定が十分に厳

しいものとなっていることの全ての要件を充たす計画であることをいう（中小・地域金融機関向けの

総合的な監督指針Ⅲ－4－9－4－3 （2）③注 1）。また，実抜計画の「抜本的な」とは，概ね 5年 （5
年～10年で計画通りに進捗している場合を含む）後に正常先（計画終了後に自助努力により事業の
継続性を確保できれば，要注意先であっても差し支えない）」（中小企業向け融資の貸出条件緩和が円

滑に行われるための措置）であることをいう。 
5 合実計画を実抜計画と見なすための要件は，次の通りである（金融検査マニュアル, 自己査定（別
表 1））。 
イ．経営改善計画等の計画期間が原則として概ね 5年以内であり，かつ，計画の実現可能性が高いこ
と。ただし，経営改善計画等の計画期間が 5年を超え概ね 10年以内となっている場合で，経営改善
計画等の策定後，経営改善計画等の進捗状況が概ね計画どおり（売上高等及び当期利益が事業計画に

比して概ね 8割以上確保されていること）であり，今後も概ね計画どおりに推移すると認められる場
合を含む。 
ロ．計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が原則として正常先となる計画であること。ただし，

計画期間終了後の当該債務者が金融機関の再建支援を要せず，自助努力により事業の継続性を確保す

ることが可能な状態となる場合は，計画期間終了後の当該債務者の債務者区分が要注意先であっても

差し支えない。 
ハ．全ての取引金融機関等において，経営改善計画等に基づく支援を行うことについて，正式な内部

手続を経て合意されていることが文書その他により確認できること。 
	 ただし，金融機関が単独で支援を行うことにより再建が可能な場合又は一部の取引金融機関等が支

援を行うことにより再建が可能な場合は，当該支援金融機関等が経営改善計画等に基づく支援を行う

ことについて，正式な内部手続を経て合意されていることが文書その他により確認できれば足りるも

のとする。 
ニ．金融機関等の支援の内容が，金利減免，融資残高維持等に止まり，債権放棄，現金贈与などの債

務者に対する資金提供を伴うものではないこと。 
	 ただし，経営改善計画等の開始後，既に債権放棄，現金贈与などの債務者に対する資金提供を行い，

今後はこれを行わないことが見込まれる場合，及び経営改善計画等に基づき今後債権放棄，現金贈与

などの債務者に対する資金提供を計画的に行う必要があるが，既に支援による損失見込額を全額引当

金として計上済で，今後は損失の発生が見込まれない場合を含む。なお，制度資金を利用している場

合で，当該制度資金に基づく国が補助する都道府県の利子補給等は債権放棄等には含まれない。 
6 本論では，会計計画といえば将来の見積財務諸表，すなわち損益計算書，貸借対照表，キャッシュ・
フロー計算書のことをさす。短期の場合，会計計画は短期利益計画と予算をさし，中期，長期の場合

は，中期経営計画，長期経営計画の一部が会計計画となる。企業再生の場合には，返済期間に応じて

再生計画が策定されることから，通常は中長期の期間にわたって見積財務諸表が作成される。これら

をまとめて議論するために，本論では会計計画という概念を用いる。また，事業計画といえば，特に

断りがない場合，新事業進出計画，構造改革計画，競争力増強計画，経営合理化計画を含む個別計画

と個別計画を考慮した事業部計画，研究開発計画，財務計画などの事業計画の両方を含むものとする。 
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することができ，貸倒引当金を減額することができる。その結果，企業への融資が継続さ

れることにより，企業は倒産リスクを回避して，企業再生を果たす。低成長下のもと，大

きな経済成長が見込まれない今後の日本経済において，健全な競争条件のもとで企業再生

を実施することにより倒産件数を減少させ，中小企業をいかに存続させていくのかという

のが喫緊の課題となっている。 
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	 正常先	 業況が良好であり，かつ，財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者。	 

	 要注意先	 

金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者，元本返済若しく

は利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか，業況が

低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に

注意を要する債務者。	 

	 
要管理先	 

要管理債権とは要注意先に対する債権のうち 3ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩

和債権をいう。	 

（1）3 ヶ月以上延滞債権：元金又は利息の支払いが，約定支払日の翌日を決算日

として 3ヶ月以上延滞している貸出債権	 

（2）貸出条件緩和債権：経済的困難に陥った債務者の債権又は支援を図り，債務

者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改訂等を行った貸出債権	 

	 破綻懸念先	 

現状，経営破綻の状況にないが，経営難の状態にあり，経営改善計画等の進捗状況

が芳しくなく，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者	 （金融

機関等の支援継続中の債務者を含む）。具体的には，現状，事業を継続しているが，

実質債務超過の状態に陥っており，業況が著しく低調で貸出金が延滞状態にあるな

ど元本及び利息の 終の回収について重大な懸念があり，従って損失の可能性が高

い状況で，今後，経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者。	 	 

	 実質破綻先	 

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの，深刻な経営難の状態にあ

り，再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥ってい

る債務者。具体的には，事業を形式的には継続しているが，財務内容において多額

の不良債権を内包し，あるいは債務者の返済能力に比して明らかに過大な借入金が

残存し，実質的に大幅な債務超過の状態に相当期間陥っており，事業好転の見通し

がない状況，天災，事故，経済情勢の急変により多大な損失を被り，（あるいは，

これに類する事由が生じており），再建の見通しがない状況で，元金又は利息につ

いて実質的に長期延滞している債務者	 。	 

	 破綻先	 

法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい，たとえば，債務，清

算，会社整理，会社更生，和議，手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破

綻に陥っている債務者。	 

図表 3：債務者区分（出所：金融検査マニュアル, 自己査定（別表 1）より筆者作成） 
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（2）	 企業再生における「管理会計」導入率の高さ 
 

	 企業再生においては，実抜計画ないし合実計画といった再生計画の策定と実行がプロセ

スの中心になる（伊藤, 2009）。再建目的型の私的整理を行う中小企業再生支援協議会を利

用する場合，公認会計士や中小企業診断士といった専門家によるチームが組まれ，財務デ

ュー・ディリジェンスや事業デュー・ディリジェンスを通じて再生計画の支援が行われる7。 

 

 

図表 4：中小企業再生支援協議会の支援スキーム（出所：中小企業庁金融課発表の「中小企

業再生支援協議会の活動状況について」） 

 

	 中小企業再生支援協議会は，2003年 2月に産業活力再生特別措置法 41条に基づき，中

小企業の再生を支援するために各都道府県に 1箇所ずつ組織されたものである。商工会議

所や県の財団法人等の認定機関を受託機関として，企業再生に関する知識と経験をもつ専

門家（公認会計士，税理士，弁護士，中小企業診断士等）が常駐し，再生に係る相談をは

                                            
7 財務デュー・ディリジェンスとは，調査対象会社の実態貸借対照表を認識し，収益力の把握や資金
繰りの把握，さらには簿外債務や偶発債務等の調査を行うことであり，事業デュー・ディリジェンス

とは，外部環境分析および内部環境分析を通じて事業の調査，分析を行い，窮境の原因及び事業の実

態を解明することである。財務デュー・ディリジェンス，事業デュー・ディリジェンスの進め方と報

告書の記載内容については，社団法人中小企業診断士協会（2008）や伊藤（2009）を参照のこと。 
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じめとした支援を行う。具体的なスキームは図表 4に示されるように，2段階の対応となっ

ており，まずは個別企業の状況を把握して，どのような支援が適当かについて相談する窓

口相談（1次対応）があり，再生計画の策定が必要であると判断される場合に，専門家によ

る支援チームを派遣して，再生計画の策定支援が行われる（2次対応）。 

	 中小企業再生支援協議会は発足以降，2013年度第 1四半期までに 28,541社からの相談

に応じ，5,011社の再生計画の策定支援を完了している。なお，2013年 3月末で中小企業

金融円滑化法の期限が到来したことにより，2012年度の第 4四半期には，再生計画の策定

完了件数が一時的に増加した。しかし，同法の期限到来後も，継続的に再生計画の策定支

援が継続されている。 

	 企業再生の成立は金融機関・スポンサーによる支援決定によって実現される。私的整理

に関するガイドラインによれば，私的整理の対象となるのは次の場合である。 

 

l 過剰債務があり，経営困難な状況に陥っている。 

l 事業価値がプラス （重要な事業部門で利益があがっている）である。 

l 法的再生を行った場合，事業価値の毀損が大きい。 

l 経済合理性が確保 （清算，会社更生法・民事再生法よりも回収が得られる見込）される。 

 

	 再生支援決定の判断基準は，「私的再生に関するガイドライン」，「中小企業再生支援協議

会	 事業実施基本要領」，「金融検査マニュアル別冊[中小企業融資編]」等にて設定されてい

る8。 

                                            
8 「私的整理に関するガイドライン」による，事業計画案における数値基準は次の通りである。 
①実質的な債務超過の解消 
	 再建計画成立後に 初に到来する事業年度開始の日から 3年以内を目処に，実質的な債務超過を解
消する必要がある。 
②経常利益の計上 
	 再建計画成立後に 初に到来する事業年度開始の日から 3年以内を目処に，黒字に転換すること。 
	 また，中小企業再生支援協議会のスキームでは，「私的整理に関するガイドライン」より数値緩和

されている。 
①実質的な債務超過の解消 
	 再建計画成立後に 初に到来する事業年度開始の日から 3〜5年以内を目処に，実質的な債務超過
を解消する必要がある。 
②経常利益の計上 
	 再建計画成立後に 初に到来する事業年度開始の日から 3年以内を目処に，黒字に転換すること 
③債務償還年数，キャッシュ・フロー比率 
	 再生計画終了年度 （原則実質的な債務超過を解消する年度）における有利子負債の対キャッシュ・
フロー倍率が概ね 10倍以下となる必要がある。（ 長 15年が可能） 
	 但し，債権放棄等を要請する内容を含まない再生計画の場合には，①②を満たさない計画策定も許

容される。 
④金融支援の合理性 
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	 企業再生は，バブル期における投資に失敗して過剰債務を負うバブル型破綻の企業再生

と，販売不振や経営力不足により本業不振に陥る不況型破綻の企業再生の二つに類型され

る（越, 2003）。一般にバブル型破綻の企業再生では，バブル経済期における過剰投資が原

因で債務過多になっているが本業では営業利益が出ている場合で，金融支援を行うことで

再生が可能と考えられており，過剰債務の整理を行う外科手術が中心である。不況型破綻

の企業再生では，販売力の強化，経営の強化，リーダーシップ，組織問題の解決といった

内科治療が重要になってくる。特に，リーマンショック以降では，時間をかけて内科治療

に取り組む不況型の企業再生が増加してきた。 

	 2次対応の開始を決定してから完了にいたるまでの期間は，6ヶ月程度の時間をかけられ

る場合が多く，そのなかで，財務や事業のデュー・ディリジェンス，計画策定が行われる。

時間をかけて，再生計画が策定され，再生計画策定後もモニタリングが実施されるが，中

小企業再生支援協議会により再生を果たした企業の二次破綻の比率は，全体の平均よりも

低いものとなっている。 

 

	 協議会案件はその大半がオーナー型の中小企業であり，再生にあたっては経営者の意識改革が

必要で，その期間中は事業の見直しも含めて十分な手間と時間をかけている。さらには完了後も

一定期間はメイン金融機関とともにモニタリングを実施することとしている。その成果もあって

か，全体の完了案件のうち，破たん等に至った比率は 6％台と低い。債権放棄を含む抜本策をと

った完了案件に至っては同 1％台に留まっている（野田，2010，39）。 

 

	 企業全体の倒産発生率が 0.4％であることと比較すると（帝国データバンク, 2010），それ

よりは高い破たん等に至っており，すべての企業が再生を果たしているわけではない。し

かし，民事再生が認可された企業（終結と認可後廃止の合計）3,944社のうち，「認可後廃

止」，「休廃業」，「解散」，「再倒産」を合計すると 766社あり（帝国データバンク, 2010），

約 20％弱になり，それと比較すれば，中小企業再生支援協議会の完了案件は，よりよい成

果を上げているといえる。 

	 図表 5は，中小企業再生支援協議会の取扱件数と再生計画策定完了数の推移を示し，図

表 6は，その推移累計を示すグラフである。図表 5で示されたように，中小企業再生支援

協議会の完了案件にみられる特筆すべき点として，2013年 6月までの完了案件 5,011件の

うち，管理会計手法の導入件数は 2,702件（53.9％）と過半数を占める割合となっているこ

                                                                                                                                
	 ・清算配当率以上の返済額（利子込み）が見込まれること 
	 ・実質純資産＜継続価値 
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とがある。つまり，再生企業の過半数で導入されていることになり，これには何らかの意

味があると考えられる。 

	 では，管理会計手法の導入の具体的な内容であるが，中小企業庁金融課発表の「中小企

業再生支援協議会の活動状況について」によれば，「製品別・取引先別等管理会計の手法導

入による選択と集中」とされている。しかし，それだけではその詳細が不明のため，中小

企業庁の担当者と，中小企業再生支援協議会の本部のプロジェクトマネージャーにその内

容を確かめた。 

	 管理会計手法の導入の内容について中小企業庁の担当者より，次の回答を得た。 

 

	 業種によって変わるが，なんらかの分類別の収益計算を行い，不採算部門の撤退を行うなどの

選択と集中を行うことである。部門別，製品別，相手先別といった分類がある。建設業の場合は

工事別，運輸業では路線別といった計算が行われている。9 

 

	 また，中小企業再生支援協議会の本部のプロジェクトマネージャーによれば，「管理会計

手法について明確な定義はないが，企業再生プロセス10で不可欠なもの」（2010年 6月 4日, 

聞き取り調査による）と理解されている11。このことから，管理会計がなくて，経営管理が適

切に行われておらず，経営破綻に陥っている可能性が考えられる。 

  

                                            
9 2011年 2月 25日に，中小企業庁の担当者に電話で問い合わせ，回答を得た。 
10 Slatter & Lovett（1999）は，再生プロセスを分析フェーズ，応急処置フェーズ，戦略的変革フェ
ーズ，成長と新生フェーズの４つのステップに分類する。また，一般的な地域金融機関による企業再

生の一連のプロセスをまとめたものとしては，例えば穂刈（2008）がある。本研究では，企業再生プ
ロセスを再生開始，再生計画の策定，再生計画の実行に分ける。再生計画の策定の完了は，私的整理

の完了，すなわち債権者が再生計画について合意を行ったときと捉える。 
11 管理会計技法の導入とあるが，管理会計は製品別，取引先といった事業の選択と集中を行うために
だけ行われるわけではない。中小企業庁の調査では，中小企業再生支援協議会の担当者からアンケー

トにより回答されたものであるため，実際には管理会計の導入には多様な可能性が想定される。つま

り，利用できる会計情報がなくて，管理会計情報を入手したのか，利用できる会計情報があっても，

管理会計情報が適切に利用されていない場合が想定されるが，前者は管理会計技法の導入と明確に捉

えられるが，後者は判断が分かれるものと思われる。また，管理会計技法の導入として，予算の導入

も想定されるが，この調査からはその詳細を把握することは出来ない。 
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図表 5：中小企業再生支援協議会の取扱件数と再生計画策定完了数（出所：中小企業庁金融

課発表の「中小企業再生支援協議会の活動状況について」より筆者集計） 
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図表 6：中小企業再生支援協議会の取扱件数と再生計画策定完了数（出所：中小企業庁金融

課発表の「中小企業再生支援協議会の活動状況について」） 
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図表 7：売上高別管理会計手法導入企業について（出所：中小企業庁金融課発表の「中小企

業再生支援協議会の活動状況について」より 2010年度以降のデータについて筆者集計） 

 

	 管理会計手法の導入企業について，2010年 4月から 2013年 6月までのデータについて

売上高別に分類したものが図表 7である。売上高別の分類によれば，1億超 10億以下の企

業と，100億超の企業の占める割合が高く，ともに管理会計の導入率は 50％を超える割合

を占める。また，50億までは，導入割合が高くなる傾向を示す。 

	 同様に，管理会計手法の導入企業について，従業員数別に分類したものが図表 8である。

従業員数別の分類によれば，11〜50人の企業と，501名以上の企業の占める割合が高い。

500名以下の企業の導入率は総じて 50％を越えているが，501名以上の企業になれば導入

率は 48.6％と 50％を切っている。いずれにしても，売上規模，従業員数によって，多少の

差はあれ，導入率は総じて高いものとなっている。つまり，再生企業の過半数では，管理

会計が組織において十分に活用されていなかったことが示唆される。 

	 なお，個別企業のデータは，2005年の第 3四半期から提供されているが，業種区分が細

分化されていたため，業種が集約された 2010年以降のサンプル 2,430件を対象とした。サ

ンプルに占める管理会計手法の導入率は，56.1％と，全母集団の 53.9％よりも高くなって

いる。これは，2009年以降の導入率が高まっているためである。中小企業再生支援協議会

の活動は初期段階では，各県ごとに差がみられたが，事業実施基本要領が制定された 2008

年 4月以降に全国的に活動が均一化されてきた。また，不況型の企業再生が増加してきた
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ことで内科治療が必要となってきたものと考えられ，その意味でも 2010年以降を母集団と

することで，現状における全体像の把握が行える。 

 

 

 
図表 8：従業員数別管理会計手法導入企業について（出所：中小企業庁金融課発表の「中小

企業再生支援協議会の活動状況について」より 2010年度以降のデータについて筆者集計） 

 

	 次に，管理会計手法の導入について 2010年 4月から 2013年 6月までのデータについて

業種別に分類したものが，図表 9である。業種としては，製造業，卸売・小売業，建設業，

飲食業・宿泊，サービス業，運輸業，不動産業の順に 100件を越えており，以下では，不

動産業，情報・通信，医療・福祉，教育・学習支援，鉱業，電気・ガス・熱供給と続く。

サンプル件数が 100件を越える業種のうち，製造業，卸売・小売業，建設業，サービス業，

運輸業における管理会計手法の導入率は，全体の平均を上回っており，飲食業・宿泊は 47.4%

と全体の平均を下回る。逆に，サンプル数は 19件と少ないものの，不動産業では，導入企

業が 1社（5.3%）とかなり低い値を示す。 

	 以上から，中小企業再生支援協議会がとりくむ再生企業の二次破綻の割合が相対的に低

く，また，再生企業に対して管理会計技法が高い割合で導入されていることが明らかとな

った。経営不振に陥った企業を買収して，企業再生を行い，自身の成長につなげている日

本電産のように，競争優位のある技術力や製品力・サービス力があっても経営ができてい

ない企業は，経営改善を行うことで企業再生を果たすことが知られている（吉川, 2010）。
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再生企業への管理会計技法の導入により，企業再生を果たし，また長期的な企業の存続に

寄与していることが示唆される。 

	 ここまで企業再生の現実において管理会計を導入する率が高いこと，その理由，背景，

状況について確認してきた。次節では，企業再生における管理会計の役割について，これ

までの先行研究がどのような議論を行ってきたのかを確認することで，本論文の対象とす

る研究領域を明確にする。 
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図表 9：業種別管理会計導入企業について（出所：中小企業庁金融課発表の「中小企業再生

支援協議会の活動状況について」より 2010年度以降のデータについて筆者集計）  
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1.2.	 企業再生に関する管理会計研究 
 

	 組織が厳しい競争環境に生き残っていくためには，外部環境に適応するようにマネジメ

ント・コントロール・システム（MCS）を構築するとともに（Chenhall, 2005），組織の規

模に応じてMCSを構築・発展させていかなければならない（Greiner, 1972）。外部環境に

対応出来なければ，企業は利益を創出することが出来ず，やがて倒産の危機に陥り，事業

の再構築を行い，MCSを適応させていくことが必要になる（Cameron et al., 1988）。この

ように考えるならば，倒産の危機に直面した状況から企業を再生していく際には，これま

での（今後の）外部環境の変化，内部環境の変化に対して，MCSを適応させていかなけれ

ばならないといえる。 

	 Simons（1995, 5）では，MCSは「組織活動パターンを維持・変化させるために経営者

が用いる情報をベースとした公式の手順や手続き」として定義されている。それに対して，

Bisbe & Otley（2004）では Simons（1995）をベースとしつつも，さらに非公式なプロセ

スにまでMCSを拡張して定義している。本論文の分析では，公式コントロールと非公式コ

ントロールを包含する形でMCSを捉え12，MCSは戦略計画と予算を中心とし，中・長期

経営計画と短期経営計画からなる一連の PDCAサイクルであるものと捉える。 

	 澤邉（2005）では，企業経営がうまくいかない状況について，次のように整理する。 

 

	 個別の企業経営において会計を経営管理に役立てるのは至極当然のことであり，管理会計は企

業経営の根幹を支える重要な能力のひとつである。問題があるとすれば，会計が利用されること

にあるのではなく，グローバルな会計改革が，ローカルな社会状況を反映していなかったり，個

別企業の経営目的や管理手法と整合的でない場合である（澤邉, 2005, 199）。 

 

	 従来の管理会計研究は，エクセレントカンパニーを中心としたすぐれた管理技法を中心

に行われてきており，組織の成長のための管理会計の役割の研究が行われてきた（澤邉，

2009）ように，管理会計研究といえば，管理会計が確立した企業を中心に行われてきた。

そこで生み出された知見は，活動基準原価計算（Cooper and Kaplan, 1988）やバランスト・

スコアカード（Kaplan and Norton, 1992, 1996）のように規範的に開発された管理会計技

法とその利用法であった。 

	 しかし，管理会計技法に関する規範的研究は，その使われる文脈の重要性を十分に考慮

していない場合が多く，実際にはその使われる文脈に注目すべきであるとして，実態を調

                                            
12 本論では，経営者が企業の業務として，公式に行うと考えているものを公式コントロール，それ
以外を非公式コントロールとして議論を進める。 
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べる経験的研究が欧州を中心として増えてきた（例えば Baxter & Chua, 2003; Briers & 

Chua, 2001）。 

	 規範的研究の現実的な有用性への批判から経験的研究の高まりがある一方で，管理会計

研究の発展のための規範的研究に対するニーズが高まっている（上總・澤邉, 2006）。規範

的研究と経験的研究に二分化する傾向のなかで，澤邉（2005）の基本的な視点は，規範世

界と現実世界の差異を認識したうえで，現実世界を変えていくことで規範的な世界に近づ

けていこうとするものである。すなわち，規範世界と現実世界を対立関係としてみるので

はなく，規範世界と現実世界を動的な関係として捉えようとするものである。本研究でも，

同じ認識に立ち，規範的研究と経験的研究の橋渡しが出来ないかというのが研究上の大き

な問題意識である。 

	 前節でみたように日本企業における再生では，メインバンクや再生支援協議会や会計専

門家の役割が大きいと示唆されている。これまでの管理会計研究は，個別企業に焦点を合

わせすぎたため，当該企業の内外の経済主体やネットワークに対して注意を払ってきたと

は言い難い。 

	 そこで本研究では，困窮企業が組織変革を遂げて再生する際におけるMCSの適応プロセ

スをビジネス・エコシステムの観点から研究することにより，規範世界と現実世界の乖離

の克服プロセスを明らかにする。組織間関係に着目する研究では，バイヤー・サプライヤ

ー関係を中心にして議論をされてきたが，ビジネス・エコシステムに着目した研究は，こ

れまで十分に行われていない（Håkansson & Lind, 2006）。そこで，本研究では，組織につ

いて，外部環境要因を決定すれば，外部環境の影響を受けつつ，組織内部を議論できるも

のと捉えずに，外部と内部のダイナミズムを前提とし，内外の相互作用を通じて時間をか

けて変化して，お互いがお互いを形成するビジネス・エコシステムとして捉えて研究を進

める（Iansiti ＆ Levien, 2004; Hannan & Freeman, 1977, 1989; Moore, 1993）。 

	 外部環境および内部環境の変化とMCSについては，組織の成長・衰退段階に応じて適用

されるMCSの内容についての研究（Moores & Yuen, 2001; Davila, 2005; Davila & Foster, 

2007; Davila et al., 2009; Sandino, 2007; Reid & Smith, 2000; Silvola, 2008）と，MCS

がどのように変化するかその変化プロセスについて研究するアプローチ（Cardinal et al., 

2004; 稲垣, 2010; Granulund & Taipaleenmaki, 2005; Collier, 2005）がある。前者のMCS

の内容に関する研究によれば，各組織の成長・衰退段階におけるMCSの特徴を明らかにす

ることに長けており，変化プロセスに着目するアプローチによれば，組織の成長や衰退に

おけるMCSの変化の動態を明らかにすることに長けている。 

	 従来のエクセレントカンパニーを中心とする管理会計研究だけではなく，近年では管理

会計変化に対する注目が集まっており（Hopwood, 1987），特にスタートアップ企業におけ
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るMCSの適用について着目されるようになってきた（Davila & Foster, 2008）。他方で，

管理会計情報が役立つのは，企業の不調時であるとの指摘もある（Silvora, 2008）。例えば，

アメーバ経営の導入による（株）日本航空の再建や，（株）日本電産による救済M&Aとい

った企業再生に着目され（上總・吉川， 2008），再生計画の策定に関する研究が蓄積され

始めているが，Cardinal et al.（2004）等のわずかな研究を除けば，企業再生期における

MCSの変化プロセスに関する研究は不十分である。従来はコンティンジェンシーアプロー

チによるMCSの内容に関する研究が中心であったが，今後はMCSの動的なプロセスを明

らかにする研究がより必要とされている（Davila & Foster, 2008）。 

	 また，中小企業に対する金融機関によるハンズオン経営の実務はメインバンク制として

以前から知られているところであり（例えば Sheard, 1989）13，管理会計実践としても割

増回収期間法を用いて「企業の経営システム （投資決定プロセス）の一部を銀行が担当」

しており，「企業と銀行との二人三脚」（上總, 2003, 19）により経営が進められてきた。こ

の二人三脚の経営の前提には，両者の高い信頼関係のもとでの相互互恵が行われる緊密な

取引関係がある（Sako, 1992）。しかし，これまで上場企業を中心とする大企業を中心とし

て研究が進められるなかで，中小企業における管理会計研究は国内外を通じて先行研究で

十分に明らかにされているとはいえない（Mitchell & Reid, 2000; 澤邉・飛田, 2009）。 

	 中小企業の再生においても管理会計の手法が活用されることが多く，この点に着目すれ

ば企業の管理会計実践が何らかの形で企業再生に役立っていることを示唆される。例えば，

企業再生の実践者によれば予算実績管理を基本とした PDCA サイクルの重要性が指摘され

ている（細川, 2004）。中小企業再生と管理会計に関する数少ない研究で言えば，稲垣（2010）

によって，中小企業再生における管理会計の導入の阻害要因と促進要因が検討され，外部

からの支援による管理会計システムの導入が企業再生に成功するための必要条件として位

置づけられ，さらにその後に組織内で管理会計情報が有効に活用されることがより重要で

あると示唆されている。しかし，どのような管理会計技法がどのように利用されているか

の実態についてはこれまで十分に検討されておらず，また，会計専門家や金融機関といっ

た外部の支援による再生計画の策定と実行が企業内部における管理システムにどのような

影響を与えるのかについては，これまで十分に議論されているとはいえない。 

 

1.3.	 研究方法及び研究課題 
 

	 本研究では，ビジネス・エコシステムにおける管理会計の役割を検討するにあたり，再

                                            
13 近では川村（2009）により，金融機関より派遣された行員が直接経営支援を行う事例研究が報
告されている。 
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生企業と，後述するようにビジネス・エコシステムで要石（キー・ストーン）を果たして

いる金融機関をもう一つの軸としておく。特に，再生企業が困窮状況にあり，日々のオペ

レーションに消耗している現実においてメインバンク側の金融機関は，ビジネス・エコシ

ステム全体に目を配り，再生企業を支援する立場にある。本研究では，そのようなビジネ

ス・エコシステムのキー・ストーンたる金融機関が期待する規範世界と実際の現実世界に

乖離があり，その乖離の典型例が企業再生であると捉え，その乖離がビジネス・エコシス

テムにおける相互作用を通じてどのように克服され，信頼関係が再構築されるのかについ

て検討を行う。金融機関による企業への単なる押しつけではなく，どのように企業を説得

し，影響力を行使するのかについて，当該プロセスにおける会計の役割を述べる。すなわ

ち，本研究の大きな研究課題は，地域経済というビジネス・エコシステムにおける，組織

間の相互作用が行われるなかで，規範世界と実際の現実世界との乖離を克服するために管

理会計はどのような役割を果たすのか，ということである。 

	 このような研究目的から，①ビジネス・エコシステムのキー・ストーンである金融機関，

②企業に組織的な支援を行う金融機関，③組織的な支援を行うにあたって管理会計が重視

されている金融機関を基準として理論的サンプリングを行い，フィールドスタディをおこ

なった。 

	 ビジネス・エコシステムにおける相互作用プロセスを理解するため，何をという What

やなぜという Why の問題に加えて，変化プロセスを分析するどのようにという How とい

う形式の問題を取扱うため（澤邉ほか, 2008），エスノグラフィックな定性的研究を採用す

る。具体的には，T銀行を中心とする中小企業の再生現場に焦点を当てた参与観察を中心と

する長期的なフィールドスタディにもとづく経験的研究を行う。本研究の一つの特色は，

金融機関を対象とする場合に通常は除外される研究方法である参与観察を用いて（Berry et 

al,. 1993），現実に行われている会計実践を確かめるエスノグラフィックな定性的研究を行

い（Silverman, 2010），金融機関と再生企業間の面談時に行われるコミュニケーションを

分析の対象とすることである。 

	 本研究によって期待される貢献は以下の 2点にある。 

 

１．研究方法上の特徴から得られる貢献 

	 参与観察に基づいて，実態調査が容易でない金融機関と再生企業間の面談時における

コミュニケーションを捉え，再生企業におけるMCSの変化を理解することが，本研究の

大きな特色である。したがって，組織の危機への対応時におけるコミュニケーションを

詳細に理解し，それが金融機関と再生企業のMCSにどのような影響を与えるのかを明ら

かにすることが，本研究の貢献の一つになると期待される。 
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２．データ特性上の貢献 

	 本研究におけるデータ特性は，一企業内部におけるMCSの変化だけでなく，金融機関

および会計専門家と企業間の相互作用を捉えることにより，MCSの動的な変化プロセス

を捉えるものであるということである。その特性により，一企業で完結するシステムで

はなく，組織間の連携もふまえた，ビジネス・エコシステムとして統治メカニズムを捉

えることができる。結果として，中小企業とそれを支援する地域金融機関，会計専門の

相互作用を理解して，MCSの変化を動的に理解し，現実の世界をいかに規範的な世界に

近づけようとするのかを理解することができると期待される。 

 

1.4.	 本論文の構成 
 

	 上述の研究課題に取り組むために，本論文の前半部分においては，ビジネス・エコシス

テムからみた企業再生におけるMCSについて，主として文献調査による先行研究の整理を

通じて，現状で明らかにされていることを述べ，本論文で検討すべき研究領域と研究課題

を提示する。本論文の後半部分では，フィールド調査の結果をもとに具体的な事例を検討

する。 終章においては，管理会計による組織の危機への変革への働きかけに関する重要

な点を提示する。本論文の構成は次の通りである。 

	 第 2章では，まずMCSの基本的な役割を理解したうえで，企業再生におけるMCSに関

する先行研究を概観する。次に，組織間管理会計に関する先行研究を整理し組織ネットワ

ークをビジネス・エコシステムからの視座からみることから得られる特徴について概観す

る。 

	 第 3章では，本研究で用いるエスノグラフィックな定性的研究の特徴を概観したうえで，

本研究の調査概要について述べる。 

	 第 4 章では，まず T 銀行における企業再生プロセスを明らかにする。次に，信頼関係が

一度喪失してしまった設定から，再生計画の策定場面における金融機関と経営者との面談

を通じてどのように信頼関係が再構築されるのかについて述べ，企業再生を信頼関係の再

構築プロセスと位置づける。 

	 第 5 章では，平均的な経営者意識の期待できない再生企業の経営者に対して，再生計画

の策定プロセスを通じていかに意識改革が行われるのかを検討する。中小企業と金融機関

の相互作用に着目して，会計計画の確認を通じた経営者の誤解の解消により，経営者の将

来願望が現実的な方向へ誘導される事例，営業活動の確認を通じた実行意欲を喚起する事

例，そして経営者意識の十分性が確認される事例を述べる。ビジネス・エコシステムにお
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ける相互作用により，経営者の意識改革が行われることを明らかにする。 

	 第 6章では，金融機関，会計専門家を交えた再生計画の修正を通じて，再生企業のMCS

がどのように変化するのかを検討する。全社的活動によるMCSの変革プロセスに関する事

例をとりあげる。企業再生に陥るような経営者の意識は夢想的である場合が多く，第 1 次

再生計画は経験的に成功しない可能性が高い。そこで，金融機関としては，全社的に巻き

込んで策定され，より具体的で実行可能な計画を求めており，月次でモニタリングできる

体制の構築を期待する。また，金融機関と企業との関係では十分な経営改善が図れない場

合があるため，会計専門家がコンサルタントとして再生計画の策定を支援する。金融機関，

会計専門家と企業が一体となり，企業再生計画を策定した事例をとりあげ，それぞれの相

互作用を通じて，金融機関の期待する計画へと修正されることを明らかにする。 

	 第 7 章では，事業別，顧客別，製品別といったセグメント別計算が行われていない企業

に対して，その計算技法が導入されることにより，組織にどのような影響をもたらすのか

について検討する。経営者の試行錯誤により導入されるセグメント別計算をはじめとする

管理会計手法通じて，適切な意思決定の実施と，経営者の学習プロセスが行われた事例を

とりあげる。また，セグメント別損益計算が企業内だけでなく，金融機関や保証協会にお

ける意思決定を進めることを明らかにする。 

	 第 8 章では，本論文を通じて明らかとなった重要な発見事項について考察する。具体的

には，第 1 に，企業再生を信頼の再構築プロセスと位置づけ，企業再生計画の策定を通じ

た信頼の再構築プロセスが，通常の信頼構築プロセスとどのように異なるのかについて検

討する。第 2に，企業再生プロセスをビジネス・エコシステムから捉えることにより， MCS

をより動的に理解出来るのかについて検討する。 後に，本研究の限界と今後の課題を述

べる。  
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第２章	 ビジネス・エコシステムからみた企業再生における MCS 
 

	 本論文の研究目的は，企業再生という組織の異常事態に対してMCSをどのように適応し

ていくのかについて，ビジネス・エコシステムの観点から捉えることで，現実世界をいか

にして規範的理想へ近づけるのかを明らかにすることである。そうすることで，本研究の

成果は，現実世界に対する提言を行うための規範理論の土台を提供するだろう。しかし，

規範理論としての提言については，本研究の先の課題である。 

	 本研究の主題である企業再生と管理会計に関連する議論として，組織の成長・衰退段階

とMCSの適用に関する一連の研究がある。当該研究では，特に組織の成長と内部環境変化

に対する対応策がまとめられてきた。これらは，企業再生の文脈と関連しているため，参

考になる点が多いが，組織の成長・衰退段階の移行と倒産の危機は必ずしも一致しない。 

	 組織の成長・衰退段階の移行時にMCSを適用できないことにより，経営破綻につながる

場合もあるが，経営破綻は成長段階の移行時や，組織の衰退期だけに生じる事象ではない。

成長期や成熟期においても，倒産する企業はある。再生が必要な企業の共通点は，資金繰

りに窮しており，資金ショートによる倒産回避をしなければならず，一時を争う非常事態

であるということである。 

	 企業再生においては，再生計画を策定し，外部支援者から承認を得ることが企業存続に

対して決定的に重要となる。企業再生計画の策定は企業単独で完了するプロセスというよ

りも，金融機関や会計専門家が計画策定に関与することになる。従来の計画策定は，一企

業で完結するものであるものという前提で議論がなされてきたが（Simons, 1995），企業再

生という文脈においては，計画策定に関する議論と組織間関係に関する議論まで視野に入

れる必要が生じる。従来の組織間関係に関する議論は，バイヤー・サプライヤー関係とい

う 2者間の関係に着目する議論が中心であったが，金融機関をキー・ストーンとして，企

業，会計専門家，公的機関まで視野にいれて議論するためには，ネットワーク関係，ない

しはビジネス・エコシステムの観点から捉えることが求められる（Håkansson & Lind, 

2006）。 

	 本研究では，これらの先行研究で得られた知見の上に立ち，経営計画の策定をビジネス・

エコシステムに着目した企業再生という新しい設定のもとで，それぞれの相互作用が組織

のMCSにどのような影響を及ぼすのかについて検討を行う。 

	 本章では，MCSの基本的な役割を述べ，組織間管理会計の議論を概観するなかで，ビジ

ネス・エコシステムの観点から組織間管理会計を捉えることによる特徴を述べ，本研究の

研究課題を述べる。 
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2.1.	 MCSの基本的な役割 

 
（1）	 管理会計研究における企業再生の位置づけ 
 

	 組織が厳しい競争環境に勝ち残っていくためには，外部環境および内部環境の変化に適

応するようにMCSを構築するとともに，組織の規模に応じてMCSを構築・発展させてい

かなければならない（Greiner, 1972; Adizes, 1979; Chenhall, 2005）。これに対応出来なけ

れば，企業は利益を創出することが出来ず，やがて倒産の危機に陥り，事業の再構築を行

い，MCSを環境変化に適応させていくことが必要になる。したがって，外部環境の変化，

内部環境の変化に対してMCSをうまく適用出来ていない状況が，倒産の危機に直面して，

企業再生が必要な状況である（Cameron et al., 1988）。 

	 外部環境の変化に対応できない典型的な倒産や企業再生といえば，市場の衰退とともに，

企業の売上が減少し，収益性が悪化して，赤字に陥る状況である。また，リーマンショッ

クに端を発する世界的な経済環境の悪化といったような恐慌期においても，企業の倒産可

能性が高まり，制度的な対応が必要となる場合もある。あるいは，厳しい競争環境におい

て，新製品開発に対応できず，組織が衰退する場合もある。他方で，倒産や企業再生は，

市場の衰退期や恐慌に限定されるわけではない。成長期や成熟期であっても，例えば，事

業規模の拡大に対して，MCSを対応させられないような場合や，公式のコントロールを導

入せずに，管理不能に陥るような状況がある。また，事業拡大時に借入れをおこなって投

資を行ったものの，回収金額が返済金額を下回り，結果として過大投資となり，資金繰り

に窮するといった場合もありえる。 

	 典型的な倒産は，市場ライフルサイクルの衰退期，組織ライフサイクルの衰退期に生じ

るであろうが，それはそれぞれの成長期や成熟期であっても起こりうるものであり，倒産

状態からの復活が企業再生であると捉えれば，企業再生は，組織ライフサイクルにかかわ

らず，一種の疾病と捉えることができる。この疾病に対処するために，将来の方向性を定

めた再生計画が策定されるわけである。 

	 では，再生計画を中心とするMCSが，疾病に対してどのような役割を果たすのかについ

てこれまでどのように論じられてきたのか。以下では，まずMCSの基本的な役割を戦略内

容アプローチと戦略プロセスアプローチの観点から確認し，企業再生と管理会計という研

究テーマがこれまでほとんど論じられてこなかった領域であることをふまえて，組織の成

長と衰退に対するMCSの適用に関する議論をのべる。 
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（2）	 MCSの基本的な役割：戦略内容アプローチと戦略プロセスアプローチ 
 

	 Chenhall（2005）では，戦略計画の適用に関するものの見方として，戦略内容アプロー

チと戦略プロセスアプローチに分類して，MCSの役割を検討する。 

	 戦略計画の内容を重視する立場によれば，諸個人と意図的な計画形成を仮定しており，

論理的なプロセスを仮定する。プログラム可能で自明な反復的活動である場合には，この

仮定は有用であり，戦略計画が業績の向上へと結びつくと考えられる（Steiner, 1969; 

Ansoff, 1987）。戦略計画については，目標の設定，全社戦略，事業戦略，および職能戦略

における優先項目の設定，予算編成，モニタリング，統制，およびインセンティブの決定

といった別個のステップへと切りわけられる（Anthony, 1965）。環境変化を考慮したコン

ティンジェンシープランやシナリオ・プランニングにおいても，同様にプロセスは区分さ

れる。 

	 このような手法は，進むべき方向性を示し，成り行き任せを回避し，参加者のコミット

メントを高め，資源の 適配分を助け，課業を合理的に配分し，組織の部門間調整を強化

し，長期的思考へと目を向けさせるような場合には，正当化される（Chanhall, 2005）。ま

た，情報システムやコントロール・システムが，外部状況についての情報を提供し，戦略

を達成するためになすべきことを予算に組み入れることを助け，戦略が計画通りに進んで

いるかどうかの評価に役立つとされている。管理会計担当者たちは，経営管理への合理的

で計算的なアプローチを好むので，しばしばこの手法を用いる。Mintzberg（1987, 1994）

は計画設定をコンセンサス，コミットメントの結晶化として，一般的な戦略の意思決定に

役立つものとして考える。 

	 他方で，計画外の状況を切り抜けるためには，限定合理性や機会主義的な意思決定が必

要であり，諸個人の戦略的課題に関する意思決定プロセスに注目する立場が戦略プロセス

アプローチである。完全な公式プロセスの構築は不可能と考えられ（Quinn, 1980），公式

的なコントロールはあまり強調されない。この立場は，戦略計画を重視する立場が仮定し

ている合理的で秩序あるプロセスが有用であることは認めるが，それが適するのはプログ

ラム可能で自明な反復的活動の場合であると考える。 

	 しかしながら，不確実性の高い状況のもとでの戦略形成のプロセスをみてみると，組織

の進行中の諸活動から体系的でないアイデアが創発されてくる（Mintzberg, 1987; Quinn, 

1980）。事前に設定された計画がすぐに不適切なものになってしまう動的な状況においては，

MCSの役割を機械的に理解することは適切ではないと考えるのが戦略プロセスアプローチ

である。公式的な計画は，意図の伝達やアイデアを吸い上げるものとして，コミュニケー

ション・プロセスに役立つ（Simons, 1990; Chenhall & Morris, 1986; Chapman, 1998）。
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それには，組織が直面している戦略上の不確実性を解決する新しいアイデアを促進し，識

別するプロセスの重要な一部分として双方向コントロールが知られている（Simons, 1995）。

また，双方向コントロールにより，イノベーションを促進することや（Bisbe & Otley, 2004），

戦略的変化をもたらすこと（Abernathy & Brownell, 1999），さらには，MCSを柔軟に利

用して，組織の効率性と柔軟性の同時追求をおこなうイネーブリングコントロールが促進

される（Ahrens & Chapman, 2004）ように，MCSの役割は機械的なものではなく，柔軟

なものとして捉えることができる。 

	 このように，Chenhall（2005）では，戦略プロセスに注目する場合のMCSの役割とし

て，①実現された戦略と意図された戦略の比較，②業績評価システムがもつ諸個人の評価

機能，③計画を柔軟に再検討するための基礎となる情報の提供，④個人による個人のコン

トロールといった側面を指摘する。 

	 安定的で予測可能性が高い状況においては，戦略計画の内容を重視するアプローチが適

しているが，企業再生のように予測可能性が低く不安定な状況においては，戦略計画の内

容だけでなく，戦略プロセスに注目する必要がある。 

	 次項以降では，外部環境の変化，内部の環境の変化に対して既存研究でどのように議論

されてきたのかについて整理を行う。以下では，組織の危機とMCSの適用について，戦略

内容アプローチと戦略プロセスアプローチに対応して，適応するMCSの内容に着目するア

プローチと，MCSの変化プロセスについて研究するアプローチを概観する。 

 

（3）	 組織の成長・衰退と MCSの内容に着目する研究 
 

	 本項では，組織の成長・衰退段階とMCSの適用する内容を検討する先行研究について概

観し，組織の成長・衰退段階に応じて適用されるMCSがどのように異なるのかを検討する。 

	 組織規模の段階が変化するにつれて，企業の戦略と組織は変化するものとして，組織ラ

イフサイクルモデルとMCSの適用に関する議論は 1960年代から，組織論を中心に議論さ

れてきた（Chandler, 1962）。組織ライフサイクルモデルの議論によれば，組織構造，戦略，

リーダーシップスタイル，意思決定方法や組織のおかれる状況といった組織の特徴は組織

の成長・衰退段階を通して異なることを想定する。企業が大きくなればより洗練された会

計情報が必要になるように，企業の成長に応じて複数の段階に分けられる（Greiner, 1972; 

Lewis & Churchill, 1983; Miller & Friesen, 1983, 1984; Quinn & Cameron, 1983; Gupta 

& Chin, 1990; Victor & Boynton, 1998）。代表的なモデルとして，例えば，Greiner（1972, 

1998）による創造性，指揮，分権化，調整，コラボレーションの段階や，Miller & Friesen

（1984）による誕生期，成長期，成熟期，多角化期（revival），衰退期に分けるものがある
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（図表 10）。 

	 Greiner（1972, 1998）は組織の成長に従い，組織の危機に対応するように，ライフサイ

クルの段階は変わると捉える。まず，創造性の段階では，リーダーシップの危機が訪れ，

命令指揮する必要性が生じる。次に組織が大きくなれば，自律性の問題が生じるため，分

権化される。分権化されれば，各部門の統制が問題となり，調整が必要になる。そして，

後に官僚制の危機に陥り，コラボレーションが必要になる。 

 

段階 尺度 

誕生期 10年未満の企業，非公式の組織，オーナー経営者による支配 

成長期 売上高成長率が 15％以上，機能別組織，公式的な方針 

成熟期 売上高成長率が 15％未満，官僚的な組織 

多角化期 売上高成長率が 15％以上，製品ラインの多様化，分権化，洗練された計画と統

制システム 

衰退期 製品の需要の低下，低い製品革新性，利益率の低下 

図表 10：ライフサイクル段階の決定尺度（出所：Miller & Friesen, 1984: p.1163を一部修

正） 

 

	 また，経営管理の危機への対応として，Adizes（1979）は，①効率的な組織運営を行い，

結果を作り出すこと，②適時に適量な情報に基づき，適切な順序で意思決定を行うこと，

③創造性を持ち，必要なリスクを取りながら環境変化に適応する企業家精神，④チーム体

制を構築することの 4つを提示し，組織の成長段階に応じて重要な要素に強弱をつけて組

み合わせながら対応しなければならないと述べる。 

	 Greiner（1972）や Adizes（1979）の研究を包含して整理したMiller & Friesen（1984）

によれば，それぞれの段階における状況，組織，革新性と戦略は図表 11のように整理出来

る。彼らは，大企業を中心とする 36社の分析を通じて，組織的な洗練さは衰退期に弱まる

ことを示した。また，誕生期，成長期において戦略の更新や革新化する試みが重視される

が，成熟期，衰退期においては，効率性の活用へと力点の移動がみられた。具体的には，

値下げ販売，模倣，ロビー活動，談合，広告といった活動が，革新の代替となり，効率性

を支援する（Greiner, 1972; Adizes, 1979）。さらに，規模の拡大を経てから衰退すること

を前提としているが，段階は戻ることもあることを指摘した。また，図表 10で示された決

定尺度からも明らかなように，組織ライフサイクルの実証研究においては，段階が進んだ

としても，必ずしも組織ライフサイクル・アプローチが想定する大規模組織を想定しない
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（Moores & Yuen, 2001）。特に，管理会計の先行研究では，成長期と多角化期の差をあま

り強調してこなかった経緯があり（Macintosh, 1995），当該研究領域での知見は，必ずし

も大企業のみを対象としているわけではないことに留意を要する。 

	 組織の成長とMCSの変化については，組織ライフサイクルに基づく理論的なフレームワ

ークが提供されてきたにもかかわらず，経験的な検証があまり行われてこなかったが

（Moores & Yuen, 2001），近年では経験的な研究が行われるようになってきた。以下では，

経験的な研究により，明らかになってきた知見を整理する。 

	 まず，Moores & Yuen（2001）は，オーストラリアの衣料，履物産業 49社についてMiller 

& Friesen（1984）のモデルに基づいて横断的研究を行い，異なる組織ライフサイクルを進

んでいる企業は，それぞれの戦略を維持するために異なるタイプのMCSのパターンを必要

とすることを示した。すなわち誕生から成長への展開期および成熟から多角化への展開期

には，より公式的なMCSの設計が求められるのに対して，成長期から成熟期への移行およ

び多角化期から衰退期への移行においては，明らかに公式度の低いシステムが求められる

ことが明らかになった。 

	 Cassisa et al.（2005）は 501社の横断的研究を行い，産業セクターや技術といった外部

変数と，製品，目的，プロセスと行った内部変数という組織の構成要素と管理会計システ

ムの適用の関係を調査し，それが組織ライフサイクルによって異なることを示す。研究結

果は，管理会計システムと組織の構成要素の相関関係を捉えるとともに，組織の構成要素

の変化に先んじて管理会計システムの変化が起こることを明らかにして，管理会計システ

ムの変化が組織の構成要素の変化に影響をもたらすことが示された。 

	 また，Silvola（2008）は，企業の成長期と多角化期における MCS の適用を調査した。

規模の拡大を前提とせずに，好調不調に着目すれば，不調時こそ情報が必要となり，多角

化期において管理会計の重要性が高まることを示した。また，外部の投資家は，成長期に

は，企業が公式のMCSを用いていることを確かめるだけであったが，多角化期においては，

よりよい収益策を生み出すためのより詳細な管理会計情報を要求した 

	 同様に，Reid & Smith（2000）は，スコットランドの中小企業の 150社をインタビュー

調査し，キャッシュ・フローの危機，戦略目的に対する資金不足，革新の実行という特定

の出来事への対応として，管理会計システムを導入することを明らかにした。 
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 状況 組織 革新性と戦略 

誕生期 小企業 

若い 

オーナー社長による支

配 

均一で，平穏な環境 

非公式組織 

非自律的 

権力が非常に集権的 

粗い情報プロセスと意思

決定手法 

製造ラインにおけるか

なりの革新性 

ニッチ戦略 

相当のリスク負担 

成長期 中規模 

年月を経ている 

多様な株主 

より多様で競争的な環

境 

組織構造の一定の公式化 

機能別組織 

一定の自律化 

集権化が一定程度弱まる 

公式の情報プロセスの当

初の発展と意思決定手法 

製品市場の関連領域へ

の拡大 

製品ラインの増分的革

新 

急成長 

成熟期 大規模 

十分年月を経ている 

分散した所有権 

競争的でより多様な環

境 

公式的，官僚的組織 

機能別組織 

中程度の分権化 

中程度の集権化 

成長段階としての情報プ

ロセスと意思決定 

製品市場の統合戦略 

よく定義された市場へ

の効率的な供給に集中 

保守的 

成長力の鈍化 

多角化期 巨大 

非常に多様で競争的で

あり動的な環境 

事業部制組織 

分権化 

情報プロセスにおける洗

練された統制，環境スキャ

ニング，コミュニケーショ

ンと意思決定の公式的な

分析 

製品市場の多様化戦略，

非関連市場への移行 

高いレベルのリスク負

担と計画 

かなりの革新 

急成長 

衰退期 市場規模 

均質で競争的な環境 

公式的，官僚的構造 

機能別組織 

中程度の分権化と集権化 

あまり洗練されていない

情報プロセスシステムと

意思決定手法 

低レベルの革新 

価額の値下げ 

製品市場の統合 

子会社の清算 

リスク回避と保守主義 

低成長 

図表 11：ライフサイクル段階の特徴（出所：Miller & Friesen, 1984, p.1163を一部修正）  
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	 MCSの適用にあたり，組織の規模の拡大が必要条件ではないことを示したのが，Sandino

（2007）である。Sandino（2007）は小売業 131 社における MCS の適用が，企業の戦略

によってどのように異なるのかについて検討した。全てのサンプル企業が，予算，価格シ

ステム，在庫管理を含む基本的な MCS を有しており，MCS の適用に関して，組織の成長

や，特定の出来事と関係なく，業種によってはスタートアップ企業でも基本的なMCSを有

することが彼女によって示された。小売業では，多店舗展開すれば，店舗管理が必要にな

るためである。また，彼女は戦略と追加的なMCSの適用に差異があることを明らかにする。

すなわち，受注生産戦略をとる企業は収益MCSを，製品リーダーシップをとる企業はコス

トMCSを，多数製品戦略をとる企業はリスクMCSを採用する傾向にあった。さらに，戦

略と追加的なMCSの整合性をとっているほうが，業績がよいことが示され，組織の危機が

戦略とMCSの不整合に起因する場合には，整合性をとることが望ましいことが示唆された。 

	 シリコンバレーにおけるスタートアップ企業のMCSの適用内容，適用時期，適用理由に

関する一連の研究が，Davila達によって行われた。Davila達の一連の研究は，倒産確率の

高いスタートアップ企業を対象としていることからすれば，彼らの研究から得られた知見

は，組織の危機を乗り越えた生存企業の特徴であると捉えることができる。また，スター

トアップ企業でなくとも，企業再生をきっかけとしてMCSを導入する場合の中小企業につ

いても，参考になる議論である。 

	 MCSの適用スピードに影響を及ぼす要因としては，ベンチャーキャピタルの存在，企業

規模，創業者 CEOの交代がある（Davila, 2005）。Davila & Foster（2005）は米国のスタ

ートアップ企業の管理会計システムの適用について調査を行い，特に予算の適用時期を説

明する変数として，エージェンシーコスト，コスト便益の感覚，企業規模，トップマネジ

メントスタイルを見いだした。ベンチャーキャピタルの存在，CEOの経験，財務管理者の

存在，従業員数，経営計画システムに関する CEOの信条が予算適用の意思決定と関係した。

これらの意思決定を内生的なものとみれば，ベンチャーキャピタルが関与して，CEOの経

験が長く，CEOが計画を重視する，より規模の大きい会社ほど，新しい財務管理者を雇用

し，新しい会計システムを適用することを見いだした。当該研究から，外部の利害関係者

の存在が MCS の適用に影響を与えることと，CEO の考えにより，管理会計の提供に影響

が受けるという結果が明らかにされた。 

	 次に Davila & Foster（2007）は，スタートアップ企業のMCSの適用について，財務計

画，財務評価，人事計画，人事評価，生産システム，販売／マーケティング，パートナー

シップをどのように組み合わせているか，どの順番に適用しているかを検討した。特に財

務計画は，早期段階において も広く適用されており，ついで，人事計画と戦略計画シス

テムが導入されている。財務評価システムは典型的に遅れて導入されている。また，MCS
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の適用割合は，従業員数，ベンチャーキャピタルの存在，国際業務，利益創出までの時間

と正の相関関係にあった。さらに，彼らは，MCS の適用数の少ない CEO ほど在職期間が

短いことを見いだして，スタートアップ企業の成長に関するMCSの有用性を示した。 

	 さらに，Davila et al.（2009）は，企業家精神を有するスタートアップ企業 69社の製造

部門における MCS の導入理由，導入理由と適用までの創業からの期間の関係，MCS の導

入理由と業績の関係を，定量的な調査と定性的な調査を組み合わせ検討する。MCSの採用

理由として，正当化と外部企業との契約のためという外部的理由，特定の知識をもった管

理者の雇用といった積極的な内部的理由，混乱への対応，問題からの学習という受動的な

内部的理由があり，それらの理由がMCSの機能の全てと関連するようになっているわけで

はないことを明らかにした。 

	 組織の成長・衰退に対するMCSの適用についての規範的な研究があり，それを検証する

経験的研究が行われてきたMCSの内容に注目するの研究の関心は，組織の成長・衰退段階

に対してどのような MCS を用いているのか，適用スピードに及ぼす影響要因，適用理由，

また，MCSの適用と業績に関するものである。これまでの研究成果によれば，組織が属す

る業種，組織の成長段階に応じて適したMCSがあることが共通の認識である。 

	 また，MCSの導入には，投資家をはじめとする外部の利害関係者が影響することが分か

ってきている。業績の不調時に管理会計システムが導入されるようにその重要性は認識さ

れているものの，Moores & Yuen（2001）のように，組織ライフサイクルの多角化期，衰

退期におけるMCSの公式度は低いという調査結果もある。管理会計システムの導入による

組織への影響，MCS の公式度，公式な MCS と非公式な MCS のバランスの取り方につい

ては，MCSの適用プロセスに着目する研究がその関心を有する。次に，組織の成長・衰退

とMCSの適用プロセスに着目する研究を概観する。 

 

（4）	 組織の成長・衰退と MCSの適用プロセスに着目する研究 
 

	 これまで組織の成長・衰退と適用する MCS の内容に関する研究の蓄積が進む一方で，

MCSの適用プロセスに着目する先行研究は非常に少ない（Davila & Foster, 2008）。ここ

では，これらについて概観し，どのような知見が得られてきたのかを整理する 

	 Cardinal et al.（2004）は，創業から成長を経て，倒産の危機に瀕して，そこから企業再

生に至るまでの 10年間に渡るプロセスを調査した先駆的な研究である。先行研究では，組

織ライフサイクルの各段階とそこで用いられる MCS の関係を調べるが，彼女たちは MCS

がどのように導入され，進化していくかという変化プロセスを長期的に調査し，何が各種

のコントロールの利用を促進するかを検討した。組織の成長段階を，経営者を中心とする
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コミュニケーションからなる非公式コントロールに依存する創設期，雇用と社会的対応へ

のガイドラインを示すものの，行動や結果へのコントロールは非公式的であり，組織文化

の構築を目指した成長期，公式的なフォーマットの利用，予算や行動計画，業務記述書と

いった公式化が行われた公式期，外部からの経営専門家を雇用して公式的なシステムと社

会的なコミュニケーションの両方を用いる再均衡期の４つに分類した。コントロール要素

の変化を促進させるものとして公式コントロールと非公式コントロールの不均衡さに着目

し，不均衡を再び均衡させるようにMCSは動的に変化する振り子のプロセスであると捉え

た。MCSを再均衡させる手法として，削除，追加，修正，代替，再稼働の 5種類を提示し

た。彼女たちの研究の特筆すべき点は 2 点ある。第 1 に，組織ライフサイクルの変化につ

いて，長期的な変化プロセスを検討したことである。第 2 に，組織の危機から企業再生期

にどのような変化があったのかについて，そのプロセスを検討したことである。 

	 多角化期，衰退期における管理会計の導入によって企業再生を果たすことについて，ア

クションリサーチに基づき事例研究を行い，中小企業再生における管理会計の導入の阻害

要因と促進要因を検討したのが，稲垣（2010）である。管理会計導入の阻害要因としては，

経営者の財務に対する意識不足，財務，経理に関する会計スタッフの欠如と会計事務所の

管理会計に関する知識の欠如があった。また，中小企業の場合には，同族で経理財務を統

括して，従業員に情報開示することに抵抗感があり，高度な管理会計システムの構築を困

難にしていた。管理会計導入の促進要因としては，金融機関からの経理部長の招聘，会計

事務所の交代といった外部からの支援がある。そして，経営者による管理会計に対する理

解により，実質的な管理会計上の情報につながり，金融機関に対する信頼により情報活用

の促進が進むことが示された。また，外部からの支援による管理会計システムの導入は企

業再生の成功の必要条件として位置づけられ，さらにその後に組織内での管理会計情報が

有効に活用されることがより重要であると示された。 

	 企業再生とMCSをテーマとする先行研究以外では，中小企業におけるMCSの適用プロ

セスを検討するもの（Granulund & Taipaleenmaki, 2005; Collier, 2005; Perren & Grand, 

2000）がある。 

	 Granulund & Taipaleenmaki（2005）はバイオ産業や IT産業のような新しい産業に属

するスタートアップ企業 8 社における管理会計システムの役割を検討する。急成長に直面

し，会計の機能に対する経営者の関心が少なく，ベンチャーキャピタルのような外部の影

響がある企業においては，基本的に会計機能に関する十分な資源を持たず，初期には記帳

業務を外注している。組織が成長するにつれて予算が 初に導入されるが，より高度な会

計システムは将来の成功を望む企業にだけ使われていた。通常は管理会計の中心となる製

品別や顧客別の原価分析や利益分析は短期的な急成長を追求する中で軽視された。同様に，
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短期的な事前計画管理に注目が集まる一方で，事後管理は軽視されていた。また，彼らは，

管理会計システムの発展に対するベンチャーキャピタルの有用性を明らかにした。すなわ

ち，ベンチャーキャピタルが，企業のMCSの洗練と事業における注力ポイントを企業に要

求することで，組織ライフサイクルの段階に応じたMCSの進展を促進することを示唆した。 

	 Collier（2005）は，あるオーストラリア企業への 10年間の長期的な事例研究から，非公

式コントロールの進化を検討し，企業家がいかに会計担当者の雇用に遅れ，問題が生じる

かを報告する。すなわち，会計担当者は，成長企業に多くのコントロールを求め，官僚主

義を持ち込もうとするが，企業家からの抵抗にあう。企業家はむしろ，半ば強制的である

が業務外で旅行や自宅でのバーベキューといった社会的な時間を通じて情報交換を行い，

意思決定を行っていきたいのである。この社会的コントロールを中心として経営を行う問

題は，企業家個人に依存してしまうことであり，120名以上を越える従業員でも，同じ手法

が通用しない可能性があることである。 

	 Perren & Grand（2000）は，23人以下の中小企業の管理会計システムの社会的な成立

を研究する。彼らは，社会構築主義的立場にたち，社会環境に対する合理的実践の外観を

計画する企業を正当化する社会的所産として管理会計システムを捉え，機能主義的な考え

というよりも共通の意味づけを作り出すものと捉える。中小企業においては，管理会計シ

ステムは情報共有やモニタリングは主要機能ではなく，個人的な意思決定や会計規制目的

で使われる。彼らは，管理会計システムを，他の従業員の過去の経験，会計経験とソフト

に埋め込まれた知識からなる，経営者が設定する会計の小世界であると捉え，中小企業に

おける会計の役割を別の側面から導き出した。 

	 MCS の適用プロセスに注目する研究では，どのようにして MCS が変化して，それがど

のように組織に影響を与えるのかという変化プロセスについて研究関心を有する。ここで

取り上げた研究は，いずれも中小企業を対象にしたものであり，公式のMCSの導入により，

組織の成長を促進する場合もあれば，阻害する要因ともなることが明らかにされている。

また，会計のもつ計算機能だけでなく，正当化のための社会的な役割としても，管理会計

が理解されている。 

 

（5）	 組織の成長・衰退に対する MCS の適用に対する２つのアプローチの比
較 
 

	 Van de Ven & Poole（1995, 2005）は，組織がどのように変化するか，またその変化に

対してどのようなコントロールを用いるかについて，合目的に一定の規則をもって変化す

ると捉えるライフサイクル・アプローチおよび目的論的なアプローチ（以下では組織ライ
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フサイクル・アプローチという）か，あるいは，弁証法的，進化論的に変化するかという

アプローチ（以下では進化論的アプローチという）を分類する。前者は，組織がたどる諸

段階が規則正しく変化するとしており，望ましい目標状態およびそれを達成するための代

替案の選択方法が目的に合致するように構築されることを前提としている。後者の弁証法

的な変化とは，対立する利害の間の争いから生じるものであり，これらの間の力関係の結

果として安定が生じる。また，進化論的な変化とは，変異（無作為抽出），淘汰（生存），

及び保持（慣性と持続）の循環的・累積的・確率的な進展である。 

	 組織の成長・衰退と MCS の変化について鍵となる理論的なテーマは，MCS の変化は，

危機に対応するようにして生じる決定的なものか（Greiner, 1972, 1998），必ずしも組織ラ

イフ・サイクルのフレームワーク通りに組織は成長せず，進化論的に変化するかである

（Davila & Foster, 2008; Cardinal et al. 2004; Granlund & Taipaleenmaki, 2005）。換言

すれば，MCSの変化は急進的で非連続的なものなのか，それとも漸進的で連続的なものな

のかである（Chenhall, 2005）。 

	 組織ライフサイクル・アプローチは，MCSが組織ライフサイクルに沿って変化すること

を前提としており，変化の要因には，組織の危機があると考えられてきた（Greiner, 1972）。

理論モデルについての経験的な検証が行われてきた結果として，理論的な枠組が一定程度

指示される一方で，理論的な枠組では説明されない事象がコンティンジェンシーアプロー

チ，変化プロセスに着目する研究の両方によって示されてきた。例えば，小売業では初期

段階から基本的なMCSが導入されていること（Sandino, 2007）， MCSの導入は，多様な

目的，理由で行われること（Davila et al., 2009），特にベンチャーキャピタルの存在がMCS

の構築に影響を与えること（Davila & Foster, 2007; Granulund & Taipaleenmaki, 2005; 

Silvora, 2008）が指摘されてきた。また，組織ライフサイクルの枠組では，組織の規模が

拡大すれば必要な情報量は高まると考えられているが（Greiner, 1972; Miller & Friesen, 

1983），不調時こそ情報量が必要になることや（Silvola, 2008），急成長をとげる場合には

会計情報が軽視される（Granulund & Taipaleenmaki, 2005）ことが明らかになってきた。

さらに，一般的な組織ライフサイクルの枠組では，組織の成長に伴い合目的にMCSは変化

していくと捉えているが，組織の規模は大きな変化はなくても，組織内の公式コントロー

ルと非公式コントロールの不均衡を修正する形で MCS が変化していくように弁証法的に

捉えられる経験的な研究が示された（Cardinal et al., 2004）。 

	 Granlund & Taipaleenmaki（2005）が主張するように全ての業種，企業を Miller & 

Friesenのモデルのような組織ライフサイクル・アプローチに当てはめて分析することが必

ずしも妥当しない場合もある。これに対して，必ずしも大企業を前提とせずに既存の組織

ライフサイクル・アプローチを適用する研究と（Moores & Yuen, 2001），進化論的アプロ
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ーチの考えをとりつつも，何らかの形で組織ライフサイクルの段階を設定する研究があり

（Cardinal et al., 2004; Granlund & Taipaleenmaki, 2005），いずれにせよ，先行研究で

は，何らかの組織ライフサイクルの段階を設定してきた。結論からすれば，必ずしも組織

ライフサイクル・アプローチのように発展するわけではないし，MCSの変化は急進的で非

連続的な場合もあれば，MCSの変化は漸進的で連続的な場合もあるということである。 

	 研究スタイルの違いとして，MCSの内容に着目する研究によれば，各組織ライフサイク

ルにおけるMCSの特徴を明らかにすることに長けており，変化プロセスに着目するアプロ

ーチによれば，ライフサイクルの段階の移行におけるMCSの変化プロセスを明らかにする

ことに長けている。当初はコンティンジェンシーアプローチによる研究が中心であったが，

今後は，動的なプロセスを明らかにする研究がより必要とされている（Davila & Foster, 

2008）。 

	 また，MCS 研究における一つの重要な側面は，MCS が採用されるのは，外的および内

的な障害への対応が漸進的であれ急進的であれ，それが合理的なアプローチだからではな

く，管理者がそれを強要されるからであるとか，どこかで生じたMCSの発展を模倣するか

らであるといったことに関する命題である（Chenhall, 2005）。さらに，新しいMCSが，

他の管理手法の流行と同じように，取り上げられたり捨てられたりすることがある，とい

うことである。この強要や模倣という理由によるMCSの採用を，制度理論によって示そう

とする会計研究者もいる（Ansari & Euske,1987；Malmi, 1999；Granlund, 2001）。外部

利害関係者に対して合理的に映るからMCSを採用している，ということを示す研究もみら

れ，外部との相互作用に着目する研究の可能性が示唆されている。 

 

2.2.	 組織間管理会計研究とビジネス・エコシステムからの視座 

 
（1）	 組織管理会計研究の概観 
 

	 Håkansson & Lind（2006）の包括的なレビューによれば，組織間管理会計の議論は，サ

プライチェーン上のすでにある垂直的なバイヤー・サプライヤー関係に焦点が当てられて

きた（Chalos & O’Connor, 2004; Groot & Merchant, 2000）。他方で，アライアンス関係

の構築，外注関係の構築といった領域も研究されている（Dekker, 2004; Langfield-Smith & 

Smith, 2003; Mouritsen et al., 2001; Seal et al., 1999; Vander Meer-Kooistra & 

Vosselman, 2000）。 

	 緊密で長期的な協調関係においては，オープンブック会計や，原価企画，組織間コスト

マネジメント，バリューチェーン会計，統合情報システム，総所有コスト，非財務尺度に
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よる測定，情報管理手法といった多くの組織間管理会計技法が関係する（Carr & Ng, 1995; 

Kajüter & Kulmara, 2005; Dekker, 2003; Mouritsen et al., 2001; Munday, 1992; Cooper 

& Slagmulder, 2004）。組織間関係における情報共有をして，相互の新しい関係の構築を通

じて，原価改善や原価低減を支援することが報告されている（Håkansson & Lind, 2006）。 

	 二者の組織間関係の実践研究における共通の課題は，信頼性の重要性に関する議論であ

る（Car & Ng, 1995; Cooper & Slagmulder, 2004; Dekker, 2003, 2004; Gietzmann, 1996; 

Kajüter & Kulmara, 2005; Langfield-Smith & Smith, 2003; Mouritsen et al., 2001; 

Munday, 1992; Vander Meer-Kooistra & Vosselman, 2000）。緊密な課題を構築すること

で，お互いを信頼する必要性が満たされ，緊密性の深まりが相手方から受け取る情報を誤

用しないことに対するより大きな気配りと結びつく事実に注意が向けられる。オープンブ

ック会計，バリューチェーン会計，原価企画のように，企業が情報を一方的あるいは相互

に開示する会計実践は，信頼構築プロセスを支援しうる。しかし，組織間関係の会計実践

は，相手方が開示情報を誤用すれば，緊密な関係を破壊しうる。 

	 また，ネットワーク関係は，調査対象にはこれまでそれほどならなかったが，ビジネス・

エコシステムのようなネットワーク関係を検討する実証研究が行われている（Håkansson 

& Lind, 2004; Kajüter & Kulmala, 2005; Chua & Mahama, 2007; Mourtsen & Thrane, 

2006）。会計を進化に導く経験は企業内だけで得られるだけなく，特定の関心を共有する他

企業，金融機関，証券市場，政府自治体のような他の組織と企業の相互作用を通じてもた

らされる。会計はまた，より大きな社会が広い文脈で企業の役割と位置づけを公式化しよ

うとする状況において，法律によって影響をうける。 

	 ネットワーク関係に着目する場合に議論されるべき一つの重要な課題は，複数組織の関

係はいかに大きな構造に統合された部分になるように構築されるのかであり，また別の重

要な課題として，他の関係の変化がいかに，自己の組織で適応することにより調和するの

かという相互作用に関してである。 

	 より大きな組織構造の一部として関係をみる場合には，会計は新しい局面を迎える

（Håkansson & Lind, 2006）。会計システムは，組織デザインと組織行為に多くの間接的な

影響を有する。これらの側面は相手方の適した組み合わせを見つけ，構築することに伴う

ため，ネットワーク関係における中心となる。これは，会計が組織デザイン全体により深

く埋め込まれることを意味する。異なる会計方法や手法の利用には，関係に関与する各企

業が再組織化することを考慮に入れなければならないが，より重要な考慮事項は各企業が

広範囲にわたるネットワークにより深く自身を埋め込むようにすることである。 

	 以下では，組織間関係をネットワークとして捉えるためのビジネス・エコシステムにつ

いての説明を行い，組織間管理会計で重要な論点となる，信頼関係の議論，意識改革の議
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論，組織間コラボレーションによる計画策定，オープンブック会計をはじめとする管理会

計技法に関する先行研究について概観する。 

 

（2）	 ビジネス・エコシステムからの視座 
 

	 組織間関係を 2者間だけではなく，ネットワークから捉えるための一つの視座として，

ビジネス・エコシステムという観点から捉えようとする研究がある。エコシステムという

概念は，組織生態学の研究（Hannan ＆ Freeman, 1977, 1989）で適用され，その後，Moore

（1993）によって伝統的な産業の枠組みを超えた産業をまたがった境界における競争の様

子をあらわす際の有効なメタファーとしてビジネス・エコシステムという概念が用いられ

るようになった。Iansiti ＆ Levien（2004）によれば，ビジネス・エコシステムの特徴と

して述べる 3つ特徴は次のとおりである。彼らはエコシステムの特徴として，①多数の緩

やかに結びついて参加者たちが共同の発展と生き残りを目的としたネットワークから形成

されている，②各企業の健康とパフォーマンスはエコシステム全体の健康とパフォーマン

スに依存する，③種は自分たちの内部能力と残りのエコシステムとの複雑な相互作用に同

時に影響されるという 3つを挙げる。エコシステムが健全であれば個々の種は生き残るこ

とができるが，不健全であれば個々の種は厳しい運命に直面する。 

	 ビジネス・エコシステムから全体を捉えることで，個々のプレイヤーの戦略だけでなく，

全体論的な戦略観を捉えることをめざす（Iansiti ＆ Levien, 2004）。戦略様式の種類とし

て，キー・ストーン，支配者,ニッチの３つの立ち位置を考える。キー・ストーン戦略と支

配的戦略は，ビジネスネットワークの重要なハブを占拠している企業によって展開される。

キー・ストーン戦略は，エコシステムを創出して調整するが，それは主として，エコシス

テムのイノベーションとオペレーションをなすプラットフォームを広げることで成立する。

支配的戦略は，エコシステムのメンバーなどの資産を吸い上げ，支配者自らの内部のオペ

レーションに統合しようとする。ニッチ戦略は，エコシステムの大半を占める他の多数の

企業によって展開される。ニッチ戦略を追求するこれらの企業は，自社独自の能力に集中

することで差異化しつつ，他者の提供する重要な資産を活用しようとする。 

	 Porter（1985）のポジショニングに関する議論では，競争戦略の選択は，産業のもつ長

期的な収益性の潜在力と，その産業内での相対的な収益性の決定要因という二つの要因に

よって決められるものと考える。企業は，産業要因に対応しなければならないが，自らに

有利なようにその条件を形成することもできるとするが，産業内のダイナミクスの議論ま

では視野におかれなかった。ここでいう競争要因とは，新規の競合他社の参入，代替品の

脅威，買い手の交渉力，サプライヤーの競争力，既存企業間の競争の 5つである。この５
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つの要因に対処するためには，企業はその産業内での効果的な戦略的ポジショニングによ

って，持続可能な競争戦略を構築しなければならない。それを達成するのは，広範囲の産

業セグメントにわたる，もしくは狭いセグメントに「集中化」された，「製品差別化」もし

くは「コスト・リーダーシップ」である。 

	 一方で，Prahalad & Hamel（1990）の資源ベースの戦略モデルは，企業とその外部の

エコシステムとの関係性ではなく，企業の内部能力とビジネスモデルの発展に焦点をあて

ている。社内のコンピタンスを重視する従来の戦略モデルでは，ビジネス・エコシステム

のダイナミクスを捉えることができない（Iansiti ＆ Levien, 2004）。これは，企業が内部

のコア・コンピタンスによっていかに差別化していくかを論じており，その外部環境にお

ける脅威の認識は，次世代技術であったり，自社の内部資産や能力を陳腐化させる新しい

ビジネスモデルの出現であると考えているためである。 

	 エコシステムのメタファーを用いることで，生物学上のエコシステムが，鮮明なイメー

ジを喚起し使いやすい用語であるのと同時に，複数の企業が演じる様々な役割の特徴につ

いてわかりやすい洞察を与える（Iansiti ＆ Levien, 2004）。これらのエコシステムにおけ

るメンバーの生産性と安定性と革新性は，根本的な部分でキー・ストーンの行為と結びつ

いている。 

	 地域経済をビジネス・エコシステムとして考える場合には，地域金融機関が地域経済で

中心的な果たす役割を果たし（家森, 2006），コンサルティング機能やビジネスマッチング

機能が期待されているため（金融庁， 2003），金融機関が地域経済におけるキー・ストー

ンの役割を果たす。金融機関をキー・ストーンとして，企業，会計専門家がニッチ戦略を

とるプレイヤーとして存在する。その他には，中小企業再生支援協議会や保証協会といっ

たプレイヤーが存在する。ここでは，地域経済をビジネス・エコシステムとして捉えるこ

との背景について言及する。 

	 前述のとおり，日本経済は，高度成長期を経て，右肩上がりの経済成長を経験し，その

後は低成長時代に入り，今後は以前のような成長率は期待されず，むしろゆるやかな右肩

下がりさえ想定されている。右肩上がりの経済成長のもとでは，個別企業の売上が伸びて，

組織の規模は拡大してきた。多少のムダがあったとしても全社的に利益が出ていれば経営

管理上の大きな問題とはならず，組織の危機とはなりにくい時代背景があった。高度経済

成長期が終焉し，従来の主要産業が衰退していくなかで個別企業の売上が右肩下がりにな

り，やがて赤字を計上し，企業経営に行き詰まった時に，組織的な問題が露見し始める。

再生企業においては，財務デュー・ディリジェンスや事業デュー・ディリジェンスを行っ

て現状把握し，セグメント別計算に基づいて事業の選択の集中を行い，企業再生計画を策

定する。企業存続のための重要なプロセスを自社内で全て行うことができないため，外部
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の金融機関や会計専門家の支援が必要となる。 

	 地域金融機関において貸出先を維持するためには，顧客を維持していかなければならな

い。企業再生にあたっては，貸出先の状況をよく知り，経営上の適切な助言を行い，企業

に存続してもらう必要がある。より複雑な場合には，会計専門家の力を借りていかなけれ

ばならない。貸し出しにあたっての投資意思決定は，顧客が作成した再生計画に基づき，

意思決定の事後モニタリングは，顧客の決算書に基づくため，その情報の信頼性が決定的

に重要となる。 

	 大手の監査法人を別にして，税理士をはじめとする会計専門家は，中小企業や個人事業

主を顧客として，決算処理や税務申告を行うビジネスを展開してきた（Marriott & Marriott, 

2000）。開業率よりも廃業率が高まっている昨今では（亀澤, 2008），新規の顧客を獲得す

る機会は減少してきており，むしろ顧客数が減少し，業界の市場が縮小する状況に直面し

ている。そこで，会計専門家に求められる業務としては，税務会計，財務会計だけでなく，

企業の実態把握や計画策定の支援業務を行う管理会計にも重点が置かれるようになってき

た（Marriott & Marriott, 2000）。企業の支援は，自ら進んで行うだけでなく，企業や金融

機関の要請によることが多い。企業再生の支援に成功し，金融機関からの信頼が高まれば，

会計専門家の価値が高まり，顧客が増える可能性もあり，会計専門家の事業機会は，外部

環境に大きく依存している。 

	 企業再生は企業，金融機関，会計専門家だけではなく，企業再生融資に関する制度のも

と，保証協会，中小企業再生支援協議会といった公的機関も関与する一連のネットワーク

から構成されるものであり，地域経済というビジネス・エコシステムである。これらのプ

レイヤーを単独でビジネスを行っていると捉えるよりも，金融機関をキー・ストーンとし

て，個々のプレイヤーがそれぞれ相互依存して共存しているというビジネス・エコシステ

ムとして捉えることにより，個々のMCSの動的な変化を捉えることができると本研究では

考える。 

	 組織間を二者間としてだけではなく，ビジネス・エコシステムにおける管理会計の役割

を検討しようとする数少ない研究として，例えば，Tomkins（2001）と Håkansson & Lind

（2004）がある。 

	 Tomkins（2001）では，企業を，緊密な取引関係と，アームレングスの取引関係の組み

合わせのなかで，相互につながった大きなネットワークの一部を構成するものと考える。

いかなる企業も一定程度は他者の制約を受け，ネットワークを所与のものとしなければな

らないが，二者間の交渉の結果により，個々の関係やビジネス・エコシステムそのものに

影響を与えうる。したがって，企業は自己の目的の達成のために取引先との相互作用の影

響を考え，また，ネットワーク全体のポートフォリオについても考慮にいれる必要がある。
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したがって，企業はビジネス・エコシステムにおける重要な取引先によってもたらされる

意思決定の結果を捉えることに集中しなければならない。 

	 Håkansson & Lind（2004）は，同様の観点から事例研究を行い，ビジネス・エコシステ

ムの構築における会計の役割を分析する。責任会計，予算，業績評価システムといった管

理会計技法により，参加者のアカウンタビリティを包含する形で新しいビジネス形態が構

築された。会計は，参加企業の調整を行う為の解決策というよりも，解決策を継続的に適

用するプロセスを促進する基盤となった。 

	 Tomkins（2001）によれば，ビジネス・エコシステムの統治において，既存の管理会計

技法で十分だが，組織間の複雑な相互作用でどのように用いられるべきかは，明らかにさ

れていない。Håkansson & Lind（2004）では，新しいビジネス形態の構築における会計の

役割を検討しているが，今後さらにビジネス・エコシステムから捉える管理会計研究が必

要とされている。 

 

（3）	 組織間管理会計と信頼構築 
 

	 組織間関係のうち二者間関係に着目する文献において管理会計と信頼に関する議論が行

われてきた（ Gietzmann, 1996; Tomkins, 2001; Dekker, 2003, 2004; Van der 

Meer-Kooistra & Vosselman, 2000; Langfield-Smith & Smith, 2003; Cooper & 

Slugmulder, 2004; 坂口, 2005; 大浦，2006）。従来研究では，取引コストの経済学の議論

（Williamson, 1975, 1985）に従いながら，その限界を克服する形で信頼概念を利用されて

きた。長期的なバイヤー・サプライヤー間において，信頼はコントロールを代替あるいは

補完するものとして理解され，情報共有と同様に，信頼関係は不確実性を下げるものと考

えられてきた（Tomkins, 2001）。 

信頼は，例えば真鍋・延岡によれば「信頼対象が，自らにとって肯定的な役割を遂行す

る能力と意図に対する期待」（2003, 54）であり，信頼の対象のもつ意図と能力の両方を包

含する場合が多い（Andaleeb, 1992; 山岸 1998）。管理会計の先行研究において，多く利用

されてきた信頼概念として Sako（1992）がある（Gietzmann 1996; Van de Meer-Kooistra 

& Vosselman, 2000; Langfield-Smith & Smith, 2003; Cooper & Slugmulder, 2004）。 

	 Sako（1992）によれば，信頼とは「一方の取引相手による，予見可能で受容可能な方法

による他方の振る舞いあるいは反応への期待」（p.37）である。そして，信頼を，双方の取

引相手に，約束を守るという普遍的な倫理基準を維持させるという意味での「約束遵守の

信頼（contractual trust）」，取引パートナーがその役割を技術力と経営能力から十分に果た

すという期待に関する「能力に対する信頼（competence trust）」，より一般的で裁量をもっ
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たお互いの非限定的なコミットメントに対する期待に関する「善意による信頼（goodwill 

trust）」として分類する。善意による信頼に値する人物は，頼りがいのある人物であり，不

公平や利益を求めないと同時に積極的に行動するといった思慮分別に富んだ人物でなけれ

ばならない（Sako, 1992）。 

バイヤー・サプライヤー関係と金融機関・企業関係の類似性を指摘する Seal（1998）は，

Sako（1992）の信頼概念を金融取引に適用し，潜在的に法的な拘束力をもつ書面があるか

どうかにかかわらず双方が約束を守るという約束遵守の信頼，事業上の問題から支払能力

が欠如して借入金の返済ができないことにより喪失するのが能力に対する信頼，詳細な指

示がなくても金融機関が企業のために活動を行うことが善意による信頼であると捉えてい

る。そして，高レベルの信頼を伴うサプライチェーンにおける 1次サプライヤーと同様に，

緊密で長期的な関係をもつメインバンクが存在することを示唆する。企業の重要な情報に

通じており，企業の考えを定期的に共有するリレーションバンキングにより，善意による

信頼が発揮される。 

日本企業のような相互依存の関係が重要視される場合には，約束遵守の信頼，能力に対

する信頼，善意による信頼の 3種類が同時に存在する（Sako, 1992）。それぞれは，どのよ

うに構築されるものと議論されてきたのかについて述べる。 

約束遵守の信頼，つまり取り交わした約束が守られるという期待は，社会化と教育によ

って人々に植え付けられる誠実さと約束を守るという道徳規範に立脚する（酒向, 1998）。

究極的には，契約書の有無にではなく，一方の道徳的高潔さに依拠せざるをえないが，景

気の上昇時のようにより好ましい状況の方が満たされやすい。 

能力に対する信頼は，市場に存在する能力を購入するかまたは能力の育成に投資するこ

とにより，継続的取引を成功させる前提条件となる技術力にアクセスできるようになる（酒

向, 1998）。後者の場合には，バイヤーは専門技術者をサプライヤーに派遣するか，あるい

はバイヤーとサプライヤーの緊密な共同作業になるかもしれない。日本企業においては，

政府の要請と外部市場における技術力のあるサプライヤーの不足という要因が組み合わさ

った結果，大企業は彼らのサプライヤーへの技術移転を選択した。 

能力に対する信頼は，発注企業が主要サプライヤーを監督し援助するサポート要因を継

続的に派遣することによって維持される（酒向, 1998）。たとえば，納品が遅れた場合に，

バイヤーがサプライヤーとともに原因究明をし，必要に応じて，生産および品質管理につ

いて技術的な助言を与える。 

善意による信頼が生じる必要条件として，類似した属性を有する人間の集団には共有化

された規範的価値観が成立しなければならない（酒向, 1998）。それに加えて，受ける好意

と満たす義務との不均衡とを絶えず保持する方向に向けられており，その結果として相互
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の負債が関係を長期に維持する。誰かに貸しを作っておくことが善意による信頼の重要な

兆候となる。善意による信頼は，能力に対する信頼を達成するための高頻度かつ高密度の

コミュニケーションによって取引先を選択し，技術的，商業的な情報の開示によって形成

される副産物である（Sako, 1992, 244-245）。 

オープンブック会計やバリューチェーン会計，原価企画のように情報共有を行う管理会

計実践は，信頼構築の役割を果たすものと考えられてきた（Håkansson & Lind, 2006）。 

Vosselman & van der Meer-Kooistra（2009）は機会主義的行動を抑止するため公式的

な会計制度の利用による表層的信頼（thin trust）の構築と，肯定的態度を引き出すため会

計情報の共有による深層的信頼（thick trust）の構築があるとし，会計情報の共有が信頼構

築のシグナルとしての役割を果たすことを述べている。 

Seal et al.（1999）によれば，約束遵守の信頼と能力に対する信頼がある状況のもとで，

善意による信頼が形成され，共通に理解された管理会計手法が共通の振舞や理解を促進す

ることを述べた。具体的にはサプライチェーンにおける原価情報の共有が，財務上，事業

上の目的や制約の学習を促進する中心的な役割を果たしていることを明らかにした。 

同様に，Langfield-Smith & Smith（2003）は，会計情報の収集を通じて能力に対する

信頼が形成され，組織間の業績評価尺度の形成とそのコミュニケーションを通じた相互利

益を目指すことで善意による信頼が促進されることをのべた。 

また，Tomkins（2001）は，信頼構築において要求される情報が異なることを理論的モ

デルに基づき分析する。情報共有と信頼構築についてコミットメントが形成され長期的な

コミットメントが確立する段階では，期待される価値や活動の詳細に関する情報が非常に

多く要求されるが，安定的なコミットメントが生じる段階では期待シグナルや新たな経験

に関する情報が限定的に要求されるように逆 U 字型のグラフとして描けることを説明する。 

長期的で継続的な情報共有プロセスそのものが信頼の構築を引き出すものであるである

ものとして，その共有プロセスを検討する Dekker（2003）の事例研究では，サプライヤー

が慎重に扱う必要がある情報を共有したという事実がバイヤーの意図に対する信頼のシグ

ナルとして働き，他方バイヤーによる機会主義的行為を行わないことによる互恵的な行為

はこの相互信頼の絆を強化することを明らかにした。 

組織の危機に対する信頼の役割を検討する研究として，Busco et al.（2006）がある。Busco 

et al.（2006）は，組織の危機に対する変化プロセスの信頼の源として管理会計が機能し，

同時に，会計のための信頼関係が社会的に構築されることを明らかにし，変化に対する信

頼感を生み出すことで，新しい方法に対する信頼感が生み出されるようになった。 

他方で，組織間関係の会計実践は，相手方が開示情報を誤用すれば，緊密な関係を破壊

しうるため，共有情報の利用には注意しなければならない（Håkansson & Lind, 2006）。ま
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ず企業の機密を含む情報を交換することには，機会主義的な行動が引き起こされるリスク

があり（Dekker, 2003; Gietzman, 1996; Williamson, 1985），取引交渉の材料にされるも

のと考えれば，情報提供を行わないし，機会主義的な行動が取られることにより，信頼関

係は損なわれてしまう。また，公式的な会計や契約による記録やモニタリングによって，

双方の義務と成果を正確に表すことにより，信頼関係が崩壊することがある（Broadbent et 

al., 1996）。共同プロジェクトに参加して情報を開示しようという参加者の意図を引き出す

ためには，公平な分配が行われることが前提とされる必要があり（Seal et al., 1999），公平

な分配が行われなければ，信頼関係が損なわれてしまうことが示唆されている。 

従来研究では，信頼が構築されていくプロセスを中心に議論されてきたが，一度崩壊し

た信頼関係がどのようにして再構築されるのかに関しては，これまで十分に議論されてい

るとはいえない。 

 

（4）	 組織間管理会計と意識改革 
 

	 ビジネス・エコシステムから捉える企業再生において信頼関係の構築と関連する重要な

概念として，経営者の意識改革がある。ここでは，経営者の意図や思いと言われる経営者

意識と，会計計画と行動計画である事業計画からなる経営計画との関係が規範的研究でど

のように取り扱われてきたのかについて整理する。 

計画策定学派によっても，計画プロセス学派によっても，規範的な研究では，トップ・

ダウン方式であれ，ボトムアップ方式であれ，ミドル・アップダウン方式であっても，適

切な目標が設定され，実行されることが前提とされる（Mintzberg, 1994）。現実の経営者

には適切な目標や十分な実行意欲をもたない場合がありえるが，これらについて既存研究

では十分に考慮されてこなかった（Mitchell & Reid, 2000）。ここでは，経営者意識を経営

者の資質の重要な要素として捉えて議論を進める。 

会計情報は財務諸表によって伝達される貨幣の姿をした企業活動のメッセージといわれ

る（上總, 1993, 10）。この企業活動と会計情報との間には一定の関係が存在しており，社会

的かつ人為的に約束された表現規則であり，企業活動に対する経営者の思考がそのまま会

計情報として生産されるように取り決められる。このため，現地と地図とは直接的な対応

関係があるのに対して，企業活動と会計情報とは，経営者の思考を媒介とした間接的な対

応関係が存在するだけである（高寺, 1967, 8-9）。 

経営計画における事業計画と会計計画の関係についても，企業活動と会計情報との関係

であるため，間接的な対応関係を有している。例えば，長期経営計画の立案プロセスにお

いて，活動計画である長期事業計画の策定と同時に長期利益計画が設定される。この長期
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利益計画は，長期事業計画の「貨幣的表現であるとともに，トップ・マネジメントの強い

意思表示でもある」（上總, 1993, 92）。 

経営者の意思は，ほかに「意志」，「意図」，「思い」，「魂」などと表現されるが，本研究

では経営者意識として整理する。それには，企業がどうありたいかという経営理念，将来

にどのようになりたいかという将来願望（ビジョン），将来願望を達成しようとする実行意

欲がある14。例えば，京セラのアメーバ経営では，中期経営計画に相当する 3カ年ローリン

グプランとともにより精度の高い 1 年間の計画がマスタープランとして作成される。マス

タープランは，具体的な事業計画のもと，月別の具体的な数字で表されなければならず，

「「この 1 年間どのような経営をしたいのか」というリーダーの意志を示すもの」（稲盛, 

2006, 213）である。これは，将来にどうなりたいかという将来願望のことであるといえる。

次に，「設定された目標を何としても達成していくためには，どんな困難が立ちはだかって

いようとも「絶対に目標を達成する」という強い意志と使命感が必要になる」（稲盛, 2006, 

216）。この将来願望を達成するための意志が，本研究でいう実行意欲のことである15。 

一般的な経営計画の策定プロセスにおける経営者意識と経営計画の関係について，先に

述べた将来願望，実行意欲，事業計画，会計計画を用いて次のように表現される。経営者

は将来願望を事業計画として具体化し，それを同時に会計計画として表現する。将来計画

を達成するためには，経営者と従業員の実行意欲が極めて重要となる。経営者意識と経営

計画の関係，また事業計画と会計計画の関係については，大企業のもとでは，一定の関係

が成立することを前提として論じられてきた（例えば上總, 1993）。 

しかし，企業再生が必要になるような中小企業の特質を踏まえると，経営者意識と経営

計画の関係は上述のような自明の関係を必ずしも期待出来ない。もとより間接金融が中心

であった日本において金融機関によるハンズオン経営の実務はメインバンク制として以前

から知られているところである（Sheard, 1989）。管理会計についても，割増回収期間法を

用いて「企業の経営システム（投資決定プロセス）の一部を銀行が担当」しており，中小

「企業と銀行との二人三脚」（上總, 2003, 19）により経営が行われてきた。中小企業と金融

機関の二人三脚の経営のもとでの企業再生は，企業の経営計画の策定・実行と，金融機関

による企業再生の意思決定・事後モニタリングの 2 つの側面をもつ。再生企業は例えば今

                                            
14 本研究では経営理念を企業の基本的な価値や目標を示したもので，基本的には不変なものとして捉
え（Collins & Porras, 1994），将来願望は経営理念を実現するために導出されたものであり，可変的
なものと考える（戸前, 2000）。本来は経営理念を含めて議論を行う必要があるが，議論が複雑にな
ることから本研究では，将来願望に焦点を絞って議論を進める。また，多様な意味をもつ戦略という

用語については，加護野（1989）のように「構想としての戦略」と「具体的なアクションの連鎖とし
ての戦略」と広義に捉え，ビジョンや戦略は抽象度の差の問題であるものとして，議論を進める。 
15 この実行意欲は，企業再生においては現場で実行する「戦闘力」（越, 2003, p.38）や，「命がけで
経営に取り組む」（越, 2003, p.39）姿勢とも表現されている。 
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の経営体制の維持を図りたい，借入金の圧縮を行いたいと考えるが，金融機関は例えば貸

付債権の処理に伴って生じるかもしれない損失の 小化をしたいと考えるように両者の意

識は異なる（穂刈, 2008, 12-16）。 

倒産に至る要因として中小企業においては，必ずしも経営者の計画策定・実行能力が平

均的にあり，経営者が経営者意識を必要十分に持っているとは限らないことがあげられる

（越, 2003）。一般的に言われることは，自社の経営実態を十分に把握出来ておらず，また，

自己の将来願望を経営計画に置きかえることに不得手である経営者が少なからず存在する

ということである。そのような経営者は，外部のコンサルタント，会計専門家や金融機関

の支援を受けて，まず財務デュー・ディリジェンスや事業デュー・ディリジェンスによっ

て実態を把握し，その上で経営計画の策定を行っていくことになる（穂刈, 2008; 伊藤, 

2009）。専門家の支援を受けて経営者が自己の将来願望を経営計画に置き換えることが出来

た場合にも，もとより借入金の返済が困難になっている状況のもとで，自己の夢を求めて，

また捲土重来を期して再生計画を作成すると，実行可能性の低い経営計画を作成する可能

性がある。これに対して，金融機関が再生企業の実態に応じて返済の可能性を考慮する場

合には，リスケジューリングを通じて返済期間を延ばし，経営計画を現実妥当的なものへ

修正するように要請することがある。金融機関の期待よりも積極的な将来願望をもつ経営

者によって策定される経営計画が修正される場合において，どのように経営計画と経営者

の将来願望を現実的なものに誘導するのか。また，実行意欲が十分でない経営者にどのよ

うにして，実行意欲を喚起するのか。企業再生という文脈においてこれらの問題について

は，先行研究では十分に検討されていない課題である。 

 

（5）	 組織間コラボレーションによる計画策定 
 

	 管理会計プロセスは，中期経営計画，短期利益計画，年次予算を中心とする計画を策定

し，それを統制することである。従来の管理会計研究では，産業革命以後の経済成長とと

もに大企業をモデルとして研究蓄積が行われてきた。管理会計の発展の歴史を紐解くと，

計画書として文章化されるかは別として，単純な小規模組織における計画の担い手は，も

ともと経営者であった（上總，1989，101）。 

	 中小零細企業をみれば，典型的な中小企業には簿記システムあるが，経営者が頭の中で

考えて意思決定を行っている場合が多く，経営者の能力および管理会計担当者の能力に限

界がある（Merchant & Ferreira, 1985; Marriott & Marriott, 2000）。小規模組織における

統制は，会計数値といった目標が与えられて行われるというよりは，経営者の考えが従業

員に直接に伝えられ，何をするかが経営者から指示されることで成立する（澤邉・飛田, 



 47 

2009）。 

	 市場環境の変化が激しく将来予測が困難な状況において，戦略計画はよりいっそう重要

であり（Porter, 1985），戦略計画の策定と実行における情報を提供する担い手が，CFO，

コントローラーを中心とする管理会計担当者である（Baxter & Chua, 2008）。戦略計画の

策定プロセスでは，経営者が描いた将来願望を明快な言葉に言語化，数値化し，具体的な

行動計画に落とし込み，環境変化が業績に及ぼす影響を考える戦略プログラミングが行わ

れる（Mintzberg, 1994）。戦略計画は，コミュニケーションを通じて組織内の全員を一方

向へと向ける調整機能を果たし，従業員を管理する手段となるが，Mintzberg はとりわけ

戦略プログラミングにおける戦略計画担当者の重要な役割として，①戦略の発見者の役割，

②分析者の役割，③触媒の役割の３つを述べる。 

	 ①戦略の発見者としての役割は，創発してきたパターンに気付いて，すでに実現された

パターンを理解するために行動を解釈し，明確化することである。②分析者の役割として

は，社外環境の戦略的な分析，社内環境の戦略的な分析とシミュレーションの役割，当初

に意図された戦略の精査と評価を行うことがある。これは，分析的なビジネススキル，コ

ンサルティング機能，支援業務のための財務情報の提供，そして戦略的代替案のアドバイ

ス（Sathe, 1982; Mouritsen, 1996; Granlund & Lukka, 1998）が管理会計担当者に求めら

れていることに対応する。③触媒の役割は，意思決定者に，計画作成方法に関する情報を

提供することを通じて行われる。具体的には，計画担当者が管理者へ質問することを通じ

て管理者に戦略的思考を行わせ，プログラム化されていない管理者の思考を計画書に取り

込んで，計画書を実行することで公式化していく。これを達成するためには，様々な意図

をもつ管理者をまとめていくことが求められるため，管理会計担当者としての調整能力や

政治的な能力（Sathe, 1983）が触媒としての役割を発揮するためには必要である。例えば，

Fay et al.（2010）は戦略計画，予算における抽象的現実としての会計数字と実践から生じ

る苦痛，喜び，痛み，不安が，解釈，議論，交渉，同意，不調和の原因となっており，管

理会計担当者がそれを認識したうえで，認識の異なる上級管理者と中級管理者との間の調

整役の役割を果たしていることを示す。これらは，単一の企業グループを想定し，いわゆ

る大企業を前提として議論されてきた（Mintzberg, 1994）。 

	 戦略計画の策定・実行を通じて多様な役割が計画担当者に期待されており，戦略計画は

収益性に正の影響を与えるものとして 1960年代以降研究がなされてきたが（Pearce et al., 

1987），他方でさまざまな研究によって，戦略計画が不安定な環境のもとで柔軟な対応を阻

害するため業績に不の影響を与えるという結果も示されている（例えば，Andersen, 2000）。

多様な結果の要因については，①計画数値と実行計画が不整合であること，②研究方法上

で文脈的な影響を無視していること，③不適格な測定技術に基づくもの等であると分析さ
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れる（Pearce et al., 1987）。 

	 ①実行計画について例えば，Anderson（2000）では，現場レベルにおける自律的な活動

が求められる状況において戦略計画は変化の抑制となりうるが，管理者が業績を向上させ

る意思決定を素早くとる状況においては，戦略的計画は自律的な行動と共存して，業績を

向上させることを示す。②文脈的な影響について例えば，Brock et al.（2000）では，多国

籍企業においては，文化的な違いにより子会社が戦略的計画に抵抗する場合を示す。③測

定技術について例えば，Peel & Bridge（1998）は，収益のような会計指標を利用すること

が多様性をもたらす要因であると主張する。 

	 特に中小企業という文脈を考慮すると，Bracker & Pearson（1986）が観察するように，

①会計データの均質性の欠如，②中小企業におけるデータが入手できないという二つの固

有の測定技術に関する問題がある。経営者が自分の頭の中で計算し計画している場合もあ

るだろうが，適切かつ十分な情報がなければ，公式的な戦略計画の策定と実行への障害と

なり，収益面に負の影響を与えると考えられる。また，中小企業においては，公式的な戦

略計画を策定し，実行する担当者が必ずしもいるとは限らない（Merchant & Ferreira, 

1985; Marriott & Marriott, 2000）。前述のとおり中小企業においては，投資経済計算プロ

セスにおいて一部を銀行が担当しており，中小企業と銀行との二人三脚により経営が行わ

れてきた。 

	 このように，中小企業の実抜計画の策定と実行において誰が計画策定に関わりどのよう

な役割を果たしているのか，また，中小企業再生で業績に負の影響を与える要素があれば

どのようなものがあり，外部による計画策定支援がそれらとどのように関係するかは，こ

れまで十分に検討されていない。 

 

（6）	 組織間関係と管理会計技法 
 

	 緊密で長期的な協調関係においては，オープンブック会計や，原価企画，組織間コスト

マネジメント，バリューチェーン会計，統合情報システム，総所有コスト，非財務尺度に

よる測定，情報管理手法といった多くの組織間管理会計技法が関係する。組織間関係にお

ける情報共有をして，相互の新しい関係の構築を通じて，原価改善や原価低減を支援する

ことが報告されている（Håkansson & Lind, 2006）。 

	 オープンブック会計は，企業が取引先にコスト情報を中心とする詳細な会計情報を提供

する会計技法であり，元々日本企業で行われている会計実践である（Carr & Ng, 1995）。

典型的な原価情報の提供は，強力なバイヤーからサプライヤーに原価状況を要求するもの

であり（Kajüter & Kulmara, 2005），多くの経験的研究ではサプライヤーからバイヤーに
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対する一方向の情報提供に留まるが，双方に有益な関係の構築に関心がもたれている（Car 

& Ng, 1995; Dekker, 2003; Mouritsen et al., 2001; Munday, 1992）。 

	 Carr & Ng（1995）の日産の事例研究では，サプライヤーとの共同により，製造の改善

をもたらした。同様に，Cooper & Slagmulder（2004），原価企画プロセスにおける情報の

共有により，互いの目的に合致する計画を適用することが可能になったことを見いだした。 

	 これまで，組織間関係の管理会計でほとんど議論されてこなかったが，企業再生で重要

な会計技法となるのがセグメント別損益計算である。そこで，ここでは，セグメント別損

益計算の基本的な機能についてみておくこととする。 

	 セグメント別損益計算が行われる理由は，企業規模の拡大に伴い，組織を分割して管理

単位を定め分業体制をとり，プロフィットセンターとして権限と責任を負わせて，管理す

るために行われるものと理解されている（Greiner, 1972; 稲場, 2003; Silvola, 2008）。その

重要な目的には，セグメント別に権限と責任を付与し，実績に対して業績評価を行うこと

がある。また，セグメント別損益計算の結果が事業撤退の意思決定に用いられることは，

教科書レベルでよく知られていることである（例えば櫻井, 2012）。前者の目的については，

企業規模の拡大を前提としているが，後者の目的については，必ずしも企業規模の大小を

前提とするわけではなく，小規模企業であれば，経営者の頭の中で考えられているものと

して，自明視される機能として理解されており，経営を行うための基本的な機能といえる

（上總, 1989， 101）。 

 

2.3.	 本研究の貢献すべき研究領域と研究課題 
 

	 近年では管理会計変化に対する注目が集まっており，スタートアップ企業への着目がさ

れるようになってきた（Davila & Foster, 2008）。再生計画の策定を果たした企業の過半数

に管理会計技法が導入されていることから，この点に着目すれば企業の管理会計実践が何

らかの形で企業再生に役立っていることを示唆される。企業再生の実践者によれば予算実

績管理を基本とした PDCAサイクルの重要性が指摘されている（細川, 2004）。また，中小

企業再生と管理会計に関する数少ない研究で言えば，稲垣（2010）によって，中小企業再

生における管理会計の導入の阻害要因と促進要因が検討され，外部からの支援による管理

会計システムの導入は企業再生の成功の必要条件として位置づけられ，さらにその後に組

織内での管理会計情報が有効に活用されることがより重要であると示唆されている。 

	 組織の危機に対するMCSの適用という観点から先行研究では，組織ライフサイクルと

MCSの適用に関する研究と，適応プロセスに関する研究が行われてきた。当初はコンティ
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ンジェンシーアプローチによる研究が中心であったが，今後は，動的なプロセスを明らか

にする研究がより必要とされている（Davila & Foster, 2008）。 

	 本研究では，企業再生における管理会計の役割を検討することを目的とし，外部環境の

変化や内部環境の変化にMCSが適応出来ていない状況において，どのようにMCSを適応

させるのか，ビジネス・エコシステムの観点から外部組織との相互作用を通じたMCSの変

化プロセスを検討する。 

	 「地域経済というビジネス・エコシステムにおける，組織間の相互作用が行われるなか

で，規範世界と実際の現実世界との乖離を克服するために管理会計はどのような役割を果

たすのか」という研究課題に対して，以下の 5つの具体的な課題として検討する。 

 

１．信頼の再構築：企業再生プロセスにおいて，金融機関，会計専門家，企業はどのよ

うに相互作用を果たして信頼関係は再構築されるのか。 

２．ビジネス・エコシステムとMCS：企業再生プロセスにおいて，ビジネス・エコシス

テムから捉えることによりMCSをどのように理解することができるか。 

３．経営者の意識改革：企業再生プロセスにおいて，金融機関，会計専門家，企業はど

のように相互作用を果たして経営者の意識改革は行われるのか。 

４．計画策定者の策定者の役割：企業再生プロセスにおいて，金融機関，会計専門家，

企業はどのように相互作用を果たして再生計画はより具体的で，達成可能なものとなる

のか。 

５．セグメント別損益の役割：企業再生プロセスにおいて，管理会計がもつ効果とはど

のようなものか。 

 

	 次章以降では，上記研究課題を検討するため，フィールド調査の結果をもとに具体的な

事例を検討する。それに先立ち，次章では本研究で採用する研究方法について整理する。 
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第３章	 エスノグラフィックな定性的研究 
 

	 本章では，本研究で採用するエスノグラフィックな定性的研究を概観し，当該研究方法

によって期待される研究成果をのべる。本研究では，特定の状況における管理会計実践に

焦点を絞り，そのマイクロプロセスに焦点を当てて詳細に理解する（Ahrens & Chapman, 

2007）。本研究の一つの特色は，金融機関を対象とする場合に通常は除外される研究方法で

ある参与観察を用いて（Berry et al,. 1993），現実に行われている会計実践を確かめるエス

ノグラフィックな定性的研究を行うことである（Silverman, 2010; Hammersley & 

Atkinson, 2007）。管理会計研究でエスノグラフィーが採用されることはこれまであまりな

く，また定性的研究そのものの，進め方，理論化の方法について十分な意見の一致をみな

いのが現状である。そこで，次節ではまず定性的研究のバリエーション，研究の進め方，

理論化の方法について概観し，それぞれの特徴を述べたうえで，本研究でなぜエスノグラ

フィーを採用するのかについて述べる。次に，第 2節では，本研究の調査概要を述べる。 

 

3.1.	 定性的研究の特徴 

 
（1）	 解釈主義に基づく事例研究 
 

	 管理会計研究には，経済学に基づく分析的研究や，会計理論の規範的な研究を行う理論

的あるいは概念的な分析を行うもの，実験室実験，データベースから入手したデータに基

づく研究，質問調査に基づく研究，事例研究による経験的な証拠を直接用いる研究がある16。 

	 そのうち事例研究は，研究対象の実生活を，一定期間，空間的な文脈のもとで実施され

ること，研究対象に直接，深く関与するといった点から経験的研究であると位置づけられ

る。その特徴として，研究者自身が主要な研究道具となることがあげられる。典型的には，

観察や，インタビュー，内部データの分析といった複数の経験的事実を積み重ねることに

よって，お互いを支援しあって研究方法のトライアンギュレーションをおこなう。事例研

究は理論的ではないとの批判を受けるが，後述するように，一概に理論的基礎のないもの

と結論づけられない。事例研究において，事例の認識は研究の経験的な検証の中心的な対

象となる。事例の性質は研究で適用される理論的なフレームワークと整合的である必要が

ある（Luft & Shields, 2003）。 

	 定量的研究は，現象を事実や変数として捉え，多数のデータセットから規則を見つけよ

                                            
16 経験的研究のなかでも，事例研究と質問票調査や，事例研究に実験研究を組み合わせるように研究
方法の組み合わせる混合研究もある。 
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うとする。その規則を確かめるために，可能であれば統計的な手法を用いて検証する。一

方で，定性的な研究では，実生活の豊かさを捉えることに焦点を当てて（例えば Ahrens & 

Dent, 1998），事例の特異性を正当に評価し，部分よりも全体を捉えるようにして，主題を

変数というよりも人間として取り扱おうとする。しばしば，行為者が展開する主観的な意

味づけについて，研究上の問題に関するものであれば，内部者のエミックな観点から焦点

をあてる17。 

	 事例研究においては，存在論的な観点から様々な哲学的な立場をとりうる。真実を知覚

して，ものごとは発見，分析されるという世界観のもとで，理論公式と知識の蓄積に関す

る頑強な基礎を前提とするのが，基礎付け主義の立場である。他方で，ものごとはただそ

こにあるわけではなく，生み出され，設計され，構築されると捉える社会構築主義の立場

がある。人は現実を構築する方法と，人が用いる言語に基づいて生活するため，すべての

真実であるという主張は争われるのが，相対主義の立場である。究極的には，研究者はあ

る時点のある空間的な設定のもとにおける現象の個人的な解釈を検討するにすぎないこと

になる。事例研究においては，両方の立場に基づくことが可能であり，前者の研究は実証

主義による事例研究（positivistic case research）と，後者を解釈主義による事例研究

（interpretive case rearch）と称される（Berry & Otley, 2004）。 

	 実証主義における事例研究は，現象と脈絡との境界が明確に分かっていないときに，複

数のデータ源を活用して，ありのままの現実の脈絡のなかで生じている現象を調べる特徴

をもつ経験的探求であり，古典的な手法に習う（Yin, 1984）。解釈主義による事例研究では，

社会的な現実を探索する新しい方法を求めるものであり，例えば Flyvbjerg（2004）の賢慮

がある。事例研究には，①極端な逸脱の事例，②バリエーションを増やす事例，③批判的

な事例，④逸話として価値がある先駆的な研究があり，伝統的なクロスセクションをみる

フィールドスタディとは異なる（Lillis & Mundy, 2005）。 

	 事例研究を行う目的は，実世界の実践に接近することで，現に生じている管理会計実践

を捉え，しばしば作られているものを調査することにある。また，未整理の問題，流動的

な問題，新しい問題，政治的に注意の必要な問題を研究する場合に事例研究が行われる。

事例研究は，何をというWhatやなぜというWhyの問題に加えて，変化プロセスを分析す

るどのようにという How という形式の問題を取扱う場合に特に強みをもつ（澤邉ほか, 

2008）。 

                                            
17 事例研究は，定性的研究を適用する傾向にあるが，定性的研究に限定されるわけではない。本研究
では，Lukka & Modell（2010）に従い，ある事象において外的なものの見方をエティック，内的な
ものの見方をエミックと呼ぶ。エティックとは，観察可能な現象の表層の差異にあくまでも注目して

記述しようとする外部的な視点であり，エミックとはその現象の背後に想定されているコードに即し，

一部の差異をあえて無視して分析単位をみる内部的な視点のことである。 
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	 事例研究には，グラウンデッドセオリーアプローチのように理論を発見する研究，社会

理論を用いて事例を説明する研究，既存の理論的モデルに変数を加えるように理論を洗練

する研究， もあり得そうな研究設定によって理論を検証する仮説検証型の研究がある。

理論発見型の研究は，現状の研究で明らかにされていることと新しい事象やまだ解明され

ていない理論的な問題との差異をうめるために関連した理論的な付加を行う。 

 

（2）	 エスノグラフィー 
 

	 エスノグラフィーは，集団，組織，制度，相対的に自己充足的な社会を対象にして，参

与観察，公式・非公式のインタビュー，内部資料収集，写真撮影，録音等を通じて記述を

行うものである（Van Maanen, 1982）。それは他の方法よりも深く調査対象に入り込み，

参加者として観察することによって，内部者の見解を解明するためのフィールドワークの

報告書（モノグラフ，論文，著書などの作品）のことである。また，成果となる作品を指

すばかりでなく，フィールドワーク的な調査プロセスそのものを指してエスノグラフィー

ということもある（金井他, 2010: ⅱ）。 

	 エスノグラフィーは文化人類学者によって実践されてきたように，文化の研究を志向し，

文化が役割を担うとする点で他の研究方法と異なる（Berg & Lune, 2012: p.198）。エスノ

グラフィーには，文化を理解することから導かれる 3つの特徴がある（Van Maanen, 1982）。

1つめは，あくまでもプロの異人（professional stranger）でありながら内部者 （現地人，

住人）の見解に迫るという特徴である。2 つめは，フィールドに住む （長く居るか，少な

くとも足繁く通う）という特徴である。そして，3つめが参与観察という方法を重視すると

いう特徴である。 

	 Wolcott（1999）はエスノグラフィーの本質を，文化的な叙述の科学として捉え，人々お

よびグループにおける社会的な表現の叙述と解釈を試みるプロセスであると述べる。研究

者のするべきことは，行為の背景にある意味づけを得るためにコミュニティや組織の厚い

記述をすることである（Geertz, 1973）。同じ行為でも行為者によってその意味づけは，そ

の文脈において異なる可能性があるためである。 

	 内部者の間では多くのことが当然のことのように自明視されているが，組織の内部者は

自らの文化をどこまで語れるのか。組織の外部者はフィールドワークを通じてより深いレ

ベルで記述できるか。外部者は，内部者が当然だと思っている見解，ものの見方を使って

そのフィールドにおいて独特に通用する知識を明白化するという姿勢でフィールドに入り

（Geertz, 1973），エミックな視点で内部者に迫る。このプロセスの結果，公式的理論から

の諸概念に照らし合わせて，エティックな視点から外部者としての結論を得る。飽和状態
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（Saturation）に達するまで，重要なパラメーターに関する事例を追加する理論的サンプ

リングを行う（Eisenhardt, 1989, 1991; 佐藤, 2002）。注意しなければならないのが自由裁

量の問題であり，どのようなパラメーターをどれだけ用いるか。事前に決められたパラメ

ーターなのか，後から出てきた変数なのか（Ahrens & Chapman, 2006）といったことが

ある。 

	 ここで注意すべきは，調査事前の理論的な予示問題がある（Hammersley & Atkinson, 

2007）。予示問題とは，既存理論が予示することにより，調査結果の新しい理解の妨げとな

ることである。また，データサンプリングにあたっては，時間，人々，文脈を考慮しなけ

ればならない。 

 

（3）	 データの解釈と仮説的推論 
 

	 データの解釈にあたっては，Peirceの仮説的推論（abduction approach） （Fann, 1970）

が有用となる。事例研究はしばしば帰納的であり，エスノグラフィーやグラウンデッドア

プローチのように叙述的であるとみられる。公式的なロジックは次のとおりである。 

 

	 驚くべき事実としてＣが観察された。 

しかしＡが事実であるならば，Ｃは当然のことになる。 

したがって，Ａが事実であると考えることの根拠がある。 

 

	 クロスケースパターンをみつけて，構図と仮説をたてて洗練させ，関連のある文献から

分析的な一般化を行い，理論的な完了に至るまで継続し，単純さの原理と論理の一貫性を

強調していく。新たに出現した理論が 終成果ではなく，理論化は，仮説的推論を通じた

継続プロセスである（Eisenhardt, 1989）。 

 

（4）	 事例研究の課題と妥当化問題 
 

	 事例研究には次のような課題があるといわれる（澤邉ほか, 2008; Lukka & Modell, 

2010）。研究対象が独立変数のためコントロールすることができない。変数をコントロール

する実験室実験のようなことは不可能である18。また，定量的な研究よりはデータ数が少な

いために，観察された事象が偶然的である可能性がある。さらに，事例へのアクセスと維

                                            
18 もっとも，実験室実験であっても全体としてコントロールすることは難しい。 
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持が難しいということもあげられる。 

	 解釈主義の事例研究はしばしば価値観や利害に焦点を当てるため，文脈の影響を受ける。

しばしば，修辞的であり，物語となる。そこで，実証主義から批判を受けるのは，バイア

スがかかっていること，再現可能性，一般化の問題がある（Lukka & Modell, 2010）。事例

研究の妥当性をどのようにして構築できるのか。 

	 Lukka & Modell（2010）によれば，妥当化とは，関連する研究に対して研究の信頼性

（Credibility）を正当化することである。実証主義者に支持され定量的研究で用いられて

きた妥当化の尺度と妥当化のプロセスは定性的研究に適用可能かという無効化に関する問

題がある。妥当化の問題は様々なバイアスのリスクを減らす一つとなる。機能主義者の事

例研究の妥当性は，信頼性（Reliability）及び，構図の妥当性，内的妥当性，外的妥当性と

いう３つの観点から確保される。 
	 伝統的な妥当化の技法は，よりよい測定方法とモデルによって捉えられる，安定的で客

観的に検証可能な現実があると想定する。この仮定は，解釈主義研究によれば以下の点で

問題となる。様々な社会的文脈において，様々な事物との関係性のなかで人々が行う意味

づけの検討になる点，グローバルではなく，ローカルな，時間的空間的に限定された状況

の分析であるという点，内部者のエミックな観点を採用する点，リッチな記述と理解を行

う点である。これは，解釈主義研究の妥当性の危機であると主張される（Gergen & Gergen, 

2000）。 

	 主観的な存在論のため，トライアンギュレーションのような伝統的な基礎付け主義者に

よる妥当化方法は，解釈主義の研究には適用するのは難しい。しかし，管理会計の解釈主

義研究の議論では，この議論は無視されてきた（Lukka & Modell, 2010）。管理会計で採用

される解釈主義研究は，極端な主観主義の解釈主義とは合致しない。それらは，客観化さ

れた事実を動員し，説明を加えて，リッチな記述を展開して，エティックな領域に移動す

ることを試みることで，妥当化問題に対処しようとしている。エティックな領域に移動す

るためには，相対主義者と真実に関する理論依存性を指示すること，詳細な記述に基づく

信憑性（authenticity）を強調しつづけること，継続的に議論されるプロセスとして妥当化

をみること，そして，他者の声を表明することが必要となる。 

	 解釈主義研究において，なにかの意味づけはどのように妥当化されうるか。仮説的推論

を用いて，驚くべき観察からもっともらしい説明を導き， 善の説明と推論させることが

基本的なプロセスである。探索的な解釈主義研究の妥当性はエミックな報告に対する信憑

性と生成された説明のもっともらしさ（plausibility）を読者に説得させることにかかって

いる。しかし，この二つの尺度が妥当化の議論に終止符をうつものとみるべきではない。

信憑性は，非論理的あるいは機能不全の問題の報告を許容する。仮説的推論を適用して，
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被説明項に焦点をあてて，反事実の条件を注意深く利用することにより，説明がもっとも

らしくなる。 

	 以上のように，本研究においては，解釈主義に基づく事例研究として，エスノグラフィ

ーを採用する。事例研究の妥当化にあたっては，エミックな視点から詳細な記述を行い，

事例の信憑性を高めて，エティックな分析へ移行しそのもっともらしさを高めて，事例研

究の妥当化を図る。 

	 本節では，まず解釈主義に基づく研究の特徴を述べ，その中でエスノグラフィーの特徴

を整理した。次に，データの解釈と理論化にあたって仮説的推論の有用性を述べた。そし

て，事例研究の課題である妥当化をいかにして図るかを述べた。本研究では，本節で整理

したエスノグラフィックな定性的研究に基づいて，調査を実施する。次節では，その調査

概要を述べる。 

 

3.2.	 調査概要 
 

	 本研究における調査は，中小企業の再生実務における管理会計の役割を理解するため，

ある地域有数の金融機関である T 銀行を中心に実施された19。2008 年 12 月からパイロッ

ト調査として T 銀行全般に対して，役員，経営企画部，信用リスク管理部，審査部，管理

部，連携支援部，人事部，営業支店長を対象にして 9回 23時間のインタビューを実施して

金融機関の概要を理解した。その後に筆者が，2009年 8月から 9月にかけて主として部門

長の秘書役として，企業再生の支援部門として参与観察を行った。参与観察は合計で 21日

間，時間にして 178.5時間に達した。筆者は，朝 8時半の朝礼から 17時までの就業時間中

に，社内での定点的な観察，社内会議への出席，顧客との面談等への参加を行った。面談

や社内会議では，議事録をとり，参与観察で得られた情報について日々，文書として電子

データに記録した。また，昼食や移動時間などの非公式的な会話を利用することでデータ

の補完，裏付けを行った。加えて，再生実務の変化と現状を確かめるため，2012年 9月に

7日間，60.5時間の参与観察を行い，追加の調査を実施した。 

	 さらに，金融機関の内部資料の閲覧，中小企業の内部資料の閲覧，企業再生の研修資料

を通じたアーカイブ調査も実施した。そして，金融機関，中小企業に対するフォローアッ

プ・インタビューや参与観察を行った。これについては，複数の企業に対する継続的な調

                                            
19 なお，T銀行と企業の相互作用に関する参与観察の概要については，Appendixを参照のこと。調
査内容に対して守秘義務の観点から慎重に対応すべき企業再生という性質から，調査対象への影響を

考慮し，どのような場面について参与観察を行ったのかが分かる程度に，必要 低限の情報にとどめ

ている。 



 57 

査を実施している。また，中小企業再生支援協議会，公認会計士協会，監査法人に対する

インタビューを含めて，合計約 10時間の調査を行い，企業再生にかかわるプレイヤー全体

の理解につとめた。これに加えて，2011年秋から金融機関と公認会計士・税理士と研究者

が集まる 1回 2時間 30分のワークショップが 9回開催されて，そこで現場実践の理解を深

めるとともに理論化に向けての議論が行われた。 

	 フィールドノート，インタビューデータ，ワークショップの議事録，内部資料といった

調査データについて，調査データ間に矛盾がある場合には追加の調査を行い，複数の研究

方法を用いて裏付けながら調査データの信憑性ともっともらしさを高めるようにしている。

また，文章については，事前にチェックを依頼し，内容等については調査先の確認をとっ

た。 

	 本調査は再生計画の策定プロセスを中心に検討しているが，再生を要する企業が調査対

象である。したがって，企業再生前後を比較した場合に，企業再生前のMCSや金融機関と

顧客の信頼関係の構築プロセスについては，検討された資料，質問調査に基づく。理想的

には，再生前の段階から調査できればよいが，今回はその機会には恵まれなかった。また，

金融機関を中心にした企業再生を対象にしているため，特定の 1 社の企業再生プロセスの

開始から終了までを観察できたわけではないし，会計専門家と顧客の直接の面談について

は，観察できていない。この点は，本調査デザインから生じる限界である。 
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第 4章	 再生計画の策定を通じた信頼関係の再構築 
 

4.1.	 はじめに 

 
	 長期的なバイヤー・サプライヤー間において，信頼はコントロールを代替あるいは補完

するものとして理解され，情報共有を通じて信頼構築が行われるものと考えられてきた

（Tomkins, 2001）。先行研究では，信頼関係の構築に関する議論が進展する一方で，信頼

関係が揺らいだ状況や信頼関係が喪失した状況から，その後どのように信頼関係が再構築

されるのかについて，管理会計がどのような影響を及ぼすのかについてこれまで十分に議

論されてこなかった。本章では，一度失われた信頼関係の再構築過程をのべる。 

	 前述のとおり，本研究では Sako（1992）の提示した 3つの信頼概念を基礎概念として採

用し，金融機関に適用した Seal（1998）の信頼概念の類型に基づいて議論を進める。すな

わち，①約束遵守の信頼は，法的な拘束力をもつ書面の有無にかかわらず双方が約束を守

るという期待であり，②能力に対する信頼は，事業上の問題から支払能力が欠如して借入

金の返済ができないようなことがないという金融機関による期待と，経営上の問題から信

用能力が不足して貸出金が貸せないことがないという企業による期待であり，③善意によ

る信頼は，詳細な指示がなくても企業が自発的な活動を行うであろうという金融機関によ

る期待と，詳細な指示がなくても金融機関が企業のために活動を行うであろうという企業

側からの期待であると捉える。 

	 第 2 章第 3 節第 3 項では，3 つの信頼概念を中心に信頼構築における会計の役割が明ら

かになった。本章では，これらの先行研究の知見に立ち，信頼関係が失われたという新し

い設定のもとで，信頼関係がどのように再構築するのかを明らかにする。 

	 借入れの契約が結ばれれば，財務的に健全な T 銀行の場合には，借り入れられないとい

う可能性は低いため，企業による金融機関に対する信頼のうち，約束遵守の信頼と能力に

対する信頼は，特に問題とならない。また，企業自身の窮境により，借入れの継続が出来

なかった場合にも，金融機関からのサービスを受けられないことから企業による善意によ

る信頼が喪失することがあったとしても，約束遵守の信頼と能力に対する信頼が喪失する

ことはないと考えられる。従って，企業による金融機関に対する信頼の再構築は，失われ

た善意による信頼が，どのように再構築されるのかということである。 

	 リレーションシップ・バンキングを通じて企業による金融機関に対する３つの信頼が構

築されメインバンク化していくことから（Seal, 1998），ここでは，リレーションシップ・

バンキングのサービスを受けることにより，企業より取引銀行がメインバンクとして示さ

れれば，金融機関に対する３つの信頼が存在するものとして，議論を進める。ここで注意
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すべきことは，企業による金融機関に対する善意による信頼の構築は，企業自身の言動に

依存しているということである。要するに，企業が金融機関の期待に応えることが出来る，

あるいは出来そうであると金融機関に判断されれば，リレーションシップ・バンキングの

サービスが提供され，企業は金融機関に対する善意による信頼の構築を行うことが可能と

なる。 

	 次に，金融機関側による企業に対する信頼の構築をどのように捉えるのかについて述べ

る。企業からの返済が守られることをはじめとして，金融機関との約束が守られれば金融

機関による企業に対する約束遵守の信頼は構築される。また，会計情報や会計以外の情報

により企業による返済能力があり，返済ができないことがないと金融機関より判断される

ことにより，金融機関による企業に対する能力に対する信頼は構築される。そして，企業

が自発的な経営改善を行えるようになれば，金融機関が提供しようとするリレーションシ

ップ・バンキングに企業が応えていると判断できるため，金融機関による企業に対する善

意による信頼が発生する。 

	 本章の構成は次のとおりである。まず，次節では，T銀行における再生プロセスを述べる。

第 3 節では，金融機関と再生企業の信頼再構築がどのように行われるか，そのプロセスに

おいて管理会計情報がどのように用いられるのか信頼の再構築についての重要な場面につ

いて述べる。 

 
4.2.	 T銀行による企業再生プロセス 

 
	 本節では，調査結果より得られた T銀行における企業再生プロセスの全体像を述べる20。

本研究において企業再生プロセスは，再生開始の決定，再生計画の策定，再生計画の実行

という３つからなっていると捉える。 

	 T 銀行では，2004 年頃より企業再生業務に力を入れており，企業再生を専門に扱う部署

を設けている。「雨の日に傘を差し出す」リレーションシップ・バンキングを目指す実践の

一つとして，2008年 6月に若手の部門長，課長が新たに就任した。また，2008年 11月の

人事異動で営業担当者 2 名が異動してきた。これには，営業担当者に再生活動を理解して

もらい，支店に戻ったときに再生ノウハウを展開してもらおうという狙いがあった。当初

は熟達したベテラン中心の再生チームであったが，人事異動によりベテランだけでなく若

                                            
20 ここでの議論は，基本的に筆者が得たデータに基づき，T銀行における企業再生のプロセスのうち
中小企業再生支援協議会が関与する場合について記述している。中小企業再生支援協議会が関与しな

い場合には，金融機関の担当者が財務デュー・ディリジェンスと事業デュー・ディリジェンスを実施

し，会計専門家が関与しない場合もありえる。 
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手も含めた組織体制となった。新しい体制のもとでは，顧客との面談が 重視され，企業

再生案件として取り扱うかどうか，また経営計画を融資審査会において決済をかける 終

段階といった重要な局面では，部門長による経営者への面談が行われ，経営者意識と経営

計画の確認が行われるようになった。図表 12は再生開始の決定から，再生計画の策定，再

生計画の実行までの一連の流れを示したものである。企業再生プロセスは，再生開始の決

定，再生計画の策定，再生計画の実行の３プロセスからなり，再生計画の策定と再生計画

の実行は継続反復しておこなわれる。 

 

 
図表 12：企業再生プロセスの全体（出所：筆者作成） 

 
（1）	 再生開始の決定 

 
	 まず，再生開始の決定が，企業再生の出発点になる。営業赤字が発生している，在庫が

増加している，得意先企業の倒産があった，子会社の業績が悪化しているといった問題を

どれだけ早く認識できるかが企業再生にとってのポイントになる。金融機関によって問題

の発生が認識され，企業に返済能力がないと考えられる場合には，いったん返済の停止が

検討される。その中で，金融機関の支店単独では処理が難しい案件や T 銀行の本部から再

生案件として取り組む案件として認識されれば，T銀行本部に設置されている企業再生支援

部門が関与する。企業再生支援部門が関与することが決まれば，当該部門の担当者，部門

長が貸出先との面談を行い，企業再生について共通認識を得る。この共通認識が得られれ

ば，再生開始が決定されることになる。 
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（2）	 再生計画の策定と実行 
 

	 再生開始の決定が行われれば，再生計画の立案プロセスにうつる。ここでは，まず実態

把握が行われる。具体的には，公認会計士・税理士や中小企業診断士といった専門家が関

与して，財務デュー・ディリジェンス（財務 DD），事業デュー・ディリジェンス（事業 DD）

が行われる。財務デュー・ディリジェンス，事業デュー・ディリジェンスを通じて，実態

貸借対照表の把握と，SWOT分析等を通じて窮境原因の把握が行われる。 

	 T銀行は，現状把握が非常に重要であると考えている。不況型破綻の企業再生では，結果

が出てから対策を打ってもすでに手遅れになることがあるので，決算書が出てくる前の事

前予測が重要になり，早めの対策を打たなければならない。再生計画の策定にあたっては，

現状把握をするための財務デュー・ディリジェンス，事業デュー・ディリジェンスが必須

とされている。 

	 そして，窮境原因を除去できる可能性が検討され，再生計画の立案が行われる。ここで

の再生計画は，戦略面の見直しから，経費の削減，管理体制の見直しを含めた事業面の経

営改善策が練られるとともに，3－5 年の中長期的な予測財務諸表，すなわち貸借対照表，

損益計算書，キャッシュ・フロー計算書が作成される。 

	 その数値計画が作成されるなかで，リスケジューリングを行うのか，保証協会をどの程

度利用するのか，デットデットスワップ（DDS）を行うのか，デットエクイティスワップ 

（DES）を行うのか，第 2 会社方式を利用するのか，あるいは債権放棄を行うのかという

ように，金融スキームの検討が行われ，返済計画の策定が行われる21。 

	 計画策定と同時並行で，再生計画に記載されている具体的手法の実行が行われ，月次の

報告会を通じたモニタリングが行われる。再生計画の策定のプロセスは，6か月程度かけて

断続的に行われるプロセスであり，再生計画は随時見直しされる22。継続的なモニタリング

と再生計画の見直しを通じて，早期の黒字（経常利益）化が図られ，債務超過の解消年限，

基準内で貸付金が回収できるという再生計画の実現可能性が合理的であると判断されれば，

リスケジューリング等の金融支援が実行されて，金融取引が正常化する23。ここでようやく

再生計画が正式に承認される。 

	 再生計画の承認が行われれば，再生計画の実行が公式に開始する。企業改善のための具

                                            
21 企業再生で利用される金融スキームについては，伊藤（2009）を参照のこと。 
22 Slatter & Lovett（1999）は，再生プロセスを分析フェーズ，応急処置フェーズ，戦略的変革フェ
ーズ，成長と新生フェーズの４つのステップに分類し，分析フェーズにおける企業診断と再生計画の

策定の間には密接な関係があり，連続平行の関係にあると述べる。 
23 日本における企業審査の概要は久保田編著（2008）に詳しい。 
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体的手法についてはすでに開始されており，一定の成果が出ていると考えられるが，それ

らは継続して実行され，再生計画どおりのキャッシュフ・フローを生み出すように活動が

展開される。それ以外に，例えば，子会社の整理や，固定資産の売却などが再生支援決定

後に計画されていれば，その計画が実行にうつされていく。再生計画の実行過程について

は，定期的に金融機関や，保証協会，再生支援協議会によってモニタリングされる。 

	 次節では，企業再生において，信頼関係がどのように再構築されるのかについて，その

再構築プロセスについて述べる。 

 
4.3.	 経営者との面談と信頼の再構築 
 

（1）	 経営者の資質と信頼の喪失 
 

	 T銀行（B/K）は地域金融機関として，顧客との長期的な関係を構築し，顧客のためのリ

レーションシップ・バンキングを目指しており，T銀行は，約束遵守の信頼，能力に対する

信頼，善意による信頼を双方向に築くことを目指している24。いかに信頼関係の構築が重要

であるのかについて，T銀行の常務は次のように述べる。 

 

	 時代とともに信頼関係の築き方が変わってきた。昔は会社と金融機関がともに歩んできた。そ

れが 2代目，3代目になり，徐々に変ってきた。それでも右肩上がりの時代はよかったが。今の

ように右肩下がりの時代はそうはいかない。今は金余りの時代で，大手は低金利で貸し出すが，

不況になれば大手は貸し続けるとは限らない。お客様にも色々あって，大手に引っ張られてしま

うところもある。困った時には頼られるが，危機を過ぎればまた大手から借りるところもある。

そういうところは，いずれ誰からも相手されなくなってしまいます。中小企業は我々のような金

融機関とつきあっていくのが一番よいはずです。そのために，何よりも信頼関係が重要。それは

一般取引と同じです。中小企業の経営管理は出来ていない。特に，家族経営のところは丼勘定に

なっている。だから経営者を見ている。企業に入り込んでみれば，ちゃんと分かる。（B/K常務， 

2009/8/31，参与観察中の聞き取りによる） 

 

	 金融機関では，企業の決算書をみてから，業績の悪化に気付くのではなく，事前の業績

                                            
24 本調査のデザインの限界として，企業再生が必要な状況から調査を行っているため，正常先におけ
る信頼構築プロセスについては観察していない。本研究においては，インタビュー調査等から得られ

たデータに基づいて，長期的で良好な関係を築いている場合には，約束遵守の信頼，能力に対する信

頼，善意による信頼のすべてが存在するものとして，議論を展開する。 
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悪化への予測が重要視されている。そうしなければ，手遅れになり，企業再生の可能性が

減るためである。また，単に業績が悪化しても，すぐに取引が停止され，全額の返済が要

求されるわけではないことが，部門長によって次のように説明される。 

 

	 どういう目の付け所をつけていくか。3月決算で 5月末か 6月くらい。そこで赤字だったと気

付くような感覚の業務では再生はできない。常に現状の把握と先の予測の目線で企業を見て判断

しているのが現状。昔の金融機関の感覚としては，定期的に決算書をもらって自己資本割れをみ

ていた。（しかし，結果として赤字となって自己資本割れになったからといって）それだけで企

業を選別しない。企業を見ていこうという思い。このことが大きなポイント。（B/K 部門長, 

2009/8/26，会計事務所向けセミナーにて） 

 

	 企業再生に至る前には，営業赤字が発生している，在庫が増加している，得意先企業の

倒産があった，子会社の業績が悪化しているといった問題が予兆として起こり，能力に対

する疑念が抱かれる。金融機関により問題の発生が認識され，企業に返済能力がないと考

えられる場合には，いったん借入金の返済の停止が検討される。顧客である企業が約定通

りに返済出来なければ，金融機関による企業に対する約束遵守の信頼と能力に対する信頼

が失われ，同時に企業側による自発的な経営改善が期待されない場合には，金融機関によ

る企業に対する善意による信頼は当然に失われることになる。 

	 ここでは，参与観察中に面談に立ち会った A 社の事例を取り上げる。A 社については本

来であれば，これ以上の取引が出来ない段階まできていると金融機関から示された。A 社

は会計専門家の支援を受けて再生計画を策定中であるが，過大となっている債務残高を減

らすために，遊休化している工場跡地について，金融機関は現状の相場での処分を求めて

いる。しかし，会社は簿価が高いため，より高値で売りたいと考えている。土地の簿価は 2

億円程度であるが，実際の価値は 1 億円程度とみられている。そこで，部門長が経営者と

の面談を実施して，金融機関と企業でつぎのようなやり取りが行われた。なお，2009年中

小企業金融円滑化支援法が施行される前に行われたやり取りに基づく25。 

	 金融機関としては，支援を打ち切るような状況であることを説明し，約束遵守の信頼，

能力に対する信頼，善意による信頼がないことが明確にされる。 

 

B/K 店長：今は返済をとめている。これは異常なことです。我々と御社との関係でやらせても

                                            
25 企業規模や各種財務数値については，調査協力者の個人情報を保護するため，読み手の理解が変
わらないレベルで修正を加えている。以降に続く本論文で引用する会話も同様の修正を加えている場

合がある。 
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らっています。我々がメイン行として，他行さんにもお願いしてやっています。正直むこ

うからは厳しく言われていると思います。急がないとだめです。社長も奥さんも危機感を

もってください。 

B/K店長：コストを下げて利益を出しましょう。まず出をとめるしかない。 

B/K担当者：リスケして 1.5年。リスケをとめて，期限の利益を喪失。そうなれば法的対処に出

ざるをえません。事業継続はできません。しかし，まだまだ有効な事業があると思ってい

るわけですよ。何とかスリム化してやりましょう。負債を減らしましょう。 

B/K 部門長：コンサルタントを入れてデュー・ディリジェンスをするというのは，これ以上す

ることがないとういところまできている。地元の金融機関として応援させていただきたい。 

社長：リスケをいつまでもしてもらうわけにはいかないとは考えている。 

 

	 その後，企業に対して遊休の土地を売却して，債務を減らすように説得される。 

 

専務：工場跡地について賃貸をいっているところもあるが。 

社長：貸先がないかと。 

一同：絶対売却です。 

B/K担当者：2年貸したら工場がいたむ。整地費用が多くかかる。土壌汚染もあるかもしれない。

債務をいかに落とすか。利息をいかに減らすか。そうしないと利益が出ない。 

社長：2億にこだわらん方がいいですかね。 

B/K 部門長：将来は今より高くならないと思ってください。担保価値として 110 百万円しか見

ていない。 

B/K 担当者：前回の交渉でも 100 百万円くらいを提示する先があった。自動車業界がある程度

回復すれば可能性はあるのでは。 

専務：もうちょっと待ちたい。 

 

	 丼勘定になっていて管理会計がうまく機能していない企業については経営者の資質を見

ることが重要であるが，経営にうまくいかない経営者の傾向として，次のような共通のポ

イントがあると T 銀行の再生支援部門長が，社内ミーティングで述べた（B/K 部門長， 

2012/9/11，ミーティングにて）。 

 

・売上志向である。 

・借りるのが好きである。 

・不採算事業から撤退できない。 
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・投資の話に乗りやすく，多角化経営に興味がある。 

・財務を任せっぱしである。 

・危機時に家族を含めて，役員報酬を下げない。 

・日常に会社にいない。 

・交際費を使い続けている。 

・外部の意見を聞かない。 

・社員の意見を聞けない。 

・福利厚生に重きを置いていない。 

 

	 上記は，これまでの再生企業の経営者から得られた特徴である。企業再生にあたっての

経営者責任として，経営者に交代してもらえるのが理想的であるが，中小企業の場合には

事業承継できる後継者がいるとは限らず，事業のコア・コンピタンスが経営者そのもので

ある場合もあり，容易に経営者の交代が出来るとは限らない。 

 

	 本来は経営責任をとって経営者を交代してもらうべきです。経営責任を明確にして。（しかし，

経営者を変えられない場合が多い。）というのも，その人でなければ再生できない。売上があが

らない。そんなケースが大半です。（B/K部門長, 2009/8/26, 会計事務所向けセミナーにて） 

 

	 T銀行では，金融機関による企業に対する約束遵守の信頼，能力に対する信頼が失われた

からといっても，再生の可能性がある限り経営者の意識改革を行い，経営能力を高めて，

経営者を指導することにより信頼の再構築が可能であると考えている。すなわち，３つの

信頼が喪失したとしても，すぐに取引が停止され，全額の返済が要求されるわけではない。

再生支援の部門長は，社内のミーティングで次のように語った。 

 

	 再生は経営者の資質次第。支店長会議で一番大事と言っています。経営者を本気にさせること。

経営者が自分の厳しい状況を厳しいと思わない。そんな会社は悪くなる一方です。預貯金もある

なかで，黒字でも売上が下降局面でそのときに危機感を持てる経営者になってもらわないといけ

ない。我々の営業マンは優しい。外部から見ていると会社の状況がよくないと分かっている。そ

れでも，にこにこ経営者と話して，いつでも貸しましょうと話す。そこを変えましょう。社長に，

売上が下がっていますが，どうしましょうか。損益分岐点を下回れば赤字になりますよ。粗利率

が下がっており，25％，22％，21％となっています。原因を追及しましょう。そこからビジネ

スマッチングをしていきましょう。どうしましょうかと問いかけよう。 

	 我々が，5 期，10 期の過去の推移をみて，どのようにして社長に気付いてもらえるか。この
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まま下がっていけば，我々はメインバンクとして支援しますが，会社が変わらなければよくなら

ないですよと。本当は営業マンがやらないといけない。そのようなサービスを求めている経営者

がいる。5人に 4人は真剣です。 終的には，自己破産。そのようなレベル感で厳しく接したほ

うがよい。3年間で出来なかったとしても，次の担当者ができる。それを目指す。雨の日に一本

でも傘をさすということの真髄。本当の意味で出来ている人材は少ないという認識。絶好のチャ

ンスです。（B/K部門長, 2012/9/11, ミーティングにて） 

 

（2）	 キャッシュ・フローの生成可能性と潜在的な能力に対する信頼の構築 
 

いったん信頼関係は喪失されたとしても，金融機関では，顧客の生存可能性が検討され，

企業再生の可能性が検討されるため，すぐに取引関係が停止されるわけではない。T銀行が

期間をかけてでも再生に取り組もうと考える先は，キャッシュ・フローの生成可能性があ

る顧客である。キャッシュ・フローの生成可能性がある場合とは，一時的な受注の減少は

あるが，企業の技術力からして受注が回復すれば企業存続ができるようなコア・コンピタ

ンスを有していることを評価できる場合である。あるいは，全体として営業キャッシュ・

フローがマイナスになっていても，不採算部門を取り除くことで，営業キャッシュ・フロ

ーが生み出されるような場合である26。 

前述のとおり，近年では特にリーマンショック後のように，不況により，受注が落ち込

み営業赤字となっている場合の再生案件が増えており，不況型破綻の再生では販売力の強

化，経営の強化といった内科治療が重要になってくるが，不況型破綻の再生の場合に，ど

のように企業が営業利益を出していくのかの見極めについて，金融機関が 6 カ月といった

長期間で関与することになる。そのため，金融機関にとって相応の費用負担がかかってく

るため，キャッシュ・フローの生成可能性の検討は慎重に行われている。 

再生支援部門の担当者は，再生企業の経営管理能力と，再生に取り組む意義について次

のように述べる。 

 

	 再生が必要な中小企業は全体として予実管理が出来ていない傾向にある。そもそもしていない

というのも多い。原因が把握出来ていない。とりあえずの受注があってそれで食べていけた時代。

そんな状況から受注が減っても原因が分からない。自社の強み，弱みを理解していないことが多

                                            
26 この判断は，T銀行だけに限定されるわけではなく，中小企業再生支援協議会や会計専門家にとっ
て企業再生できるかどうかについての共通認識となっていることを聞き取り調査により確かめた。例

えば，中小企業再生支援協議会本部のプロジェクト・マネージャーに 2010年 6月 4日に聞き取り
調査を行った。 
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い。それが分からなければ，改善の方向性は生み出されない。そこから変えていかなければいけ

ない。･･･地域金融機関だけに地域との関連がある。地域経済を守るという大義名分がある。会

社をつぶすのは簡単。そんな中でもうちは，雨が降っても傘をささないというのはやらない。何

とか助けられる可能性があるところでは，助けたいところである。（B/K担当者，2009/8/26，参

与観察中の聞き取りによる） 

 

企業のキャッシュ・フローの生成可能性があるという判断が金融機関によって判断され

れば，金融機関による企業に対する潜在的な能力に対する信頼が構築される。ここでは，

便宜上，長期的な能力を潜在的な能力とし，現状で可能な短期的な能力を顕在的な能力と

して，顕在的な能力に対する信頼が損なわれている場合でも，ある条件が整えば潜在的な

能力に対する信頼を構築することが可能であると捉える。 

また，キャッシュ・フローの生成可能性に加えて，地域に根付いた伝統産業であること

や，企業再生により地域の雇用が確保されるかという地域貢献の観点や，T銀行がメインバ

ンクであって，過去からの長い取引先であり，T銀行にとって関係の深い顧客であるといっ

た金融機関との関係性が考慮される。 

	 ここでは，リーマンショック後の受注減で苦しんでいる，参与観察中に面談に立ち会っ

た，製造業の B 社を取り上げて，金融機関と企業の信頼関係がどのように再構築されるの

かについて述べる。場面は次のとおりである。資金繰りの都合から，返済のリスケジュー

リングへの依頼が支店を通じてあったので，再生支援部の部門長による経営者面談が行な

われた27。なお，2009年中小企業金融円滑化支援法が施行される前の話である。 

	 金融機関と企業との面談において，後述するように経営改善の状況が問われ， B 社の製

品の状況と後継者に問題に関する質問が行われ，長期的に経営が行わえる体制の有無が問

われた。 

 

社長：業績については，これまでも売上を伸ばそうとしてきた。2004 年の売上が 18 億円で，

そのときメインの取引先が 60％でもう 1社が 20％。これを 4分割にしたいと。2008年に

は顧客のバランスがよくなってきた矢先に落ちた。皆落ちた。これまではどこかが落ちて

も，それを補うものがあったが。今回は，手の打ちようがない。 

B/K部門長：メインのシェアはどれくらいですか。 

社長：正確には分からない。数字をくれといっても出てこない。 

B/K部門長：同業他社は。 
                                            
27 B社との面談に立ち会ったのは 1回だけであるが，信頼の再構築に必要と考えられる主要な要素
が B社の事例から明らかとなるため，ここでは B社の事例を中心に述べることとする。 
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社長：メインのメーカーとの取引で１～2社。全国でも 10社とない。 

B/K支店長：想像するに 70-80％では。 

社長：昔は 100％だった。今は 90％ぐらいではないか。どこか 1 社入っている。以前からする

と工場の規模を半分に，人員を絞ろうと，結果 3分の 1ほど減った。機械化で省人化，合

理化を進めている。 

B/K部門長：跡継ぎは，どのようにお考えですか。 

社長：私も 65 歳，息子も 40 歳になって，どう相続していくのか。長男が営業をしています。

次男は経理とかをしています。別の会社にいましたが去年説得して来てもらいました。今

は，中期計画を作ろうと息子である専務以下で，ボトムアップでやってもらっています。

恐らく私が思うものよりは，数字が足りないと思います。何とか引上げるようにしないと。

ただ，将来はみえないからどう作ればいいものかと。 

B/K 部門長：中期計画は何も絶対にその数字になるとは思っていません。むしろ，社長のやる

気を感じることができるものであれば。今足りないとおっしゃったのは，まさにやる気が

あるということだと思います。 

 

	 後継者として長男と次男がおり，後継者を中心に新しい中期計画の策定が開始している

ことが確かめられた。その後，全員で工場見学にでて，機械設備の稼働状況等の視察が行

われた。 

 

B/K 支店長：若い人が多いですね。数年前に工場見学で見せてきてもらったときは，ベテラン

の人中心でしたが。 

社長：どんどん若返りを図っていこうと。来期も無理してでも 2 名は採用しようと。息子達に

させていかないといけない。ラインの立ち上げには私も参加しますが。ラインのことも専

務に渡している。今私は何もしないようにしている。受注がどうとか細かいのは聞かない。

何年もお客さんの電話をとっていない。何か大事があれば一緒に出向くことはあるが。聞

くのは週次の会議で。やっているのは金融機関さんの対応ぐらいです。朝早く来ています

が午後からは結構暇にしていますよ。 

 

	 ここでは，財務諸表や会計計画を見ながら議論されるわけではなく，経営者の改善努力

の状況，取引先にとっての B 社の製品の重要性，後継者への事業承継の可能性，工場の状

況の把握が行われ，キャッシュ・フローの生成可能性と T 銀行との関係が確かめられ，潜
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在能力に対する信頼が構築された28。現実には，経営改善の状況や，後継者の確認，工場の

確認が行われながら，経営者意識や経営改善の状況に問題があっても，キャッシュ・フロ

ーの生成可能性があると判断される場合がある。例えば，先に取り上げた A社の場合には，

現状認識に関して楽観的で危機感に乏しいと判断されていも，キャッシュ・フローの生成

可能性はあると金融機関に受け止められていた。このような柔軟性について，再生支援部

門の部門長は次のように述べた。 

 

	 大手はパッケージとして外注先をかっちり決めている。それに当てはまらないケースはやら

ないというのが基本だろう。我々はどんなケースでも何とか当てはめようとする。（B/K部門長，

2009/8/31，参与観察中にヒアリング） 

 

（3）	 正直な会計報告と約束遵守の信頼の構築 
 

	 金融機関と企業と信頼関係の再構築は，金融機関による企業に対する潜在的な能力に対

する信頼の再構築が出発点となる。次に，会計報告に関する金融機関による企業に対する

約束遵守の信頼の構築が行われる。 

	 金融機関と企業が面談を通じて企業再生にあたっての認識を一致させることが再生の開

始にあたって非常に重要であると考えられている。この面談を通じて，企業は再生を行わ

なければならない状況になっていることを認識し，再生計画を策定するための財務デュ

ー・ディリジェンス，事業デュー・ディリジェンスの実施を受け容れ，必要な情報を開示

しなければならないことを金融機関に約束する。 

財務デュー・ディリジェンス，事業デュー・ディリジェンスを通じて実態把握すること

が正直な報告を確保する第一歩となる。現状が赤字であっても，債務超過であっても実態

を正直に報告することによって，金融機関による企業に対する約束遵守の信頼が構築され

る。実態把握を行うために，正直な会計報告を行わせることについて，銀行内のミーティ

ングで常務が次のように指導した。 

 

	 要管理，破産懸念の要因を把握できていない。ちゃんと見ていない。部下に行かせる場合には，

調査内容，入手資料を適切に指示してください。それをもとに内容をよく吟味してください。格

                                            
28 あくまでも現状は赤字であるため，顕在的な能力に対する信頼は確認されているわけではない。
後述するように B社のように，現状は赤字であっても，すでに経営改善に取り組んでいる再生企業は，
筆者の観察上はあまり多くないが，キャッシュ・フローの生成可能性の高さが分かりやすい事例であ

るため，今回は B社の事例を取り上げた。 
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付の資料を見ていないのでは。変化があるやつぐらいは見てもらう。仕事の仕方の流れを変えて

もらわないといけない。格付をやって時間がたつが，自己査定用ぐらいにしか思っていないので

はないか。貸し増しが多くなってそこで初めて気づく。実態把握のためにお客さんの視点にたっ

て経営をよくしようというのはあっても，格付の方は軽視されているのではないか。状況が悪く

なったらなぜかと聞こう。そこからスタートすれば，一緒に再生計画を作っていけるはず。これ

が絆づくりの実践。格付けを見ないのは世の中の動きに反している。 

	 今までは死んだら何も手を出せなかったものが，生きているうちに手を打っておけば債権保全

ができる。それが実態把握につながる。再生計画につながる。（B/K常務, 2009/8/25, ミーティ

ングにて） 

 

実態把握が行えることによって形成された会計報告に関する約束遵守の信頼は，その後

に提出される会計情報を担保する役割を担う。 

ここでも，製造業の B社の事例を取り上げる。T銀行からの支援の前提として，デュー・

ディリジェンスの実施が提案されることになった。 

 

B/K 部門長：メインバンクとしてもご支援したい。そのために財務の決算の集積である B/S に

ついて，公認会計士による健康診断というデュー・ディリジェンスをうけていただく必要

があります。税理士さんは。 

社長：税理士は 3代に渡ってお世話になっています。今の先生は 40くらいで公認会計士の方で

す。 

B/K部門長：B/Sの検証に着手させてもらいたい。抜本的な改革が必要か 2年ほどで回復するの

か。今自己資本割れされている状態ですよね。 

社長：今期も 3億円の赤字の見込です。 

B/K 部門長：公認会計士の先生に協力をしてもらって，実態把握をしてほしい。それから 1 年

の詳細な計画をつくっていただきたい。それから中長期の計画を作ってください。それで

抜本的に融資形態を見直したい。財務デュー・ディリジェンスをして，モニタリングをし

ていき，それから再生融資制度を使って安定して返済できる。我々が対応するのは 6～12

ヶ月です。通常の融資は 1ヶ月です。 

社長：私は P/Lしか見ていない。B/Sをよくしようとすれば，P/Lをよくしなければならない。 

B/K 部門：たいてい，中小の B/S は決算書より良くないです。そういう意味で悪い物がないか

をみせていただきたいのです。製造業でよくあるのは減価償却の不足。あと売掛金，棚卸

資産のデッドがないかをみて，資産を検討させていただきたい。 

社長：工場の価格をどのようにみるか。これまでそれに甘えてきた部分が正直あった。今の工
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場の簿価は 2 千万円です。時価では含み益がある。これを売るとかなら別だが，そうでは

なく P/Lを中心に考え，売上をのばしていくことを考えています。 

B/K部門長：それでよいです。まさにそれが再生です。 

支店長：一度 B/Sをみて，会計事務所さんと一緒にやっていきましょう。 

 

	 財務デュー・ディリジェンス及び事業デュー・ディリジェンスを顧客が受け入れること

により，オープンブック会計がとられて，企業の実態が明らかにされれば，金融機関によ

る企業に対する約束遵守の信頼が形成される。B 社の事例では，経営者がデュー・ディリ

ジェンスについて快諾しているが，筆者が観察した事例では，そこに至るまでに時間がか

かる事例が多い。T銀行がメインバンクであったとして，T銀行に決算書を提出していても，

税務申告書や管理会計情報のすべてを開示しているわけではなく，企業としても開示に躊

躇する場合が多い。そこから全てを開示してもらえるようになるまで，金融機関による経

営者への説得が時間をかけて行われる。 

 

（4）	 再生計画策定支援の開始と善意による信頼の構築 
 

金融機関からはたとえ債務超過であっても，潜在的な能力に対する信頼があり，正直に

情報が開示されることにより約束遵守の信頼が構築されれば，再生計画の策定段階に進む

ことが検討される。そこでの検討事項は経営者の企業再生に取り組む実行意欲であり，企

業再生に自発的に前向きに取り組む姿勢が見えたときに，次の再生計画の策定が進められ

る。企業は再生計画の策定に関するコンサルティングサービスを受けることが可能となり，

企業による金融機関に対する善意による信頼が構築されることになる。 

	 ここでも，先の製造業の B 社の事例を取り上げる。再生支援部門の部門長は，重要な局

面の面談では，T銀行をメイン銀行としているのかについて確認を行った。 

 

B/K部門長：企業再生が必要な場合には，リスケジューリングで対応させてもらっています。T

銀行がメインということですか。 

社長：10年前に一本化しました。それまでは他行さんと T銀行さんで 4割 6割。 

B/K部門長：一本化のきっかけは。 

社長：長期負債が多くて返済負担が大きく，薄くのばして欲しいと。先にもってきたのが T 銀

行。他行があとからもってきて，T 銀行よりいい条件でした。後出しならいいのが出せる

し，先に来てくれた T銀行さんにお願いすることになった。 

B/K 部門長：早い企業では今年の初めにリスケをして，元金をしばらく止めています。単に止
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めるだけではこちらも同調できない。一定期間停止する間に一定の自助努力をしていただ

く。それで顧客の受注情報とかを入手してもらって，改善計画をたてましょうと。止める

のはやむをえないと思います。社長が経営改善のために努力をしていただけるかどうか。 

 

	 企業にとっては，T銀行をメインバンクとしていることが明らかにされた。企業再生支援

部門の部門長は B 社の経営改善の状況を質問し，経営者が現状の改善体制について以下の

ように述べた。 

 

社長：今変に動いて安い受注を掴みにいってはいけないと考えている。減産というなかで計画

を見直す。20人の人材を分けて，人件費を下げて固定費の削減を行なった。同時に役員報

酬のカットをして。管理職が 10名いますのでその手当をカット。残業代，休日出勤をやめ

て。退職後も 65才までは継続雇用するといっていた 9名を 3月 15日付けで契約解除。賞

与を組合と話して 7割カット。 

	 	 	 次に購入関連。抑えられるものは，買わないようにした。もう一つは 200 万円程度ずつ

貯金していたものがありました。預金をおいていたものが T銀行で 1億 2千万。あとは別

に 6 千万あります。そういったものを含めて定期積立を取り崩した。今月は入金が思った

より多かったので解約はストップしましたが。 

	 	 	 お客さんはメーカー2社が中心です。決算が終わって，来期の計画を作っているところで

す。粗いのを私がつくって，それを係長以上の管理職に投げている。営業に受注計画を聞

いて，それをもとに生産計画をたてます。製品は部品展開が部品ごとにされて，部品と原

価が紐付いています。それを積立てるかたちで原価が出てきます。下から上がってくる予

測は悪い方に出るとは思っています。受注も 3 月までみえるが，4 月以降は見込みでやる

しかない。だいたい 12億から 13億かなと。前半はちょっと赤字で，後半で黒字化をめざ

しています。メーカーとは購買の価格の見直しをしています。 

B/K部門長：計画は社長を中心に係以上で行なわれているということですね。 

社長：会議は毎週やって，報告を受けています。部門損益もやっているが，つかみにくいとこ

ろもある。赤字部門は受注返上をしたい。そうでなければ受注量を増やしてもらうか，値

上げしてもらうか。月産 10万であったものが，月産 3,000本になったものもある。 

B/K部門長：人員削減もなされているのですね。 

社長：冬夏のボーナスはなしで。ベースアップはしていますが。一部工場休止しなくてよいと

ころがでてきた。工場休止のところは教育の時間にあてている。私が講師になる。 

 

	 B 社では社長が中心となり，すでに経営改善に取り組み始めていることが述べられ，必
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要な対応策がすでに検討され，実行に移されていることが確かめられた。B 社との面談を

終え，帰りがけに，部門長は，次のように述べ，契約遵守の信頼と潜在的な能力に対する

信頼に基づき，企業の自発的な改善姿勢が見えれば金融機関による企業に対する善意によ

る信頼が構築されることが明らかにされた29。 

 

B/K 部門長：うちをメインとしてくれていて，付合いも長く，技術もあって，改善努力も自ら

行なっており何とかしてあげないといけない会社。社長の話はすごい説得力があった。要

はうちが融資すればいいのではないか。何とでもなる会社。もちろん，デュー・ディリジ

ェンスをしなければならないが。 

 

	 経営者の面談により，B 社がメーカーにとって不可欠な会社であり，すでに経営者を中

心に必要な対策をとっていることが示された。また，工場見学により自動化が進んでおり，

後継者をはじめ若手を中心に自主的な経営改善に取り組まれていることが明らかになり，

金融機関と企業との信頼関係が再構築されていくことが確認された。しかし，金融機関に

よる企業に対する潜在的な能力に対する信頼が確認されても，まだ顕在的な能力に対する

信頼はこの時点では構築されていない。次項で，金融機関による企業に対する顕在的な能

力がどのように構築されるのかについて述べる。 

 

（5）	 継続的なモニタリング活動を通じた顕在的な能力に対する信頼の構築 
 

再生計画の策定においては，まず企業の財務状況，事業状況についての実態把握が行わ

れる。財務デュー・ディリジェンスによって，実態の貸借対照表が把握され，事業デュー・

ディリジェンスによって，企業の強み・弱み・機会・脅威をはじめとして事業の実態が把

握される。この段階において，企業に管理会計の仕組み，特に部門別損益を把握する仕組

みや，主要顧客別の採算性の把握，主要製品別の採算性の把握が出来ていない場合には実

態把握が困難となる。過半数の再生企業に管理会計の技法が導入されるという実態は，ま

さにこの点を指している。その場合には，一時的に会計専門家が独自に計算を行って採算

を把握する場合もあるが，主要な会計数値の把握を会社が行えるように指導され，管理会

計の導入が目指される。 

 

                                            
29 継続的なモニタリングが行われる前に，常に金融機関による企業に対する善意による信頼が表出
するわけではなく，潜在的な能力の信頼と約束遵守の信頼の存在のもとで，企業の自発的な改善努力

が伺えることにより，金融機関による企業に対する善意による信頼の存在が明らかとなる。 
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	 再生の中で事業の部分と管理会計は重要。時系列でモニタリングするためには絶対必要。ある

程度の規模なら基本的な管理会計で機能する。この課にくるまで管理会計というのは教科書的に

は知っていたが，これだけ重要なのかと分かってきた。中小企業には管理会計が普及していない。

我々としては管理会計の基本を教えることはするが，後どうするかは任せる。いかに社内に浸透

してもらうかというのは重要なポイントです。 近ではアメーバ経営じゃないけど，セクション

ごとにディスクローズして開示する企業がでてきた。管理会計がうまくいくケースとして ISO

を取得している会社。 近 ISO の品質管理をとっている会社にいったが仕組としてはすでに出

来ているというのがよく分かった。ISO には管理会計の要素が入っている。これがあればすん

なり進めることが多い。（B/K課長, 2009/08/27, 参与観察中に聞き取り） 

 

	 継続的なモニタリングが行われる段階では，抜本的な再生計画案が作成されて，その具

体的手法が実行される。ここで月次計画とその結果を示す月次試算表，さらには主要顧客，

主要製品別の採算が明らかになり，継続的なモニタリングが続けられることで計画策定能

力と遂行能力が高まってくれば，金融機関による企業に対する顕在的な能力に対する信頼

が形成されてくる。 

	 管理会計情報の作成能力がない場合には，専門家や金融機関の指導を得て，会計情報の

構築能力が形成される。この継続的なモニタリングプロセスにおいて，企業が月次試算表

と，主要顧客別，主要製品別の採算情報を作成できるようになることが，企業再生の鍵と

なってくる。これについては，第 7章における F社の事例を通じて詳細を述べる。 

	 次に作成された再生計画の妥当性が検証されるために，通常は数カ月間の継続的なモニ

タリング活動が行われる。継続的なモニタリング活動とともに再生計画の見直しが行われ

る。ここで必要とされるのが，3カ月程度の計画策定とそれを月次で達成していくことであ

る。このプロセスを通じて，金融機関は企業の計画策定能力とその遂行能力を確かめる。

計画を達成できるようになれば，将来計画についても遂行する能力があるのではないかと

いうような期待が生じる。再生計画を実行していくのは企業であるので，企業が自力で経

理できるようになることが重視される。このようなプロセスを経ながら，数値計画の説得

力が高まっていくことになる。これについては，第 5章第 4節の E社，第 6章における U

社の事例にて，その詳細を述べる。 

	 継続的なモニタリング活動を通じて形成された顕在的な能力に対する信頼は，将来計画

の投資判断にあたって合理的であるとの判断を可能にし，金融機関は企業の債務者区分を

引き上げられる。同時に，企業は再生計画の策定を果たし，事業の存続が可能となる。 
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4.4.	 小括 
 

	 本章では，喪失された金融機関による企業に対する３つの信頼と企業による金融機関に

対する善意による信頼がどのようにして再構築されるか，そこにおける管理会計の役割を

明らかにした。具体的には次のようなプロセスを経て，信頼関係は再構築され，企業再生

計画は承認された。 

 

①	 企業が借入金の返済を出来ないことにより，金融機関から企業に対する 3つの信頼

が失われていることが明らかにされる。 

②	 キャッシュ・フローの生成可能性の判断により，金融機関による企業に対する潜在

的な能力に対する信頼が構築される。 

③	 正直な会計報告により金融機関による企業に対する約束遵守の信頼が構築され，企

業によるメインバンクとしての金融機関に対する善意の信頼が期待される。 

④	 金融機関による企業に対する潜在的な能力に対する信頼と約束遵守の信頼に基づい

て，金融機関のイニシアティブにより再生計画の策定が開始される。そして，企業から

のメインバンクとしての金融機関に対する善意の信頼が構築される。また，企業による

自発的な改善努力が認められることにより，金融機関による企業に対する善意による信

頼が明らかにされる。 

⑤	 継続的なモニタリング活動を通じて，月次の予測能力と実行能力があるものと判断

されれば，顕在的な能力に対する信頼が構築されて，金融機関と企業の信頼関係が再構

築される。 

⑥	 金融機関と企業による双方の信頼が再構築され，企業再生計画が承認され，金融機

関は企業に対する融資の継続が可能となり，企業は長期計画の策定を果たして，事業の

存続が可能となる。 

 

	 金融機関は，リレーションシップ・バンキングの実践として，企業と双方向の約束遵守

の信頼，能力に対する信頼，善意による信頼を築きたいと考えている。この明確な規範に

対して，現実には，金融機関による企業に対する，顧客と約束遵守の信頼，能力に対する

信頼，善意による信頼，そして企業による金融機関に対する善意の信頼が失われている。

本章では，この金融機関の期待と現実の乖離を克服するために，潜在的な能力に対する信

頼があることに加えて，会計報告に関する約束遵守の信頼の構築を前提として，リレーシ

ョンシップ・バンキングを通じて顧客の自発的な活動を引き出して善意による信頼を構築

し， 終的に顕在的な能力に対する信頼の構築が目指されることを明らかにした。 
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	 また，本章では，能力に対する信頼を潜在的な能力に対する信頼と，顕在的な能力に対

する信頼に分けて分析することで，信頼の再構築プロセスをより詳細に理解出来ることを

明らかにした。企業再生のように，能力に対する信頼が喪失した状態においては，通常の

取引の継続は困難となる。しかし，金融機関により企業の能力を長期的に高めれば事業の

存続可能性があると考えられれば，時間とコストをかけて，企業が自発的な活動を行い，

自力で経営出来るレベルになるように再生計画の策定を通じて指導される。能力に対する

信頼を潜在的なものと，顕在的なものに区別することで，信頼関係の相互構築をより細か

く分析することを可能にした。 
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第 5章	 再生計画の策定における経営者意識の確認と誘導 
 

5.1.	 はじめに 
 

規範的な研究によれば，経営者は一定の将来願望を有しており，それに基づき，経営計

画を策定するとして論じられる（Mintzberg, 1994; Anthony, 1965）。経営計画を実行する

にあたっては，十分な実行意欲を有することが想定されているし，そうあるべきであると

論じられており，あるべき経営者の資質が想定されている。そこでは，将来願望や実行意

欲といった経営者意識と経営計画の関係，また事業計画と会計計画の関係については，一

定の関係が成立することを前提として論じられてきた（例えば上總, 1993）。経営者の思い

を表したものが経営計画である，また，事業計画を会計数値として表わしたものが会計計

画であるといったように，これらの表現は自明に行われるものとして説明されてきた。ま

た情報の伝達について，従業員は経営計画の説明を受けることで経営者意識を理解するも

のとされてきた。第 2 章第 3 節第 4 項でみたように，上記の前提をおくような管理会計の

テキストは安定的な経営を行う大企業を対象とし，必要十分な経営者意識と，計画策定と

実行に関する平均的な能力をもつ経営者ないし組織が前提とされてきたといえる。 

しかし，中小企業の場合は金融機関と二人三脚の経営を行いうが，両者は異なる意図を

有しているので（穂刈, 2008），情報の伝達がスムーズに行われるとは限らない。また，企

業再生が必要な場合には，経営者の必要十分な経営者意識と平均的な計画策定・実行能力

を必ずしも想定出来ない（越, 2003）。企業再生においては，再生計画という形で事業計画

と会計計画が策定される。それは会計専門家や金融機関の担当者の支援を受けて表現され

るが，中小企業の特性を考慮すると計画の策定は容易には行われないと考えられる。では，

企業再生において中小企業と金融機関がどのように相互作用をしているか，企業再生を通

じてどのように経営者の意識改革を行うのか。 

企業再生における意識改革の重要性は，企業再生に取り組む金融機関にとって共通認識

となっており，そのための時間が多く割かれる。 

 

	 我々が再生を行なっていて一番苦労するのが，経営者の正しい現状認識と意識改革です。そこ

に半分以上のパワーを使うのではないかというくらいです。なぜそれだけパワーを必要になるの

かということを思うのですが，我々は患者と考えていますが，当の相手が自分は病気になってい

るということに気づいていない，あるいは分からない。色々なパターンがあると思いますが，気

づいていたとしても，どれくらいの深さ，重い病気なのかを測るはっきりとした尺度がないので，

P/Lの赤字が少し出ているくらいであれば，これは風邪を引いたくらいだ，と思うケースもあれ
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ば，こんな赤字が出ていると大変なことになると思うケースもあって，P/Lだけを見ても色々な

捉え方があって，心理的に言うとあまり悪いことを認めたくありませんから，どちらかというと

私の今まで経験則の中で，少し赤字が出ているが，昔は我慢しておけば直ったので，大した病気

じゃないということで，あえて自分の病状を深く知ろうとしない。そういうところに金融機関が

入ってあなたは病気ですよと言っていかないといけない。そこには 初から大きなギャップがあ

って，実際は認めているけど言わない人は，債権者と債務者の関係の中で言ってしまったら融資

が出なくなるという心理が働き，分かっていても言わない。本当に分かっていない人，分かって

いても深さが測れない人，こういう方々を相手に「実際はこうなのですよ」ということを言って

あげないといけない。（L銀行再生支援部門長，聞き取り調査による）30 

 

本章では，金融機関と企業の相互作用に着目して，会計計画の確認を通じた経営者の誤

解の解消により経営者の将来願望が現実的な方向へ誘導される事例，営業活動の確認を通

じた実行意欲を喚起する事例，経営者意識の十分性が確認される事例を述べる。 

	 本章の構成は次の通りである。第 2 節から第 4 節では，研究者が参与観察中に立ち会っ

た金融機関と再生企業のやり取りを述べ，金融機関の意識がどのように伝達され，企業側

にどのような変化をもたらすのかを述べる。 後に，第 5節で本章を小括する。 

 

5.2.	 現実的な将来願望への誘導 
 

本節では，経営者意識のうちの経営者の将来願望に着目し，夢想的な経営者の将来願望

が，会計計画に関するコミュニケーションを通じて，現実的なものに誘導されることを述

べる。 

リーマンショック後の経済環境であったということもあるが，策定された再生計画が実

行後に未達成となる事例が T 銀行内で増加してきた。その要因の一つとして，必要な返済

額に基づいて再生計画が策定されてきたことがあげられ，必要返済額に応じて経営者は高

い目標を設定しなければならないと考える。また，企業家精神に富む経営者が夢想家にな

りやすいことや，売上志向である経営者が規模の拡大を目指したいと考えていることもそ

の一因としてあげられる。 

 

	 中小企業を見ていて思うのはビジョンがそもそもなっていない。売上を拡大していくことが目

                                            
30 Ｌ銀行はＴ銀行と同一エリアで事業を営む。企業再生に関しては，協調しながら企業支援を行い，
類似の方針をとっている。ここでとりあげるのは，参考意見ではあるが，T銀行においても共通して
認識されている事項であるため引用する。以下も，同様である。 
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的となっていたり，業容を拡大していくことが社長の思いであったりして，企業として何を目指

すのかが明確になっていない。そもそもそこが明確になっておらず，目指すものが何か分かって

いないから，管理会計の考え方が入ってこない。大きくして行けば良いのだろうというレベルで

考えている経営者が多い中で，管理会計まで考えが及んでいないケースが一番多い。例えば，利

益をこれだけ出すために企業経営をやっています，となれば，そのためにどうすれば良いかとい

うことは自ずから見えてくると思うのですが，それがそもそもないから管理するという考え方が

入ってこないのだと思います。（L銀行再生支援部門長，聞き取り調査による） 

 

いずれにせよ，高い目標を掲げるために，経営者の将来願望が積極的になり，金融機関

からは，経営者の将来願望が積極的すぎると判断される。T銀行では，大きな経済成長が見

込めない現状から，着実にキャッシュ・フローを生み出して返済原資を生み出して安定的

な返済を行えるように，現実的なレベルの将来願望を経営者に期待し，それに向けて経営

者を誘導しようと考える。 

 

	 再生計画は策定しても半分以上が下ぶれしている。計画の作り方にも問題がある。経営者はど

うしても高い目標を持ちたがる。これを低くさせるのはやる気をそぐこともある。それでも現実

目線が必要。過剰な債務を抱えているところは，さらに高い目標を立てさせないといけないが。

（B/K部門長, 2011/3/7，聞き取り調査による） 

 

	 T銀行では現実的な将来願望に基づく会計計画となるように，必要返済額に基づいて作成

される会計計画ではなく，返済可能金額，すなわち現状のキャッシュ・フローに改善計画

を組み込んで作成される会計計画を期待している。 

 

	 重要なのは実質債務超過が解消するのか，何年で債務が償還できるかというのを見ることです。

これで償還が 10 年，債務超過 5 年というのが基準。メガバンク，（普通の）地銀はここまで。

実際はこんな案件は少ない。（償還が）20年なんていうのはざらにある。我々が違うのは 20年

（のリスケジューリング）で考える。多額の債務超過でも見捨てない。そのかわり，損益 5 カ

年 10 カ年の計画を厳しく見ていく。…先生方が 20 年で返済できるプランを立ててくる。我々

が失敗したのはこれです。これを変えて，実質を見てどんな改善が出来るかというのから見てい

きましょう。その改善後のキャッシュ・フロー何年で回収出来るかどうかを見ましょう。合理的

な計画になるかは，先生方にかかっている。これを強調しておきたいと思います。（B/K部門長, 

2009/8/26，会計事務所向けセミナーにて） 
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	 ここでは，夢想的な将来願望をもつ経営者に対して，現実的な将来願望に誘導された A

社の事例を取り上げる。場面は 4 章でとりあげたものと同じであり，筆者は金融機関と経

営者との面談に立ち会った。A 社の経営者は，下請け事業からメーカーへの事業転換を図

っているなかで，売上が 10分の 1程度までに落ち込んだので，また売上規模を以前のよう

に回復させたいと考えており，金融機関より夢想的であると認識されていた。場面は次の

とおりである。財務デュー・ディリジェンスと事業デュー・ディリジェンスが完了し，再

生計画策定中の A 社であるが，部門長としては現実的な計画になるようにこれまでも要請

を行ってきてはいるが，再生計画がいまだ楽観的であり，具体性に乏しいということで，

経営者の将来願望を変えないといけないと考えている。そこで，金融機関は経営者に現状

のままでは倒産の危機にあるという状況を述べ，現実的な将来願望とともに現実的な目線

で企業再生に取り組むことを伝達しようとする。 

 

B/K 部門長：もう一度一致した共通認識を持ちたいのですが，めざすものは再生で，そのゴー

ルが見えてきた段階。そこで財務デュー・ディリジェンスをして実態把握をしましたがそ

の認識はありますか。現状で 300百万円の債務超過。清算価値に置き換えると 650百万円

（のマイナス）。何年かけてプラスにするのか。大企業なら本来は 3から 5年で解消する計

画をたてなければクローズ（承認）されない。中小の場合は 5から 10年でもなんとかしよ

うと考えます。35百万円の利益でも 8から 9年かかります。まずこれについて理解しても

らいたい。過去の成功もあるだろう。今 35百万円の利益を出してほしい。正直売上高はど

うでもよい。本日出していただいた計画を再度見直して，借入金を長期にしたりして融資

を組替えていきたい。 

社長：我々はアイデアをお金にするのが弱い。そのお手伝いをしてほしいと監査法人お願いし

た。それは別料金。別部門がいるのでとの回答だった。…事業計画は 1枚の P/Lでざっく

りと材料費等を出して決めていく。 

B/K部門長：これまで 20社ほどの案件でコンサルタントに関わってもらっているが，目的は自

助努力で生きていけない人。これを何とかしてもらうため。コンサルタントの認識として

は，それほど悪くなっていないと考えている。貸出条件を緩和したらなんとか生きていけ

ると考えている。今日来たのは，会社が倒産すると本当は厳しく言いたかった。40百万円

以上のキャッシュ・フローが必要です。これが本当にできるのか。無理をしていないです

か。 

社長：計画を堅めにみているつもりだが，弱気な計画だとそっちから見ると意欲がないととら

れるのでは。 
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経営者としては，控え目な計画であると将来願望に対して悲観的であると金融機関に捉

えられるのではないかと考えている。返済期間を 20年に延ばすような金融スキームであっ

ても，期間内の返済が不能なレベルであれば，計画値を高く出来ないか質問される可能性

はある。しかし A 社の場合，金融機関側では，現状の売上高がさらに減少した場合でも，

合理化を進めることで利益を生み出せば，事業継続の可能性があると考えている。そこで，

部門長は経営者に当期の見込に関する現状の認識を確かめた。 

 

B/K 部門長：当期末は着地点通りでいけますか。売上で 500 百万円。去年とかわらずにいけま

すか。影響は出ていませんか。 

社長：台数は減っているが，単価はアップしている。 

専務：450百万円は無理。しんどい。 

B/K部門長：今期の実績はどうなっていますか。 

B/K担当者：4月で 49百万円。5月から 7月で 82百万円です。 

 

	 売上金額が計画に達しておらず，このままでは当期の売上は目標を達成しない状況であ

る。そこで，部門長は策定する計画がどのような意味をもつのかを説き，計画の策定方法

について質問を行った。 

 

B/K 部門長：計画は，絶大なる支援をするための担保です。計画はどのようにたてられました

か。 

社長：初年度はこちらが，大きい目標をたてて，監査法人さんが控えめにいきましょうとして

下げた。 

B/K 部門長：うちとしてはそれでもまだまだ高いと見ています。実際はもっとボトムで見ても

らわないと。 

社長：売上をもっとださないと。 

B/K 部門長：ダメです。そういう考えは。売上は 330 百万円でも利益が出るようにしてくださ

い。 

B/K支店長：半分の売上で利益が出るようにしてください。 

B/K 担当者：それで計画をつくりなおしてください。本来なら支援打ち切り，そこをなんとか

しないと。本気で固定費の圧縮も，労務費の圧縮も，経費の削減も，固定資産の売却もし

かりです。 

B/K 部門長：これまでは監査法人さんに入ってもらっていましたが，今日以降は，損益計画は

うちが主導してやりましょう。どれだけ売上を出して，利益を出すかについて考えてくだ
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さい。実行部隊の女性もいれてやりましょう。絵に描いた餅ではだめです。作った計画は

ダメというかもしれませんが，何回かやりなおせばできます。時間がないので早期にして

もらえますか。 

 

	 将来願望の有無は，直接目に見えて確認できるわけではないので，ここでは会計数字か

ら確認された。ここでは，会計目標の設定を通じて，金融機関により，経営者が金融機関

と同じ目線でたち，金融機関の期待する将来願望をもつように説得される。その後，経営

者から現状の課題が述べられるようになった。 

 

B/K 部門長：なんとか作りましょう。我々の目線でやりたい。我々の目線までくいるところま

でやりましょう。4，5回はきます。 

社長，専務：もっと早くにきてほしかった。 

B/K部門長：まず実態を知りたかった。財務デュー・ディリジェンスをやりました。 

専務：今は儲かっているのでは。 

B/K部門長：無借金経営ならこれでいいのですが。 

社長：在庫管理ができていない。製品製造の管理ができていない。昔はみんなで棚卸をしてい

たが今は全然出来ていない。税理士はあまり関与していないが，我々が悪い。全員がしな

いといけない。全員がしない風潮をやめたい。教育を行ったが，従業員が動かなかった。

そのような従業員にはやめてもらった。 

B/K部門長：平成 20年度，平成 21年度は粗利が出た。これをくずさないように。 

社長：知りたいことは製造原価の出し方。1分が何円になるのか。以前は，38から 40円という

標準の分チャージがいつのころからか設定されていた。下請け価格は 23円でそれを下げる

ような努力をしていた。本当の分チャージを知りたい。昔はラインが 17時でいったんとめ

てどれだけ儲かったかを出していた。単純でもモチベーションがあがりやすい。 

B/K部門長：まずは計画書をつくりましょう。 

社長：細かい情報は必要ですか。 

B/K 部門長：必要です。そのかわり全部というわけではなく，我々は重要な部分を見ます。細

かい部分からやっていたら何年かかっても計画はできませんので。 

社長：自分がつくっているアクションプランに対して 終的には肉付けしてほしい。自社メー

カー化を目指していくなかで，2 次から 4 次下請の 300 社くらいが我が社に直接コンタク

トをしてくれるようになった。その方が価格交渉力はある。建値をあげても，まだ向こう

から感謝してもらえる状態。 

専務：フットワークのきく人は社長だけ。営業活動は技術の分かる現地調査ができる人間でな
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ければならない。 

社長：新事業については，過去の老朽更新があり，需要はある。年間の予算のなかから更新を

するところもある。そういう中で先方にとってもリーズナブルな価値を提案できる人材が

必要です。 

専務：これまで営業していないので，営業したらいけると思う。 

B/K支店長：1年前からその話は聞いていますよ。会社の中に人もいるでしょう。 

社長：技術力のある人はいるが，挨拶はできない。キャラクターはあわない。営業として色ん

な人が来るが，いわゆる営業マンであっても全然だめで技術営業が必要である。今は技術

者を外に出そうとしている。 

	 	 	 商品に自社ブランドをいれるようにして，取引先が 100 社から 300 社に増えました。全

国で自社ブランドを増やしていきたい。10年後には加速度的にあがるはずです。いや，あ

げます。この 1年は内部整理に時間がかかりましたので。 

 

A社の経営者の将来願望は夢想的であるものの，高い実行意欲を有している。そこで，A

社では再生計画を修正していく方針を固め，T銀行から担当者が毎週会社に行き，現実的な

将来願望への誘導が目指された。その後，再生計画の修正がコンサルタントも交えて数回

行われ，数値計画が現実的なものとなり，経営者の将来願望が現実的なものであると判断

され，再生計画の修正から約半年が経過して，再生計画が承認されることになった。事後

的な調査によると，経営者は将来的には会社をもとの売上のように成長させたいという思

いはあるものの，まずは利益を出さなければならないし，少なくともこの 2，3年は今の売

上ベースを達成していかなければならないという意識を強く持つようになり，現状のビジ

ネスを強固なものにしていくと語り，経営者の将来願望が現実的なものへと誘導された。

その後の業績であるが，A 社では事業転換に成功し，計画以上の売上と利益をあげ，順調

にキャッシュ・フローを積み上げるなかで，返済計画以外の追加の返済を行えるまでに至

った。 

 
5.3.	 高い実行意欲の喚起 

 
	 外部の専門家や金融機関が入って，いかに再生計画を策定したとしても，経営者が計画

を実行出来なければ，倒産の危険性が再び高まる。T銀行では，戦闘性や戦闘意欲という言

葉が使われながら，経営者による再生計画の実行意欲が重要視されている。再生支援部門

の部門長は，次のように説明する。 
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	 戦闘性は重要で，我々はこの視点を見ています。資金繰りが苦しいとき，弁護士事務所にいっ

て自己破産する。我々は弁護士事務所に行かないでくだないと言っています。我々が支援します

からと。戦う意思のない，駄目なのは景気のせい，業種のせい，こういうのは金融機関に行く前

に経営者の意識をかえていきましょう。このままでいくとつぶれますよと。経営者の根本から意

識をかえていきます。我々は債権者ですからもっと厳しく言います。（B/K 部門長, 2009/8/26，

会計事務所向けセミナーにて） 

 

	 実行意欲を持たせるにあたって，事業の失敗に対する経営者責任を認識してもらい，話

し合う必要であると T銀行の部門長は考えている。 

 

	 会計感覚のない経営者がいかに多いことか。丼勘定でやっている。それでは，経営者として

失格です。経営者には，事業の失敗は経営者の責任と認識してもらうまで，とことん話し合う。

そこから動機づけていき，事業意欲を持ってもらう。それが我々の主たる仕事。（B/K 部門長，

2009/8/31，参与観察中の聞き取りによる） 

 

	 ここでは，実行意欲を失った経営者に対して，行動計画の確認を通じて積極的な実行意

欲を喚起するように，金融機関から説得された D社の事例を取り上げる。筆者は D社との

面談に立ち会った。D社は 2007年に再生計画の策定を果たしたが，計画どおりの結果を生

み出せず，リーマンショック後は受注減で会社の存亡の危機に立たされている。2009 年 5

月に保証協会を通じた追加の融資で 1500万円，8月にさらに 200万円追加の融資が実行さ

れた。そこで，再生支援部門の部門長は経営者を厳しく指導した。9月になり，資金繰りが

また厳しくなり自己破産も視野にいれて弁護士と相談したが， 終的には，事業存続を目

指して，改めて T銀行と面談することになった。 

 

社長：支払を待っていただいてでも，事業継続が可能なら続けたいです。従業員は 9 名で，交

代で休んでいる。2 月から雇用調整をしており，補助金をもらっている。工作設備の仕事

が回るようにはしている。 

B/K担当者：貸し増しが必要と言うことですか。誰もできないなかで。 

B/K支店長：今は元金をとめている。 

部門長：金利もとめたら保証協会も代位弁済が必要。汗を流してでもがんばり続けてほしい。 

B/K 支店長：事業継続のエビデンスを求めましたが，どのようにお考えですか。達成可能性に

ついての確信はどの程度ありますか。 

社長：思っていたより，受注状況はよくないので，正直言えば不安です。以前と比べれば，堅
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実に増えつつありますが。 

B/K担当者：身の丈にあった固定費が必要で，8月の時点で貸したときには，9月の初めでだめ

になるとは思わなかった。2 月くらいから，固定費を下げてくださいとお願いしてきまし

た。社長の役員報酬を下げて，7 百万円程度の売上があれば，身の丈にあうと考えていま

したが。 

社長：損益分岐点で 7百万円くらいです。 

B/K担当者 2：現場は今で 5名だが，以前は 10名いましたよね。注文を受けられずに，キャパ

シティ不足になっていませんか。 

社長：仕事は全て受けています。必要なら外注に出します。 

B/K担当者 2：8月末にある製作所から受注があるとなっていますが。新規営業は他にしていな

いのですか。 

社長：100で見積を出したとしても，90，80で注文がくる。時間チャージで 1,000円を切らな

いものを受けるようにしている。時間チャージで 2,000円，2,500円になるかと思ってやっ

ている。 

B/K 担当者 2：（時間チャージで受注しないという方法以外に）損して得をするというやり方も

あるのでは。 

社長：試作段階をいれると，本当は時間あたり 1,500円必要なので。 

 

	 経営者は，新規受注を得るための営業活動をしているが，なかなか採算のとれる受注に

繋がっていないことを説明した。そこで，金融機関から経営者に自社の強みについて問わ

れた。 

 

B/K 部門長：社長の技術を必要としている会社はありますか。自社が苦しいことを伝えていま

すか。潰れたら困るところはありますか。他に支援できるところはありませんか。。 

社長：逆に警戒されるのではないでしょうか。 

B/K部門長：それなら，困らないということです。 

社長：絶対うちにしかできないコア技術はないです。 

 

	 事業継続のための相談ではあったものの，経営者から前向きの発言がみられないため，

金融機関より経営者に本心が問われた。 

 

B/K部門長：この局面で危機感が伝わってこない。本心はどうですか。 

社長：実際には諦めた。事業を続けたいが，方策はない。金融機関で金利をとめてほしい。 



 86 

B/K 部門長：既存顧客も新規顧客も，取引が切れたところももう 1 回行ってきてくださいと頼

みました。それで，事業継続に関するエビデンスをくださいとお願いしました。今後の営

業策として 1枚の紙をもらいましたが，あれではやる気が伝わってきません。 

社長：何件か回ってきましたが，うまくいきません。 

B/K部門長：売上はもう上がりませんか。 

社長：330万円で限界です。 

B/K部門長：150万が給与。150万が外注費。絶対に破産しないで，事業を継続しないください。

支店にも行ってもらいます。あと，3 カ月は待ります。このような甘い対応は普通しませ

ん。 

 

	 具体的な営業活動，営業方針，自社の強みに対する考えを通じて，経営者の実行意欲が

失われていることが，確認された。金融機関より経営者の実行意欲を喚起するために，具

体的な行動計画と行動実践に対する指示が行われた。面談から 2 週間が経過した後に，支

店より部門長に電話があり，追加の受注があったとのこと，現時点では前向きな実行意欲

をもって事業継続に向けての活動を行っているとの報告がなされた。 

 

5.4.	 経営者意識（将来願望と実行意欲）の最終確認 
 

	 本章の第 2 節では，積極的な将来願望をもつ経営者が会計数値の目標設定を通じて現実

的な将来願望を有するように誘導される事例をみた。次に，本章の第 3 節では，実行意欲

の消極的な経営者に対して，行動計画の確認を通じて積極的な実行意欲が喚起される事例

をみた。ここでは，一度は積極的な将来願望により，事業経営に失敗したものの，現実的

な将来願望をもつようになり，また積極的な実行意欲をもつことの双方が確かめられるこ

とで，金融機関より評価されて次の段階に進むことについて，E 社の事例を取り上げる。

筆者は E社との面談に立ち会った。 

	 洗濯業を営む E 社であるが，クリーニング設備の過剰投資と 2 代目の常務による多角化

投資に失敗し，過大な負債を負った。もともとは他行がメインであったが，T銀行がメイン

バンクとして再生案件に取り組もうとしてきた。半年ほどかけて，ほぼ計画が固まり，部

門長が経営者意識を確認し，再生すべき企業かどうかの 終判断が下される場面となった。

担当者の事前の説明では，信頼できる人物だろうとのことであった。新規事業で失敗した

ことにより 70 百万ほどの損失を被った。本業での改善が行われれば，安定して CF が 20

百万円は見込まれる。 大のポイントは，常務が関与する新規事業をどのように完全に切

り離すか。常務が会社の資金を持ち出せないように，歯止めをかけるかが考えられていた。 
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B/K 部門長：再生の話をいうと，事業は適切に行っていたが，過去の投資の失敗により行き詰

まったという会社が 100件以上ある。業界不況のものは，再生土俵にあげやすい。しかし，

別のところに資金を使ったというのは，再生に乗せにくい。どのように反省しているのか。

今後常務が中心として，やっていこうという決意はどうか。また，過去の投資は誰の主導

で行われたのか。その点について，お聞かせください。 

常務：異業種に手をのばした理由ですが，大手の下請をやっていましたが，8年前に先代が亡く

なり現場が不安定になったと，大手の支店長から仕事を引き上げると言われたのがありま

して。その後に，母が社長になりました。仕事としては変わっていないが，ちょっとした

問題でクレームがあり，母が泣き崩れてしまった。もう苦労させられない。大手に切られ

たら企業存続できないという事情がありまして。 

	 	 	 ホームクリーニングは独自でやっています。直営，取り次ぎ合わせて 30店舗。私より下

が中心で，若手を育てていこうということと，何か独自なことをしないといけないと考え

ていた。母親も下請だけでは駄目であると。軽はずみに手を出したのが正直なところです。

自分でも１からビジネスをしたかったというのもあり，5年前にスタートしました。 

B/K部門長：もともとは大手の下請だったんですね。 

常務：祖父の時代にワイシャツの下請としてクリーニング業を開始しました。20 年前ほどに先

代が大手から月間 20万円程度で仕事を受けるようになりました。本格的に仕事をもらうよ

うになったのは，震災以降で年間 6千万円ほどです。父が死んだのが 8年前。父が 10年前

にホームクリーニングを増やすため，投資をしました。結果としては過剰な投資でした。

父が亡くなるまでの 2年間がしんどかった。 

B/K部門長：借入金が増えた要因には何がありますか。 

常務：水処理の問題があり，水処理の設備を入れるために総額 120 百万円の借入れを他行より

しました。 

B/K部門長：後から発生した投資については。 

常務：70百万円くらいです。私の判断で。借入れ時に銀行には説明した。 

B/K部門長：本業として借りましたか。 

常務：そうですね。一応は副業の説明もしました。 

B/K部門長：投資の効果は説明しましたか。 

常務：いいえ。ちゃんとはしていません。実際，投資をやって，うまくいっていないのは分か

っていました。結局は本業からも資金を回した。その時に，他行との付き合いも考えて T

銀行から 50百万円を借りました。いつこれ以上は借りられないと言われるかと思いながら，

本業に戻らないとと思いつつも。メガバンクがさらに貸してくれると。税理士にも相談は
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していました。これで取り返そうと。根本は自分が甘かったんです。 

 

	 新規事業に対して，経営者がどのように反省しているのか，新規事業を行った経緯につ

いて確かめられた。ここでは，経営者の将来願望を誘導するわけではなく，会計数値の目

標についての議論は行われなかった。次に，経営者がどのような実行意欲を有しているの

かについて確かめられた。 

 

B/K 部門長：過去に本業では無理と判断されていますが，事業の整理をしようとは考えません

でしたか。 

常務：それはないです。去年くらいまではリピートで仕事はありましたし。 

B/K 部門長：現状はもっと悪化していて，金融機関から借りられない。来月の資金繰りが厳し

いという場合が多い。一番気になるのは事業の失敗を次にどのように生かすのか。どこに

経営者の責任をとるのか。経営者の責任を計画に織り込むのか。企業再生に失敗するのは，

そこまで悪くなっていないため，同じような過ちを繰り返す場合です。 後に問いたいの

は，常務の認識についてです。失敗の認識と今後についてどのように考えているのか。20

年間の長期的な融資をするので，情報をオープンにしてもらえますか。 

常務：2008 年に別のホームクリーニングの下請をしていたがやめました。年間 42 百万円の仕

事だが赤字だった。資金繰りとしてはそれがあったので，資金が回りました。代わりの 42

百万円の経費削減はなかなか難しいですので。仕事をやめてから，資金繰りが苦しくなり

ました。多くて月に 5，6百万円，少なくて 3，4百万円の収入がありましたので。それに

対して，昨年の 11月から現場の改善の取り組みをして経費の削減を目指しています。もと

もとは，現場に任せっぱなしでした。朝の 5時から，晩の 10時まで工場を動かしていて，

みんな納得していた。私は現場上がりなので，実はもっと仕事を早くできるのではないか

という自信はありました。ここまで，1年かけても 42百万円はまだ取り返せていない。ま

た，一昨年から原油の価格が上がったのは想定外でした。 

B/K部門長：利益が出る体制にはなっていますか。 

常務：税理士の先生と一緒に計画を作り，利益が出るようになりました。 

担当者：減価償却してきませんでしたが，今後は減価償却費を入れてもいけると思います。 

B/K部門長：経営者責任として，役員報酬は減らす覚悟はありますか。 

常務：もう実行しています。人件費は計画以上に下がっています。なくなった仕事は当初は収

支とんとんでしたが，原油の上昇で赤字化しました。交渉して，非効率の 5 店舗をやめた

いといったが，効率のよい店舗まで切るということで，それでやめたのが 2008年です。仕

事がなくなった昨年の 7 月から改善に取り組めばよかったと思います。これまで何とかな
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るだろうと思っていたが，みるみる資金繰りが悪化していきました。それで 11月から改善

をスタート。今期はもっと原価が下がらなければおかしいと思います。 

 

	 実際に，E 社の再生計画の骨子は，不採算の得意先との取引をやめ，役員報酬を下げ，

工場の原価改善に取り組むことであり，それが順次進められていることが確かめられ，十

分な事業意欲があることが確かめられた。次に，部門長は売上の大きな割合を占める大手

取引先の状況について質問し，安定的な売上が続くのかを確かめた。 

 

B/K部門長：大手からの仕事は安定的ですか。 

常務：はい。 

B/K担当者：近隣で５社ほど下請があるがここでしかできない，病院関係のものがある。 

常務：先代の投資で，特殊プレスとドライクリーニングがあって両方やっているのは強み。プ

レスは腕，えり，人体とそれぞれアイロンするので，工数がかかる。一方でハンガーはト

ンネル加工で一気に通すので時間がかからない。ただし一定の形でないといけない。それ

に合わした看護婦のユニフォームが作られはじめてきたが，まだまだプレスの需要はある。

1日 3回集配しにいく。プレスはうちの強みです。 

 

	 会社の設備に強みがあることが示され，売上が今後継続することが示され，経営者によ

る将来願望が金融機関の期待するものとなっていることが確かめられた。 後に，部門長

は，T銀行がメインバンクであることを確認した。 

 

B/K部門長：今はうちがメインという認識でよいですか。 

常務：はい。それはそうです。 

B/K部門長：もう投資をしないでください。するなら事前にご相談ください。 

常務：仕事は嫌いじゃないので，頑張ります。 

 

	 部門長は次のように，数字で話せること，正直に話せることの重要性について，帰りが

けに次のように述べ，十分に信頼出来る人物であることが示された。 

 

B/K 部門長：再生は経営者。過去はどうでもよい。こういうところを再生していかないといけ

ない。全部さらけ出してからが再生の始まり。会わないと分からない。 

B/K担当者： 初に面談したときに，相当厳しく喋っておいたので。 
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	 その後，部門長より保証協会宛に，次のような評価と支援に関する依頼文が送付された。

以下は，その文面の抜粋である。 

 

	 常務は，大手の下請けがメインでは，将来の安定した経営に不安を抱き，本業以外に投資を

行い，結果として失敗し，70 百万円強が回収不能になりました。その結果，借入金過大となり

償還能力不足による資金繰りが窮境となったものです。 

	 常務は，この失敗を強く反省され，本業での立て直しに全力で取り組まれています。大手の

下請け部門とホームクリーニング部門で利益確保を目指し，固定費削減，不採算取引の解消を

順次実行され，キャッシュ・フローは増加し，実績として今期も順調に推移しています。 

	 同社の窮境要因が，本業以外への事業投資であったことは事実ですが，現状の実権者である

常務の再生にかける意欲と決意は，十分に感じられます。 

	 財務内容もすべて開示され，業況のモニタリングもしっかりと行える企業であり，また，地

元での雇用においても存続させる意義は大きいと考えます。 

	 従って，同社の再生支援について是非とも保証協会再生支援融資の活用をお願いしたいと考

えます。本件の取り上げを検討いただきますようお願いします。 

 

	 保証協会からの反応として，新規事業に関して追加の投資が行われないことのエビデン

スが求められる事になったが， 終的には，再生計画は承認されることとなった。本事例

から，本業以外の投資による失敗により事業の継続性が困難となり，経営者の将来願望が

期待されるものではなかったが，企業再生計画の策定を通じて，本業に特化することを通

じて現実的な将来願望を有し，また，計画の実行意欲の高さが明らかになることで，金融

機関の期待と一致することが 終確認されることが示された。また，E 社の事例は，過去

に多角化経営を目指して本業以外の投資に失敗したが，継続的なモニタリングを通じて，

キャッシュ・フローの生成能力があることが分かる事例であり，第 4 章の第 3 節第 5 項で

述べた顕在的な能力に対する信頼が構築される事例を示す。 

 
5.5.	 小括 

 

本章では，平均的な経営者の意識が期待出来ない場面，すなわち再生企業の経営者の将

来願望が金融機関の期待よりも積極的な場合や，実行意欲が低すぎる場合に，どのように

経営者意識が誘導，喚起されるのか，また，その改善結果がどのように確かめられるのか

を述べた。そして，企業再生計画の策定を通じて，金融機関の期待する現実的な将来願望

と高い実行意欲に達するように，経営者の意識計画が行われることを明らかにした。 
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	 企業再生が必要な場合に金融機関が期待したのは，現状の損益見込から改善案が盛り込

まれて作成されるような現実的な将来願望に基づく再生計画であった。また，策定された

再生計画を達成するためには，高い実行意欲が求められる。したがって，企業再生に成功

するには，現実的ではあるが多少の積極性を持つ将来願望と高い実行意欲が経営者には求

められることになる。これは，企業再生に限らず通常の経営に求められることである

（Collins & Porras, 1994）。 

	 しかし，現実には多くの経営者が理想とは異なるタイプとなっており，理想的な方向に

誘導される努力が行われていることが T 銀行の事例からは明らかとなった。理想と異なる

経営者には 2 つの典型的なタイプがあると考えられている。一つ目のタイプが，達成が容

易ではない再生計画を思い描く積極的な将来願望をもつ A 社の経営者である。この場合の

経営者に対しては，将来願望を現実的なものに誘導する努力が行われる。二つ目のタイプ

が，企業再生後の経営に失敗し，もはや企業再生のための将来願望を描くことが出来ず，

また計画に対する実行意欲も低いという，ともすれば法的な整理に向かうような D 社の経

営者である。このタイプの経営者には，積極的な将来願望を持ってもらうとともに，実行

意欲を喚起していくように説得が行われる。E 社のように，一度は積極的すぎる将来願望

により，本業以外の投資を行い経営不振に陥ったが，その後の経営改善により，現実的な

将来願望を有しつつ，十分な実行意欲もあると捉えられれば，再生計画は前向きに評価さ

れることになる。これらをまとめたものが，図表 13である。 

	 本章では，夢想的な経営者の将来願望を現実的なものにいかに誘導するのか，実行意欲

に欠ける経営者に対して，いかに実行意欲を喚起するのか，その誘導プロセスを明らかに

した。 

 

 
図表 13：将来願望・実行意欲と経営者のタイプ（出所：筆者作成）  
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第 6 章	 金融機関と会計専門家のコラボレーションによる戦略計画
の修正 
 
6.1.	 はじめに 
 

	 会計計画と事業計画からなる戦略計画の策定を担当するのは，元来は経営者であり

（Anthony，1965），大企業においては，戦略計画の策定と実行における情報を提供する担

い手が，CFO，コントローラーを中心とする管理会計担当者である（Baxter & Chua, 2008）。

しかし，中小企業の場合は経営者の能力および管理会計担当者の能力に限界があり

（Merchant & Ferreira, 1985; Marriott & Marriott, 2000），投資経済計算プロセスにおい

て一部を銀行が担当しており，中小企業と銀行との二人三脚により経営が行われることは

知られている。 

	 特に，企業再生おける計画策定において中小企業独自による策定は必ずしも期待できな

いことから，その策定のための金融機関や会計専門家によるコンサルティング機能への期

待が高まる。しかし，中小企業の再生計画の策定と実行において誰が計画策定に関わりど

のような役割を果たしているのか，外部による計画策定支援が企業業績の向上とどのよう

に関係するかは，これまで十分に検討されていない。 

	 第 2 章第 3 節第 5 項でみたように，戦略計画担当者の役割には，①創発してきたパター

ンに気付いて，すでに実現されたパターンを理解するために行動を解釈し，明確化する戦

略の発見者としての役割，②社外環境の戦略的な分析，社内環境の戦略的な分析とシミュ

レーションの役割，当初に意図された戦略の精査と評価を行う分析者の役割，③意思決定

者に，計画作成方法に関する情報を提供することを通じて，管理者に戦略的思考を行わせ

る触媒の役割があることが知られ，戦略計画の策定は社内の重要業務であると知られる

（Mintzberg, 1994）。本章では，これらの先行研究の知見に立ち，企業外部のプレイヤー

が企業の戦略計画の策定に参加するという新しい設定のもとで，金融機関・会計専門家と

企業の相互作用を通じて再生計画が具体化することを示す。 

	 以下では，現場の認識を起点にして議論を展開する。まず，第 2 節では，金融機関から

会計専門家に対してどのような期待がもたれているのか，また会計専門家はどのようにし

て，その期待に応えようとしているのかについて整理する。第 3 節では，金融機関・会計

専門家のコンサルティング機能を通じて再生計画が修正される事例を述べ，第 4 節で小括

する。 
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6.2.	 金融機関の会計専門家に対する期待と会計専門家の役割認識 
 
（1）	 金融機関による会計専門家への期待 

 
	 第 5 章で述べたように，金融機関は現実的な将来願望と高い実行意欲を経営者に有して

もらいたいと考えている。そして，再生計画は，現実的な将来願望に基づいて策定される

ことを期待する。再生計画の策定は企業単独で行うことが困難であることから，外部の金

融機関や会計専門家の支援を受けることになる。T銀行が外部のコンサルタントに計画策定

の支援を依頼するのは，金融機関のみで企業再生に取り組むだけでは，なかなか成果が上

がらない場合である。 

 

	 我々がコンサルタントに入っていただくのは，なかなか（窮境状態から）脱出できない企業で，

それ以外の企業は実は我々でできる。本当に我々だけではどうしようもないのでコンサルタント

に入ってもらっているのですが，苦労してなかなか業績も変わらない。経営計画を作っても 7

割，下手をすると 8 割は計画通りいかない。そのような計画通りに行かない取引先のためにか

なりの時間かけ，苦労をしている。（B/K部門長, 聞き取り調査による） 

 

	 また，金融機関が会計専門家を利用する目的の一つとして，案件の難しさだけでなくて，

会計専門家の中立性が期待されている。 

 

	 我々金融機関が一番重要視しているのは，やはり会計士さんであるとか，中立的な立場で客観

的に診断してもらえる人です。金融機関サイドからも見ますが，一方的な話になっても患者とし

て納得しませんから，「客観的に見てもこのようになっていますよ」と言ってあげることでよう

やく気づいてくれれば，ある程度レールに乗ります。そこから色々な苦労がありますが，そこに

持っていくまでに非常に苦労します。（L銀行再生支援部門長， 聞き取り調査による）	 

 

	 金融機関は会計専門家に対して，経営改善に対する専門知識と，中立的な立場としての

客観的な判断を期待しているが，企業再生計画自体の責任はあくまでも経営者に求められ

る。つまり，外部の支援を受けて作成される再生計画では，あくまでも経営者の将来願望

を再生計画として表現することが求められる。これについて，再生支援部門の部門長は会

計事務所向けのセミナーで次のように述べた。 

 

	 先生方に介在してほしいが，経営者の思いが入っていない計画は認めない。昔はいい計画を作
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って失敗した。あくまでも数字の責任は経営者の責任です。（B/K部門長, 2009/8/26，会計事務

所向けセミナーにて） 

 

	 会計専門家が，専門家として分析を行い，返済計画に見合うような再生計画では，一見

は合理的な計画にみえる。しかし，金融機関が経営者と面談したときに，経営者が金融機

関からの質問に対して適切に回答できず，経営者が再生計画を理解しておらず，経営者の

将来願望を反映したものではないと判断されれば，合理的なようにみえる計画であっても

金融機関には受け入れられない。 

	 また，会計専門家が積極的な将来願望をもつ経営者の考えに基づいて再生計画を策定す

る場合には，再生計画の実現可能性が低いと判断されるため，第 5 章でみた A 社のように

金融機関には受け入れられない。そこで，A 社の事例のように，再生計画が一度策定され

ても，積極的な将来願望を現実的な将来願望へ誘導し，金融機関の企業再生支援部門の担

当者が直接企業に出向いて，経営者に加えて，経営幹部も参加して再生計画の修正行うこ

とが提言される。 

	 金融機関が直接企業に出向いたとしても，金融機関が意思決定を行うことをせずに，

終的な意思決定は経営者の判断にゆだねられる。 

 

	 金融機関が主導してこの事業をやめるということはしない。撤退した方が利益は出るであろう

というトーンでしか話ができない。断定して結論を迫ることはしない。明らかに赤字部門の撤退

は比較的経営者も認識しているのですが，微妙な部門もありますよね。金融機関は「ここは撤退」

「この事業は縮小するべき」と主張していても，経営者は「絶対にこれはやりたい」，「赤字では

ない」と言う。そういう議論が 近多い。正直，金融機関がどこまでそこに踏み込むのかは非常

に難しくて，ほぼ毎日この話をしています。（B/K部門長, 聞き取り調査による） 

 

（2）	 会計専門家の役割認識 
 

	 ここでは，T 銀行の企業再生案件のコンサルティング活動に数多く携わってきた X 会計

事務所の担当公認会計士 I氏による説明に基づいて，会計専門家として金融機関からの期待

をどのように認識し，専門家としての役割をどのように認識しているのかを整理する。 

	 会計専門家 I氏は，企業再生における会計専門家の役割として，①合理的で実現可能な数

値計画を作ること及び，②実際の経営改善を果たすことを期待されていると認識している。 

 

	 経営改善計画，いわゆる事業再生の仕事で求められる 2 つの要素ということで，一つは当然
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合理的で実現可能な数値計画を作るということがあるのですが，一方でやはり形式的な数字だけ

ではなく，会社の中身自体を我々外部の専門家が入ることで変え，実際に損益を改善させるとい

うことが非常に期待されていると痛感しています。その中で，経営層の方々の考えを，場合によ

っては間違っている場合も多々ありますので，指摘しながら計画を作っていく。なぜかと言うと，

事業再生をしなければいけないような会社の場合，失礼かもしれませんが，多くの場合には会社

が思っていることをそのまま行なっても，今まで失敗してきたということもありまして，上手く

行かない場合が多いということです。（会計専門家 I氏, 聞き取り調査による） 

 

	 会計専門家としても，経営者の考えのままに計画を策定しても実現性が低いことについ

て理解しており，経営者の将来願望をあるべき方向に誘導して，経営計画を修正すること

が必要であることを課題として認識しており，金融機関と共通の認識を有する。 

	 I氏によれば，会計専門家に求められる能力には 4つある。それは，①会計に対する知識

と経験，②経営戦略論に関する知識，③カウンセリングとコーチング能力，④会社の業績

を改善したいという会計専門家による願望である。 

	 1点目の会計に対する知識と経験は，財務デュー・ディリジェンスと事業デュー・ディリ

ジェンスが出来て，計画策定に関する報告書をまとめることである。報告書に関するポイ

ントしては，次の 5点が重要であると考えられている。 

 

	 「事業全体の方向性を定めましょう」，「売上・粗利を改善しましょう」，「経費を削減しましょ

う」，「お金を作りましょう」，「経営管理体制を構築しましょう」という 5 点を大体網羅してい

れば，そこまで変な調査報告書はでき上がらないと思っています。経営改善の方向性を見据えた

上で，現状における課題を指摘し，その課題に対する解決策を導くことで，それが計画の骨子と

なって会社が立ち直って行くための道しるべとするという考え方です。（会計専門家 I 氏, 聞き

取り調査による） 

 

	 2点目の経営戦略等の基礎的な知識については，企業の進むべき方向性を検討するための

ポーターの競争戦略論をはじめとするコンサルティングで用いられる戦略論の知識である。

用いられる理論は，難しいものではなく，経営者に容易に理解出来ることが重視されてい

る。また，マクロ的な市況分析や市場分析については，中小企業の場合には，会社規模が

市場に対して小さすぎるため，あまり有効ではないと考えられている。市場に関する情報

は，経営者の把握している情報が一つの有力なファクターとなる。 

	 3点目のカウンセリング能力とコーチング能力は，会社と意見が衝突する場合や，会社と

意見を調整するために必要と考えられている。I氏はカウンセリングとコーチングにより経
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営者の考えをうまく引きだし，整理を行うことを目指している。 

 

	 我々が考えているコンサルティングは少し違いまして，カウンセリングとコーチングという要

素から成るのではと考えています。カウンセリングは，相手の考え方を受容的に聞く，反論しな

い，否定しない，意見を言わないということで， 初，お伺いしたときの 2 日間くらいは，私

はほとんど自分の考えを言いません。会社がどのように考えているのか，どういう実状だと思っ

ているのかを聞くことから始めます。なぜかと言うと，どんな場合でもそうだと思うのですが，

外部から人が来て「こうするべきです」という話をすると必ず「お前はうちの特殊な業界のビジ

ネスを分かっていない」という話になります。本当はそれほど特殊でもないのですが，「こうす

るべきです」という話をすると会社が感情的になって上手く行かないことが多かったので，まず

聞くということを大事にしています。コーチングは一時期流行りましたが，社長様も A という

考え方と B という考え方の間を揺れ動いていて，両方が矛盾するということがよくあります。

そういう場合に，相手の考え方を会話の中でロジカルに整理することをよく行っています。「仮

にこうだったら，どうしますか」，「仮にこうだったら，どう考えますか」というように，制約条

件を外して頭の中を整理していくようなやり方です。なぜかと言うと，銀行や我々コンサルタン

トではなく，社長様もしくは会社が決断したという感覚が将来的に計画を実践していく上で大切

になるからです。（会計専門家 I氏, 聞き取り調査による） 

 

	 このように，会計専門家によるコンサルティングは，第三者の立場からまず経営者の考

えを聞き，そのうえで，経営者の考えを論理的に整理しながら誘導していくことであると

捉えられており，金融機関による期待と同じ方向で考えられている。 

	 4点目の会社の業績を改善したいという会計専門家による願望は，知識や経験よりも重視

されており，外部の第三者であったとしても，擬似的に経営者の立場になることが目指さ

れている。 

 

	 近痛感していることなのですが，実務専門家，もしくは金融機関の方に会社の業績を良くし

たいという強い思いがないと，なかなか会社も「よし，頑張ろう」という気持ちになってくれな

い場合が多い。それは訓練したからといって身に付くものではありませんが，私個人としては一

番悩んでいるところでもあります。（会計専門家 I氏, 聞き取り調査による） 

 

	 4点目の会社の業績を良くしたいという思いを持つことは知識や経験よりも大切で，会社の内

部にどこまで入り込むかに関わっています。よく聞くのは，社長や経理の方だけではなく，営業

の部長，課長や総務の方，他の従業員の顔が見えるような状態になれば大体その会社の内情が分
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かっているという判断になります。当然ですが，自分が社長だったらどうするのかを考えながら

普段業務に取り組んでいます。（会計専門家 I氏, 聞き取り調査による） 

 

	 3点目のカウンセリング能力とコーチング能力のように第三者の立場をとる一方で，経営

者の立場に立ち，業績改善を目指すという擬似的な当事者意識を持つことにより，経営者

意識を誘導できると考えられている。 

	 以上より，会計専門家 I氏は，金融機関からの期待を理解して，企業再生に取り組んでい

ることが明らかになった。金融機関から求められている専門家としての知識に加えて，中

立的な立場からコンサルティングを行うことが目指されている。 

	 会計専門家に対する期待と，求められる能力の関係は次のような対応関係にある。合理

的で実現可能な数値計画を作ることという期待に応えるために，主として①会計に対する

知識と経験，②経営戦略論に関する知識が必要とされる。実際の経営改善を果たすという

期待に応えるために，③カウンセリングとコーチング能力，④会社の業績を改善したいと

いう会計専門家による願望が必要とされる。 

 

6.3.	 金融機関・会計専門家によるコンサルティング機能を通じた再生計画の修
正 
 
	 前節では，金融機関による会計専門家への期待と，会計専門家が金融機関からの期待を

どのように理解し，またそれに応えるためにどのような能力が必要と認識されているのか

について述べた。 

	 本節では，金融機関が会計専門家とのコラボレーションを通じてコンサルティング機能

を発揮した典型的な事例として，会計専門家 I氏が再生企業の計画策定に携わった再生企業

U 社をとりあげる。なお，U 社については参与観察によって得られたデータではなく，イ

ンタビューデータと T銀行による説明資料からまとめている。 

	 本事例では，会計専門家が関与して U社の第 1次再生計画案が出された後に，金融機関

の再生支援部門の担当者 H氏が一定期間 U社に赴いて，会計専門家と連携を図りながら再

生計画を修正する過程を，インタビューデータ，関連文書から得られたデータに基づいて

述べる。そして，上述の金融機関の期待と，会計専門家の認識のもとで，再生計画の修正

を通じて，どのように企業のMCSが変化するのかを明らかにする。 
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（1）	 再生案件になるまでの経緯 
 

	 U社は創業 80年を越え，食品の製造販売及び食材の仕入販売業を営んでいる。従業員は

約 100名，売上規模 11億円程度，借入金総額が 8億円を越え，T銀行をメインバンクとし

てきた。U 社の顧客は個々の飲食店と量販店からなり，個々の飲食店向けの食品のブラン

ド力はあったが，競争の激しい量販店向けの商品の採算性が悪化していた。売上高が年々

減少するなかで，毎期 2 百万円程度の経常利益を確保していたが，実際には売上が減少す

るなかで，売掛金と棚卸資産が増加していた。返済額が多いので，債務返済を繰り延べる

リスケジューリングの検討の可能性が行われてきた。再生支援を担当する H 氏は 2009 年

当時の状況を次のように説明する。 

 
	 3年ほど前に私がこの部署に異動してきた頃は，経常利益がある程度あり，減価償却があるよ

うな企業は再生しやすいのではないかと考えていました。･･･この会社は正常先になっていまし

たが，年間のキャッシュ・フローが 7〜800万円しかないにも関わらず，年間の返済額が 6,000

万円となっていましたが，（経費削減等により追加のキャッシュ・フローを生み出して，年間返

済額を見直せば）資金繰りがアンマッチしている点を解消して再生できるのではないかと考え，

こちらからアプローチしていました。（B/K再生支援部門	 H氏, 聞き取り調査による） 

 

	 リスケジューリングを行う前提として，公認会計士による財務デュー・ディリジェンス

と事業デュー・ディリジェンスと経営改善計画の策定を会社に勧めたが，デュー・ディリ

ジェンスに対する抵抗感が会社にあった。2010年になり，資金繰りが悪化し，U社は追加

融資を申し込んだが，T銀行では受け入れられず， 終的に返済を停止した。T銀行より経

営改善の話が再び提案されたが，自ら経営改善策を考えるということで，U 社より売上の

増加策が提出された。 

 

	 その計画は少し無理があるのではないかと問いただしたところ， 終的には粉飾をしていた

ことを自ら話されました。その後，コンサルタントの介入により再生をしていこうということ

になり，お客様の同意を得て財務デュー・ディリをしました。（B/K 再生支援部門	 H 氏, 聞き

取り調査による） 

 

	 財務デュー・ディリジェンスの結果は，過去の架空売上により多額の架空売掛金が計上

されていたことをはじめ，様々な財務数値の修正が行われた結果，債務超過となっている

ことが明らかになり，会計データの均質性を欠いていた（Bracker & Pearson, 1986））。粉
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飾を前提にした売上増加策を提示する現状のままでは通常の再生支援は困難なことから，

自助努力で可能な改善を図ってもらうことになった。そこで U 社は公認会計士とコンサル

タンティング契約を結び，自助努力を図りながら 2010年夏頃に第 1次再生計画を策定した。

ここで，公認会計士は会計専門家として，デュー・ディリジェンスを行い U 社の実態把握

を行い，分析者として第 1次再生計画の策定に携わった。 

 

（2）	 第 1次再生計画に対する実行可能性の判断 
 

	 そもそもの U社の窮境要因は，2001年に関連会社の関係で債権放棄を約 4億円弱行って

いることに加えて，景気悪化による売上高の減少に対して，人件費の削減が進まなかった

ことがあげられる。経営者が公認会計士とともに策定した第 1 次再生計画の骨子は次のと

おりである（U社第 1次再生計画書による）。 

 

①	 飲食店向けの商品は高級品としてブランド力があり，高い売上総利益率を獲得していた。

しかし，大手量販店向けは激しい価格競争があり，製造量を確保するための赤字受注があった。

それに対して，量販店向けは粗利が低いため，粗利率が 15％未満の客先に対して値上げ交渉を

行い，値上げ交渉が行えないものは取引を廃止することを決定する。 

②	 売上高拡大については，個人向けの飲食店等に対して例えば，豚肉，鶏肉，牛肉等の食材

を売ることで，仕入販売の増加によって売上を拡大する。また，ブランド力のある高級品とし

て，高い価額で販売できる新たな他地域の顧客を増やす。 

③	 製造量の減少と製造工程の見直しにより製造人員が減少することにより，35 百万円の原価

削減を行う。また，管理部門と営業部門の人員見直しにより，40百万円の原価削減を行う。 

④	 粉飾防止のために執行役員制度を導入し，コンサルタントをいれた月 1 回のモニタリング

報告会の実施するガバナンス体制にする。また，経費の支出に関する予算化と支出の承認を行

い，内部統制を明確化する。 

 

	 上記計画に対して経営者へのヒアリングの結果，次の点に関して経営者から満足のいく

説明がされず，金融機関として数値計画と実行計画の整合性に疑問符がついた（聞き取り

調査による）。 

 

①量販店向けの売上と個人向けの売上の割合を比べると量販店向けの売上が大きいにも関わら

ず，「個人向けだけで利益が出る」としている点で楽観的である。 

②ブランド力があるにも関わらず，なぜ仕入商品の販売をしなければならないのかという点に
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疑問が残る。 

③リストラを中心とする原価削減策の実行力が明確でない。 

 

	 金融機関より改善計画の見直しが勧められる一方で，改善計画に対してモニタリングが

数ヶ月ほど行われたが，計画の見直しは行われず経営改善が進まなかった。資金繰りも悪

化しているが追加融資もできない，過去に粉飾をしていたということもあり，この会社を

破綻させるかどうかの判断をしなければならなくなった。 

 

（3）	 実地検証と浮かび上がる問題点 
 

	 会社の存続を見極めるため，再生支援部門の担当者 H氏がリーダーとなり，2010年の秋

に再生計画における行動計画に対する検証を行うことになった。キックオフミーティング

には T 銀行の再生支援部門の部門長が参加し，会計専門家 I 氏も数日参加した。まず，H

氏は社員からアンケートをとるとともに，工場を見て回っていった。その過程を，再生支

援部門の部門長は次のように述べる。 

 

	 社員のアンケートを取りました。 初にまず，全員で会議をして，一週間のスケジュールを

立てました。例えば，明日は工場の中をくまなく説明してもらって，工場社員のヒアリングの

時間の割り振りまで準備してもらう。3日目は営業部隊に少し時間をもらって，全員にヒアリン

グをする。そういったスケジュールを前もって用意して行いました。その入口は何かと言えば，

全社員に取ったアンケートです。それを集計して， 後に開示までする。その中に会社の色々

な角度からの問題点が書いてある。社長にもこのような意見が出ていますということを開示し

て，実は社長の言っていることと違うことも出てくる。（B/K 再生支援部門	 部門長, 聞き取り

調査による） 

 

	 アンケート結果をふまえて，経営幹部に対するヒアリングが一週間続いた。 

 

	 行かせてもらったときに，金融機関と話をしたことがない人と話をしている。経理や社長と

しかお話をしたことがないのに，工場の中のチーフや営業の普通の担当者と話をしたことが，

その会社でもないですし，金融機関としてもあり得ないことだったと思います。（B/K再生支援

部門	 H氏, 聞き取り調査による） 

 

	 そこで，第 1 次再生計画では経営者の考えを具体化したものであり，現場の問題意識が
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十分に反映されていなかったことが明らかになった。一番の問題は，会社は，商品毎の労

務コストと粗利の把握を行っていたが，それを生かして利益率を用いた価格交渉を出来て

いなかった点である。 

	 営業担当者は個人別の売上高によってインセンティブ報酬を得られることもあり，標準

原価に一定額の利益を上乗せして販売価格とするルールを厳守せず，営業活動を行ってい

た。そして，誰も採算管理を行っていなかった。製造部門も採算度外視の受注であっても，

それを容認していた。 

	 また，工場を見学しても在庫量が多く，非効率的な部分が散見された。さらに，部門毎

に自由に経費を発注しており，経費支払いの決済が行われていないことが明らかになった。 

	 ただし，H 氏が幹部へ聞き取りを行ったところ，会社の方針の伝達が不明瞭であるが，

従業員のやる気について金融機関が考えていたよりも高いことが明らかになった。その状

況について，H氏は次のように説明した。 

 

	 工場部門の責任者やチーフの方にヒアリングをしたところ，営業が受けた注文に対して文句

は言えない。自分たちも何とかしたいと思っているが，受注した仕事については誠心誠意取り

組みたい。同じような商品でもサイズが少し違えば毎回製造工程を変えないといけない。それ

でも営業が頑張って注文を取ってきたのに，それに対して文句は言えない。製造部門としては

仕入価格を必死に抑え，営業部門と一緒に製造コストの見直しをしているとのことでした。･･･

営業の意思決定のままで売られており，そういうことで採算を圧迫していた。製造部門もそれ

を容認しており，営業，製造，事務という 3 つの機能が全然機能していなかったことがよく分

かりました。･･･ただし，製造部門，営業部門をヒアリングする中で，どうしてもこの会社を残

したい，という思いが強くあるのがよく分かりました。（B/K 再生支援部門	 H 氏, 聞き取り調

査による） 

 

（4）	 第 2次計画の概要 
 

	 第 1 次再生計画は経営者によってトップダウンで決定されており，現場の問題が十分に

反映されていないことが大きな問題であると考えられた。そこで，営業，経理，製造，開

発部門の主要メンバーが集まって会議を行って従業員全員で計画を見直すことが金融機関

より提案され，経営者はその考えを受け入れた。ここで，H 氏は，従業員に質問を投げか

け，アイデアを考えてもらう触媒の役割を果たした。 

 

	 会社側の意識が変わらないことも多いでしょうし，先生から出てきた資料に対しても「今の
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現状どうしようもない」ということも非常に多いと思います。それをどのように変えてくのか。

自信を持たせることも大事で，U社が特にそうだったのですが，「ブランド力がある」と言われ

ていたにも関わらず安売り競争に巻き込まれていった会社でした。それに対して「ブランド力

がある」ということを熱心に伝えていくことによって，価格を上げていく交渉をしていって，

安売り競争に巻き込まれず，高価格帯で勝負できるようになりました。ですので，経営者に対

してガンガン物を言うことも大事ですが，自信を持たせることも大事だと思います。（B/K再生

支援部門 H氏, 聞き取り調査による） 

 

	 そして，2010 年 11 月に抜本的な施策が改めて会社によって策定された。第 1 次再生計

画から大きく変更されたのは次の 3点である（U社第 2次再生計画書による）。 

 

①	 量販店得意先のうち，粗利率が 20％を下回る不採算取引先に対して原則として値上げ交渉

を実施する。サイズ変更や，品質変更による実質値上げも含む。ただし，不採算得意先の主要

数社に関しては， 低標準価格以上の受注を原則として，一定額の粗利益を確保して操業度を

維持する。 

②	 量販店の要請に応えて類似する多種の製品を製造することによる製造の非効率性を改善す

るため，年間の粗利益が 400千円未満の品目は原則として廃止して， 

商品数を 180品目から 80品目とし，製造工程の効率化を行う。 

	 結果として，自社製品の売上は 6億から 5億へ減少する。 

③仕入販売の獲得策について，新規エリアの獲得についてはすでに実績の出始めている地域を

中心に行うが，確実に見込まれるもの以外の仕入販売の売上増加を計画には織り込まない。 

 

	 飲食店向けか量販店向けのどちらに力をいれていくのかという議論に対して，飲食店向

けの利益がより多く出ているということで，新規の飲食店を開拓していくことが第 1 次計

画の骨子であった。しかし，飲食店向けの売上を増やすことは不確実性が高いため，本来

の主力事業である量販店向けの事業を重点的に見直して利益を生み出す計画に変更された。

変更された状況について，H氏は次のように振り返った。 

 

	 商品の見直しはタブーとされていました。ただ，会社を残したいということで，修正後の再

生計画の中にはこれまで手の付けられなかった部分に関する提案も出されました。（再生支援部

門	 H氏, 聞き取り調査による） 

 

	 大きく見直された点として，①取引先の取引の撤退基準を単純に粗利率だけで見るので
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はなく，粗利益率が低くても一定の年間粗利額を確保できる取引先を継続することで操業

度の維持を図ることとしたこと，②商品構成の見直しも含めた実質の値上げ交渉を行った

ことがある。また，③品目毎の 低必要粗利益額を定めて商品数の絞り込みを行い，その

結果として量産効果による製造効率化を図ることとし，製造の改善策がより具体的なもの

となった。そして，第 1 次再生計画で増収策とされた仕入商品の販売先を増やしていくこ

とについては，実績の出ているものを除いて会計計画に織り込まれず，実現可能なものに

限定されることになった。 

 

（5）	 継続的なモニタリングと再生の完了 
 

	 2010年 11月に第 2次計画を策定した U社であるが，年末商戦に向けて，商品の製造が

忙しくなるため，1 月以降に改善施策が実行された。月次の報告会では，値上げに関して，

売値実績と粗利実績を出して，どの値段で交渉するかが報告された。モニタリングの進め

方について，会計専門家 I氏は次のように述べた。 

 

	 実際のところで言うと，計画を立てる段階においては，あまりこれを勉強してから話をしま

しょうという話は通じないので，私の中でそういうものを頭に浮かべながら，「こういうときに

はどのように思いますか」という話をしています。それで答えを出すのですが，計画を立てた

ら終わりではなく，その後，金融機関の方とモニタリングというフェーズに入るのですけれど

も，そうなるとある程度書類を作成するというフェーズは終わるので，「会社の業績を良くして

いこう」ということに頭が専念できるわけで，そうなった場合に私がよくやっているのが，経

営層の方に時間も少しできますので，経営に関する関連図書を必ず読んでいただき，それを基

に考える雛形を作っていますので，それを埋めてもらって「どう思いました」「自分の会社で考

えるときに，今までにないような考えは生まれましたか」という話をして，場合によっては「実

際に来年はこのようなことに取り組んでみましょう」という話をさせていただいています。（会

計専門家 I氏, 聞き取り調査による） 

 

	 計画策定とモニタリングにおける議論の重要性について，部門長は次のように述べた。 

 

	 計画は議論をしつくす必要があって，値上げをしますという案であれば本当にできるのか，

どこの取引先で，いくらやるのかということを全部出させて，それをモニタリングで毎月どこ

ができて，どこがまだできていないということを全て報告させる。やると言ったところをやる

というところで OK にせず，やり切るところをしっかりと追いかける。これは実は金融機関の



 104 

力で，プレッシャーをかける力は凄い。これをやらなければ何もしないことということもあり

ます。それは感じます。（B/K再生支援部門	 部門長, 聞き取り調査による） 

 

	 その後の継続的なモニタリングにより，計画の実現性が確かめられ，4月に再生支援融資

の実行が行われた。再生後の経過は，不採算取引先の値上げ交渉に成功し売上を確保しな

がら，計画通りの人員削減が行われ，2011 年の 3 月から 11 月までの実績として営業利益

ベースで，6,000万円程度の営業赤字から 2,000万円超の営業利益へと 8,000万円以上の経

営改善が行われた。H 氏は企業の再生現場に入ったことへの変化について，次のように述

べた。 

 

	 ただ一週間行ったことで会社の危機感が出てきたのではないかと考えています。会社の社長

以外の人の顔を見ることができて，その人たちに今まで会社では常識だと思っていたことは違

うのだなという思いが出てきたのではないかと思います。（B/K 再生支援部門	 H 氏, 聞き取り

調査による） 

 

	 再生支援部門長は，企業再生の経験を総括して，管理会計の導入と利用についてケース

バイケースで対応する必要性について次のように述べ，企業再生の実践においては，柔軟

に対応することが求められることを明らかにする。 

 

	 近デュー・ディリは大事だと思っていますが，それは現状を知ることだけであって，そこ

からは何も生まれない。もっとシンプルに考えないと再生は無理だと考えています。シンプル

というのは，100社あれば 100通り，1,000社あれば 1,000通りで，しかも経営者と会うときに

は教科書は持たない。経営者と話しながら考える。経営者の考えや実態を一つ一つ把握するよ

うに努力しながら，事業の内容や性格等，色々なこと聞き入れて，この経営者の場合はこうし

た方がいいのではないかという感覚で仕事をしていかないといけない。難しいことを一つの教

科書を持って接していったら，きっとできない。（決まったパターンの解決策があるとの考えが

あり，単に管理会計を導入すれば企業業績があると考えるのであれば，）非常に大きな壁がある。

なぜ管理会計を使わないのかということについて答えはない。我々金融機関も全取引先に管理

会計を入れれば良くなるとは全く思っていない。そこの溝はかなり深いと感じています。これ

を導入すれば皆良くなりますというものがあれば，皆導入するはずです。（B/K部門長，聞き取

り調査による） 
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6.4.	 小括 
 

	 本章では，U 社の企業再生計画が，金融機関と会計専門家の支援を得て，具体化される

プロセスを述べた。企業再生計画の策定に先立ち，会計専門家による財務デュー・ディリ

ジェンスと事業デュー・ディリジェンスを実施し，経営者の考えをもとに第 1 次再生計画

の策定が行われた。そこでは，会計専門家は分析者としての役割を果たした。しかし，企

業再生に陥るような経営者の意識は夢想的である場合が多く，第 1 次再生計画は経験的に

成功しない可能性が高い。金融機関としては，全社的に巻き込んで策定された計画であり，

より具体的で実行可能なものを求めており，月次でモニタリングできる体制となることを

期待する。その期待に企業が応えられない場合には，金融機関が直接企業に出向いて指導

を行い，計画策定の支援を行った。そこでは，金融機関が触媒としての役割を果たした。 

	 U 社においては，必要な会計情報はすでに存在し，営業に関する内部統制についてルー

ルは定められているにもかかわらず，会計情報は適切に利用されず，内部統制についての

ルールは遵守されていないことに加えて，そのことが組織内で許容されていたことが問題

であった。しかし，組織全体での実行意欲は高く，会計専門家の分析者としての役割，金

融機関の触媒の役割によって，会社の強みを生かす販売戦略が，企業によって考えられる

に至った。 

	 計画策定担当者の役割のうち，会計専門家は分析者の役割を果たし，金融機関は触媒の

役割を果たしたが，経営計画の骨格については，経営者をはじめとする企業の意見が 重

要視されることが明らかになった。 

	 金融機関は，いい経営計画はこうあるべきというものをもっているが，どういうものか

は企業次第であり，妥当な軸について両者の摺り合わせが行われた。具体的な数値計画と

行動計画が，金融機関から指示されるわけではなく，具体的な作成方法に関する支援が行

われた。組織上の問題が企業内全体で共有化され，企業全体の一体化が生み出されること

になり，企業の幹部を巻き込んで再生計画が修正されて，具体性，実行性のあるものと判

断されるに至った。判断に至るまでには，金融機関と会計専門家が連携をとり，時間をか

けて月次モニタリングが行われた。 

	 会計専門家は，金融機関の期待を理解しており，第三者としての分析者としての役割，

触媒としての役割を担うことが期待されていることを理解している。さらに，会計専門家

は，計画の実現性を高めるために，金融機関が企業に期待する経営者意識を会計専門家と

しても認識しており，認識を金融機関と企業と共有しようとしていることが明らかになっ

た。 
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第 7章	 企業再生におけるセグメント別損益計算の利用 
 
7.1.	 はじめに 
 

	 セグメント別損益計算が行われる理由は，企業規模の拡大に伴い，組織を分割して管理

単位を定め分業体制をとり，プロフィットセンターとして権限と責任を負わせて，管理す

るために行われるものと理解されている（Greiner, 1972）。その重要な目的には，セグメン

ト別に権限と責任を付与し，実績に対して業績評価を行うことがある。また，セグメント

別損益計算の結果が事業撤退の意思決定に用いられることは，教科書レベルでよく知られ

ていることである（櫻井, 2012）。前者の目的については，企業規模の拡大を前提としてい

るが，後者の目的については，必ずしも企業規模の大小を前提とするわけではなく，小規

模企業であれば，経営者の頭の中で考えられているものとして，自明視される機能として

理解されており，経営を行うための基本的な機能といえる（上總, 1989, 101）。 

	 本章では，これらの先行研究の知見に立ち，経営資源の限定された中小企業に対して，

セグメント別損益計算の仕組みを導入するという新しい設定のもとで，セグメント別計算

ががなぜ必要とされ，どのように導入され，ビジネス・エコシステムにおいてどのように

機能するかを，F社の事例を通じて検討する。 

	 本章の構成は次の通りである。第 2 節では，F 社の再生計画の策定プロセスを述べる。

第 3 節では，筆者が参与観察中に立ち会った再生計画策定の完了に関する保証協会と再生

企業のやり取りを述べる。 後に，第 4節で本章を小括する。 

 

7.2.	 F社の再生計画の策定プロセス 
 
（1）	 F社の概要 

 
	 F社は漬物製造，卸売業を営んでいる31。2009年 10月現在の組織構成員は社長，営業 3

名，製造 4名，事務 1名と総勢 9名で年商 200百万円程度の小規模企業である。F社の創

業は大正時代であり，第 2 次世界大戦後に中央卸売市場内において卸売販売を開始した。

その後 1960年代に漬物メーカーとして製造を開始した。当初は調味浅漬を中心に製造して

いたが，後に古漬32を製造しはじめた。現在は，柴漬，刻すぐきを主商品とする。F社は卸

                                            
31 以下の記述は，参与観察データと 4回合計 8時間の聞き取り調査に基づく。 
32 柴漬を古漬というが，工程は塩漬されたものから脱塩して加工・味付けして商品化される。これに
対して浅漬けは，浅漬けのもとが市販されるように工程は長くない。業界としては浅漬けが多いが，
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売販売を行う卸売販売と，漬物メーカーとしての製造販売の 2種類の事業に分かれており，

バリューチェーンは図表 14のように表わされる。卸売販売は兄が担当し，製造販売は弟が

担当していた。 

 
卸売販売 

 

製造販売 

 
図表 14：2008年 10月時点の F社のバリューチェーン（出所：聞き取り調査から筆者作成） 

 

（2）	 窮境要因の分析 

 
	 売上高で 3億円を超えていたが，2003年以降，収益力の低下が著しく，経営状態が悪化

し，2006年度には売上が 20％以上減少し，大幅な赤字を計上した。その後も，経営状況は

好転せず，2007年度も大幅な赤字の計上が見込まれ，資金繰りが悪化し，借入金の返済を

一時停止した。そこで，経営者である兄が責任をとって退任し，2008 年 10 月に製造を担

当していた弟が，金融機関の要請により F社の経営者となった。経営者交代に先駆けて 2008

年 8 月に経営改善計画案の策定が金融機関より要請されていた。新社長は，基本的な施策

を考え，顧問税理士から細かい数値計画の助言を得て，計画策定の原案を作成した。 

これまで製造販売部門で原料調達，製造，そして販売を一手に行っていた新社長は専務と

いう地位には立っていたが，経営に関しては兄に任せており，ほとんど経営に関与してい

なかった。そのなかで実際は赤字になっていることも知らされておらず，金融機関の預金

担当者から経営不振について教えられて初めて状況を知ることとなった。製造販売部門は

黒字になっているはずなので大丈夫であろうと考えていたが，前経営者の時代には，卸売

                                                                                                                                
F社は古漬けをやっており，塩漬けで 1年もたせている。浅漬けは野菜が高いときに買われるが，野
菜の相場に連動するのでリスクがある。 

漬物メーカー	 

F社	 
卸売販売部

門	 

小売業	 

農家	 

F社 
製造販売部

門	 

小売業	 
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販売部門と製造販売部門が分かれて損益計算が行われておらず，実際に製造部門でどれだ

け利益が生み出されているのか把握されていなかった。そのような状況で，新社長は経営

悪化の要因として以下のような分析を行った（F社の計画書より）。 

 
① 卸売部門重視の戦略が時代錯誤であった。 

② 経費削減ができていない。 

③ 在庫管理ができていない。 

④ 卸売部門の拡大のための配送センターを設置したが，卸売部門の不振により過剰在

庫に至る。結果的に配送センターの設置は過大投資であった。 

⑤ 中国原材料の依存により販売不振となった。 

⑥ 経営者の意思が社員に統一されていない。 

 
	 このような問題認識のもとで，新社長による経営改善が開始した。以下では上記問題が

どのように解決されていったのかを述べる。 

 

（3）	 戦略の転換：卸売販売中心から製造販売中心へ 

 
	 卸売販売部門の売上高と製造販売部門の売上高は正確に把握されていなかったが，新社

長が製造販売部門でどれだけ受注していたのかについて把握しており，そこから卸売販売

が全体の 3 分の 2，製造販売が全体の 3 分の 1 程度であると計算した。卸売部門を重視す

る戦略は時代錯誤であり，全体の赤字は卸売販売部門が生み出していると考えて，今後は

卸売販売と製造販売を 50：50のバランスをとるようにして，将来的には卸売販売 3分の 1，

製造販売 3分の 2と，製造販売を中心としていくように方針転換を図ることにした。 

	 従前は，卸売販売を取り仕切っていた前社長が，商品を仕入れ，それを営業担当が販売

していた。その流れが問題と考えた新社長は，購買と在庫管理を営業担当に任せることに

より過剰な在庫を減らすことを目指した。 

 

	 現場の営業の人間が仕入れなさいと。前社長は現場も知らなかった。メーカーの言われると

おりに買っていた。それを売ってこいと言われても無茶がある。利幅も自分で考えてもらうよ

うにした。営業と仕入を分けて，現場を知らないものが仕入れるから在庫が残る。要は卸の商

品は，回転率。そしたら一番簡単な話は発注を請けてから買えば，無駄な在庫は出ない。でも，

持たないといけない在庫もあり，いかに少なくするかは基本的には営業サイドでやらすのが良

いです。（F社	 社長） 
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	 F社では，高収益であるはずの製造販売部門の売上高を伸ばす方針がとられた。卸売販売

よりも製造販売の方が高収益になるのは，原材料から仕入るため，付加価値を高めること

が出来るからである。個々の新製品を作るとき，原価は原材料が 3 分の１，加工費がその

半分とみて，利益は差額で全体の 2分の 1と計算されている33。例えば原価 50円であれば

150円で売ることを考えて，あとの加工費が 25円と考えられて，75円がパソコン上の原価

として入力される。製造販売の基本は利益率 50％を目指すことである。 

 
	  （上記の例でいけば）材料費が 50 円で収まるか収まらないかっていうのはありますよね。

それは製造原価の中で抑えるとこは抑えますよ。でも，基本的には売れるものを作るのが先で

すよね。だから，売れるものを作るときに，必要なものを積み重ねたときにどれくらいか。あ

とはお客さんの顔色ですよね。それでも基本的な工場の材料費の原価が 3 分の 1 であることを

頭にいれておかないと駄目です。場合によっては目標利益率を割るときもありますよ。でも，

場合によってはそれ以上に儲けさせてもらいますからね。（F社	 社長） 

 
	 製造販売の売上を伸ばすために，自社の新製品を増やすことに加えて，おみやげ用の漬

け物の製品設計と製造受託を増やして売上高の安定化を図り，工場の操業度を高めること

が目指された。 

 
	 おみやげの受託生産は，製造供給者が固定されるので仕事は逃げないです。利益率も 40％は

とれる。基本は我々が売りたい製品を作るのではない。流通業者が欲しい商品をつくる。技術

と原材料があればできる。固定の売上を確保して工場メインの仕事をしていこうと。（F 社	 社

長） 

 
（4）	 経営管理のための情報入手と分析 

 
	 新社長は，就任前に経営に関与していなかったが，自ら経営をするために必要と思われ

る情報を入手し，分析を始めることとした。手始めとしてパソコンを 3 台にして会計ソフ

トの整備を行い，売上情報と仕入情報を日々入力し始めた。売上情報は市販の販売管理ソ

                                            
33 実際に，原料費と工場に係る人件費，経費は約 2：1となっている。製品の材料原価は次のように
計算されている。個々の製品のレシピがあり，それに基づいて見積原価が計算される。例えば柴漬け

の場合，1ロット 500kgの製品を作るのにきゅうり，なすがどれだけ必要か，また一回の調味液が
60L必要で，その 60Lに対して添加物がどれだけいるのかが分かっている。原材料のレシピに対し
て，平均的な仕入原価をかけてロット当たりの材料原価が計算される。 
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フトを利用することにした34。 

 
	 まず私は何をしないといけないかというと経理的な部分でどう見るかですよね。数字が分か

らないから。数字を分かろうと思ったら何が一番早いかというと日々のデータを入力してもら

って。打ち出せる形，見やすい形にして，データが見られるものを作ることが一番で，まずそ

れを 初に作った。（F社	 社長） 

 
	 新社長は，会計情報の入力とともに，支払の一覧表と入金の一覧表を作成して資金繰り

を理解した。支払の一覧表は，支払先と支払金額を日別に毎日入力するようにした。入金

の一覧表は締め日で支払い請求書を作成したときに，一覧表に日別の相手先ごとの入金予

定表を入力することにして。それで資金の動きを理解した。 

 
	 素人の私が経理，経営を見たときに一番単純に面白かったのは金の動きと会計は別であると

いうことです。そのことが自分なりに理解できるまで，約３ヶ月かかりました。例えば，売上

が急に上がればお金が足りないとか。運転資金という問題でね。 初は分からなかった。その

感覚も。経営ではお金と，会計のことを別に考えないといけない。売り方とか初歩的なことも

あるけど。財務的なことから言えばまずはそこからです。（F社	 社長） 

 
（5）	 早期の黒字化と一部返済 

 
	 新社長が経営改善を行って，12月までの 3ヶ月で 2,000万円程度の営業利益を計上して，

金融機関に 1,000 万円の返済を行った。就任直後に黒字に転換できたことについて，新社

長は次のように述べた。 
 

	 私のスタートとして，まず銀行にどう信用されるか。それが 10,11,12 月の売上を伸ばして利

益を出すと。漬物屋なら本当に普通でも利益が出る時期ですよ。千枚付けとか季節商材もある

し，お歳暮の時期でもあるし，漬物のおいしい時期で，絶対売れる時期ですよ。その中で，私

が利益を出すほうに変えようとしていった。それから仕入を自分だけでしない事によって過剰

在庫を減らした。そこに新製品を 3つくらい嵌め込んだ。必然的に利益は出ますよ。（F社	 社

長） 

                                            
34 販売管理ソフトと会計ソフトはすでに導入されてはいたが，販売管理ソフトについては使われてい
なかった。また，販売管理ソフトを利用し始めた当初は卸売販売部門と製造販売部門の売上として部

門別としての集計が出来ていなかった。 
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	 課題であった経費削減は，配送センターの売却によって大きく前進した。配送センター

の売却の意思決定は，改善計画の策定時に行われ，2008年 9月には不動産と専売契約を結

んだ。売却が決まったのは 2009年 4月のことであり，それで得た収入を借入金 80百万円

の返済にあてた。配送センターの売却によって卸売販売部門の倉庫は本社だけになり，在

庫を保有するスペースが大幅に縮小された。 

 
	 例えば経費を 50万円落としたいと。その時に配送センターを売るしかないと。借入金を減ら

して，金利の負担を下げて，配送センターに関わる諸経費がなくなりますから。2ヶ所でやって

いる事による無駄。そういうのを計算しました。それをトータルしたときにどうなるか概算し

ました。会社の全体像を考えて配送センターと工場，どっちを残すとなれば，この会社の事を

考えれば，製造したものに対する利益率が高い工場しかない。（F社	 社長） 

 
（6）	 金融機関の再生支援部門の関与とセグメント別損益の把握 

 
	 配送センターの売却が決まる 2009年 4月に，金融機関の再生支援部門が，F社に本格的

に関与することになった。それは，金融機関の支店だけでなく本部も関与して再生案件と

して支援に取組むことを意味する。再生支援部門の担当者は，今後の計画のヒアリングを

行い，必要に応じて助言を行った。将来の損益とキャッシュ・フローを計画するなかで，

大きな問題となったのが，製造原価と卸売原価をどのように分けるかということである。

部門別損益情報が明らかにされていなかったため，製造販売中心でいく方針を裏付ける資

料がなかった。そこで，金融機関は部門別の損益を可能な範囲で分けることを求めた。 

	 当初は，得意先別の売上，売上原価の情報が提出された。しかし，得意先別の売上情報

では得意先によっては，卸売販売も，製造販売もあるので有用な情報にはならなかった。

やはり，卸売販売と製造販売の採算を口頭で説明されるだけでは説得性に欠くので，T銀行

本部の担当者は部門別の採算を把握できるように依頼した。 

	 新社長は当初，金融機関から何を求められているのか，分からなかったという。実際に

売上と仕入を得意先別に分類するだけでは，卸売販売と製造販売の売上，売上原価を算出

することは困難であった。そこで，新社長は商品別に，卸売販売と製造販売に区分するコ

ードを持たせて，部門別に売上・売上原価を集計できる仕組みを作ることを考えた35。 

	 仕入については，①製造販売に使われる原材料，②製造販売に使われる原材料だがその

                                            
35 商品マスターは 2,000種類くらいにのぼるが，常時動いているのは 200～300種類で売上の 70～
80％を占めており，売れ筋商品を優先して作業は進められた。 
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まま卸売販売にもされるもの，③卸売販売される製品の 3 種類に分けられることから，コ

ードを 3 種類に分けて把握することにした。その 3 区分に対応するように，売上について

はコードを 4種類（④－⑦）に分けて把握することにした （図表 15）。 

 

 
図表 15：仕入・売上コード分類（出所：聞き取り調査から筆者作成36） 

 
	 商品のコード分類ができたことにより，販売管理システム上で卸売販売と製造販売の損

益を把握できる土台が整い，図表 15のように，卸売販売と製造販売の損益が計算されるこ

とになった37。売上高は販売管理システムから集計され，仕入高は②を製造販売にかかるも

のと卸売販売にかかるものに分けて集計される。調味料は，製造販売が使うものであるた

め損益計算書の金額が集計される。以上により，卸売販売と製造販売の粗利益が算定され

ることになった。かくして，再生計画の議論は粗利益を中心に行われるようになった38。 

 

 
図表 16：卸売販売と製造販売の部門別損益の把握（出所：聞き取り調査から筆者作成） 
                                            
36 図表 15と図表 16は，聞き取り調査に基づいて筆者が計算の考え方を図表に示して，当事者に内
容を確認して，信憑性（Lukka & Modell, 2010）を高めるようにした。 
37 図表 16においては議論を単純化するため棚卸資産の残高を考慮に入れていないため，仕入高＝売
上原価となる。実際には棚卸資産の残高を考慮されて計算される。また，その後商品コードの取り方

を工夫し，②を製造販売と卸売販売に分けることが出来るようになっている。 
38 F社の場合は，本社の敷地の大部分を工場が占めており，営業経費については営業担当者の人件費
がその大部分を占める。工場経費については，工場にかかる人件費と減価償却費，水道光熱費が大部

分を占める。全社共通費としては事務経費，社長の給与がある。また，粗利益以下の営業経費，工場

経費について部門ごとに分けられるが，部門損益は再生計画の説明や，業績評価に用いられているわ

けではない 
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7.3.	 再生計画の合理性の判定と再生計画策定完了の最終確認 

 
	 2009年の 5月から 1ヶ月ほどかけて，企業再生部門の担当者は毎週のように F社にて再

生計画のヒアリングと助言を行った。また，同時に金融スキームが考えられながら，再生

支援を行えるかどうかの経済合理性が検討された。 

	 新社長は，リーマンショック後の市況の悪さや，インフルエンザの問題等から，売上は

伸びないという前提を立てた。そして，卸売販売と製造販売を 50:50にする目標を立てて，

それぞれの利益率からどの程度の粗利益になるかという計画を金融機関に説明した。 

 
	 銀行でもそうですけど，通常は売上ベースですよね。売上が何割伸びていくという前提があ

って。利益ベースにしないですよね。私は頭から利益ベースでしたよ。だから， 初に出した

計画から売上を下げて 190 百万円のものを出しました。私の場合，売上は下げるけど，心配し

なくても利益は出すからという話をしまして。（F社	 社長） 

 

	 そして，再生計画策定完了にあたって，保証協会より経営者面談が行われた。筆者はそ

の面談に立ち会った。以下は，その面談のやりとりである。 

 

保証協会：本日の趣旨説明ですが，協議の結果，支援が決まったことの報告と，その 終確認と

して社長の意気込みについて語っていただきたい。それと工場見学をさせてください。時

間としては 1 時間程度を想定しています。まず，お勤めになられて何年くらいになります

か。 

社長：勤めて 30年になります。 

保証協会： 近まで営業を？ 

社長：もともとは工場で。設備も入れてやりました。漬物作り自体は小学生の時からやっている。

関東とか地方に売りに行くのに 5 年ほどやりまして。東京ではコンビニでおにぎり用に作

るとか。 

保証協会：製造で得た強みを生かされましたか。 

社長：おにぎりを売るのは簡単。ようは相手が求めるものを作られる技術があるかどうか。漬物

自体は昔からのもので。 近は，塩辛いものから薄味志向になっている。薄味にするため

に塩分を下げる。そうすれば日持ちしない。日持ちさせないといけないと，塩分を 2,3％に

して，酸，アルコールを使うが，バイヤーへの説明に勉強会で得た知識を使っている。私

は材料も種の交配までやった。種から 終製品まで，分かるのが強み。 
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保証協会：経営が苦しかったことについてどのようにお考えですか。 

社長：率直にいうと兄に騙されていた。教えてもらってなかった。大丈夫かと聞いてもそうだと。

お金にタッチしてこなかったので。恥ずかしながら，T 銀行の預金の担当者に教えてもら

った。会社の状況をご存じかと。当事は専務で 2 年前くらいのことで，社長に問い詰め，

給料を下げた。自分は動いていたから大丈夫と思っていた。極端に言うと兄が銀行から借

りられるだけ借りていた。保証人も父と兄がやっており，私は関与していなかった。そん

なところで私に回ってきた。 

	 	 	 兄が利幅の少ないものを仕入れていた。10 月から社長になったが，私が仕入れないこと

にした。販売担当が売りたいものを仕入れなさいと。今は番頭，現場の人間が仕入れるよ

うになりました。前社長は現場も知らない。メーカーの言われるとおりに買っていた。そ

れを売ってこいと言われても無茶がある。キュウリとか工場のものは仕入れるが。利幅も

自分で考えてもらうようにした。 

B/K 支援部課長：メーカーとの関係でやっていて中国から輸入していたが，大きなセンターを

作ったことでどんどん買っていた。見栄もあったのだろう。倉庫にデッドストックが 22百

万円残っていた。 

保証協会：計画で一番重要な点をご説明ください。 

社長：利益をだすのが工場で，卸の商売ではないということ。工場なら材料費は 30%，卸で 75％。

工場の場合，加工費はあるが。仕入商品はどれだけとっても利益率は 30％。従来は製造の

ことを中心に考えていたが，今は経営者の観点から全体の目で見られるし，提携とかを考

えられる。それで私は工場にいることができる。 

B/K支援部課長：問題があったのは，製造原価が出ていなかった。 

社長：前社長が，あえてそうしていたのだと思う。税理士もそのように言っている。 

B/K 支援部課長：実際に原価計算をしたら明らかだった。売上重視から利益重視へ。今の原価

率は 50％くらい。 

社長：50％になってきた。実際卸の場合は安売りもするから，5，10％の場合もあるので，25％

はきる。今は大手スーパーが直接メーカーに買い付けるので，卸は儲けられない。昔から

のお客様との関係があるのでやめられない。おみやげについてＰＢをはじめた。保健所で

固有の契約をしないといけないし，販売者が責任をもつ。この場合は，製造供給者が固定

されるので仕事は逃げないし，利益率は高い。もうメーカーを育てる時代は終わった。う

ちが売りたい製品を作るのではない。流通業者の意見を伺いながら，うちは相手がのぞむ

商品をつくる。技術と原材料があればできる。 

保証協会：強みの一つですか。 

社長：あるスーパーは 5 年くらい 3 品，柴漬 2 種類，すぐきをやっている。メインなので減ら
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ない。固定の売上を確保して工場メインの仕事をしたい。別のところのの古漬の３－４割

はうちがやっている。よそのＰＢでもうちがやっている。既存の売上は伸びないから安定

的な売上をとろうと。中国でやってきたのは原料を安定させたかったから。餃子問題は予

想外だが，逆によかったと考えている。いかにポジティブに考えることで，ストーリーは

いくらでもある。一生懸命やって，上向きにいく。借金を知らなかったことも腹立つこと

ではあるが。現実には社長をしない方が楽だし，他に働くところはある。けれど，社員が

いて御輿をかつがれた。人道的に逃げるわけにはいかない。やるしかない。みんなが楽し

くできる。オープンですから。悪いことをしていないから。いつも事務員と喋りながらや

っている。ダメなところからやっている。報酬を隠すほどもらっていない。社員より低い

のだから。現状から何から喋っている。御輿をかついでもらった以上は。そのかわり儲か

ったときにはもらう。 

保証協会：原材料を国産に移行。一部中国もあるとのことであうが，価格転嫁はできていますか。 

社長：買い付けの仕入先を絞った。今までは自分で買い付けていたが，メインの取引先と売買を

両建てにするようになった。仕入価格を 10円上乗せしてもメリットはある。仕入価格が高

くなれば向こうも売価アップに応じないといけないという関係にある。 

保証協会：季節商品で価格の変動リスクがあるのでは？ 

社長：うちは浅漬けはやらない。40年前にやめた。塩漬けで 1年もたせる。浅漬けは野菜が高

いときに買われるが，野菜の相場に連動するので儲からない。 

	 	 	 急激に再生までこぎつけたのは，短期間でしないといけないという思いがあったのと，セ

ンターが売れたことが大きかった。このような行動力が重要だと思う。センターで置いて

いたものをセンターに集約した。それで在庫が減った。早く売却したのは場所をなくした

かったから。今はスペースを考えながら仕入れなければならない。 

保証協会：製造，技術の承継，後継者をどのように考えていますか。 

社長：製造について 1 人は技術の承継をと思っているが，他社とは発想がちがう。柴漬のメイ

ン工程である調味液についてはメーカーに作ってもらっている。作り方は若手に教えてい

る。承継させる部分と大半を利用する部分がある。添加物もそうで，大手の方が品質保証

は高い。自社より大きいところと付き合いたい。中国工場のメインは別の大手と。息子に

させようとは思っていない。会社は社員のもの。委託じゃなくて，仲間を増やすというの

でやっている。 

	 	 	 売上の安定が第一，駄目なときにどう止めるか。出来ることからやっていけば，経費節減，

工程の簡素化，仕入のところもやって安定化したい。20年よりも早く返したいと思う。社

長になってまずしたことは，会計まわりで，経理，販売，給与をデイリー入力にして誰で

も見られるようにしたこと。T 銀行さんにも毎月取りにきてもらってもよい。潰すのは T
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銀行さん次第。前は他行もあったが，今は T銀行一本にさせてもらっている。 

 

	 再生支援部課長は，面談後の社内で次のように述べた。 

 

	 経営者責任を取ってもらうため，兄と父は引退した。中小の場合に後継者不在で引き続きや

ってもらうことが多いは，一度失敗した経営者は懲りずにまた失敗することが多い。 

	 昔は売上原価１本しかなかった。卸仕入高と原料仕入高が１本で計上されていた。工場でい

くという社長の熱意を裏付ける資料がなかったため，2009年 4月くらいに卸と工場に分けて原

価を把握してもらうように依頼した。社長のほうで別途 Excel シートを用いて原価把握をされ

ていたが，きちんと分けてもらうようになってからは再生が進んだ。 

	 1人であっても管理会計が必要。会計で採算が分からなければならない。 近は中小企業にも

管理会計が入りつつあるが，まだまだである。（B/K再生支援部門課長） 

 

	 企業再生に向けて，損益計画，キャッシュ・フロー計画を作るなかで，過剰在庫であっ

た不良在庫の 22百万円の処分が行われた。また，営業部門と製造部門として組織が明確に

分けられ，卸売販売と製造販売の月次の損益計算が行われるようになった。そして，新社

長が目標とする卸売販売と製造販売が 50:50 になっており， 終損益でも利益が出る状態

が続いていることが確認された。2009 年 8 月末で約 60 百万円の債務超過には陥るが，そ

れは 3 年間で解消される計画が立てられ，一部の借入金について保証協会による保証を得

て長期の返済計画が立てられ，2009年 9月末に F社の再生計画の策定が完了した。その後

の聞き取り調査で，経営者は商品別・顧客別の損益データを分析して，今後の対策に活用

していると述べた。 

 

	 今はすごく楽しいです。入力したデータを使いこなしているので。毎日データを入力して，

売上を商品別や，顧客別で分析して。だからこういう状況になっていると把握できる。利益率

の高いところが延びているとかがすぐに分かる。（F社	 社長） 

 

	 F 社の再生計画の策定について金融機関の再生支援部門の担当者は次のように述べてい

る。 

 
	 我々金融機関からすれば理想的な流れでしたよ。社長の口から売上を下げてとなったから。

普通であれば売上ありきの計画表になります。それを利益からという話だったので，取り組み

やすかったです。（再生支援部門	 担当者） 
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7.4.	 小括 
 

（1）	 F社における再生計画の策定プロセスの要約 
 

	 本章では，通常は事業規模が拡大し複数事業を行うことにより，各事業の業績評価を行

うために導入されるものと考えられているセグメント別損益計算が，企業再生ではどのよ

うな目的で導入され，どのような機能を果たすのかについてF社の事例を用いて検討した。 

	 F社の再生計画の策定と組織変革について時系列に沿って整理したのが，図表 17である。

F社の変化プロセスを，①社長就任後の経営改善，②詳細な再生策定，③再生計画の策定完

了という 3 つのフェーズに分けて，人的面，事業面，管理会計，借入金，再生計画策定関

連，業績面の 6つの観点から整理することができる。 

	 まず，①社長就任後の経営改善フェーズでは，新社長の就任後，製造販売の比率を増や

すという戦略の転換が図られ，配送センターの売却の意思決定が行われ会社の機能が本社

に集約されることとなった。同時に，金融機関からの要請に応じて経営改善書の作成が行

われた。具体的な経営改善としては，在庫量を減らすため卸売販売の仕入を営業担当者が

行うようになり，一方で，経営者は製造販売の新規顧客を獲得した。事業面の整理を行い

ながら，売上と仕入のデイリー入力を開始して，社長は資金繰りの把握を行うようになっ

た。かくして，営業黒字化を果たした F社は，一部の返済を実行した。 

	 次に，②詳細な再生計画策定の段階では，配送センターの売却が決定し，F社は追加の返

済を実行した。そこで，企業再生支援部門が本格的に関与することになり，詳細な再生計

画の策定が行われることになった。そこで問題となったのが，卸売販売と製造販売の部門

別損益が把握されていなかったことである。金融機関は，セグメント別の損益情報を求め，

経営者の試行錯誤により，部門別損益の把握が行われることとなった。 

	 そして，③再生計画の策定完了フェーズでは，過剰在庫が処分され，営業部門と製造部

門の明確化が行われて，部門別損益が機械的に算定されるようになった。そこで，卸売販

売と製造販売の売上比率，損益状況が明らかとなり，再生計画が合理的であると判断され

るいたった。 終的に，保証協会の面談を経て，20年間のリスケジューリングが行われて，

再生計画の策定が完了した。 

 

（2）	 セグメント別損益計算の役割 
 

	 F社においては新社長が就任し，利益率の高い製造販売を中心に据える戦略がとられ，収
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益性の改善を図り，黒字化を図った。再生計画において大きな障害となったのは，経営者

の考えを数値計画として具体的に示すことができず，金融機関を説得しきれなかったこと

である。そこで，セグメント別に損益計算を行うことが金融機関より要請された。経営者

は試行錯誤で商品ごとにコードを分類することにより，卸売販売と製造販売の損益を把握

出来るようになり，これによって再生計画の合理性が確かめられ，企業再生の完了に至っ

た。 

	 金融機関の期待するセグメント別損益に関する規範的な世界は，セグメント別損益に関

するデータが必要であるということである。第 7 章の事例では，会計専門家と金融機関の

担当者は再生計画の策定に関与したものの，セグメント別損益計算の把握の指導をおこな

ったわけではない。むしろ，経営者の自立的な試行錯誤により，管理会計の導入が行われ

た。金融機関は，こういうデータが出てくるべきという必要なデータをもっているが，ど

のようにしてデータを提供するのかは，経営者に委ねられた。 

	 そして，セグメント別損益を把握する過程が，経営者に企業実態を理解させ，経営に関

する自己学習を促進させた。また，セグメント別損益計算を行うことにより，金融機関，

保証協会に対するアカウンタビリティを果たすために重要な役割を果たした。 
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図表 17：F 社再生計画策定の流れ（出所：聞き

取り調査から筆者作成） 
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第８章	 企業再生における管理会計による組織変化への働きかけ 
 

	 第 1 章で述べたように，本研究の研究課題は，地域経済というビジネス・エコシステム

における，組織間の相互作用が行われるなかで，キー・ストーンたる金融機関が期待する

規範世界と現実世界との乖離を克服するために管理会計はどのような役割を果たすのか，

ということであった。本研究のキーワードである地域経済というビジネス・エコシステム

では，金融機関，企業，会計専門家はそれぞれの存続のために相互依存しあう関係にある。

本研究で明らかになった知見を検討する前に，その関係についてもう一度確認しておく。 

	 まず，低成長下時代において，厳しい競争環境のなかで，業績が悪化した企業は倒産の

危機を迎えるが，間接金融による資金調達を基本とする中小企業の場合にに単独で経営改

善を図っていくことが難しい。衰退産業に属するすべての企業の倒産回避は不可能であっ

ても，優れた技術，優れた製品，優れたサービスがあるにもかかわらず，経営管理能力に

欠く場合には，企業存続の可能性が残る。企業存続のための企業再生計画の策定という重

要なプロセスを企業内で全て行うことができないため，外部の金融機関の支援や，会計専

門家の支援が必要となる。 

	 次に，地域金融機関において貸出先を維持するためには，顧客を維持していかなければ

ならない。T銀行における「雨の日に傘を差し出す」戦略的な課題のうち，重要なテーマが

企業再生支援となった。この戦略的な課題に取り組むにあたっては，貸出先の状況をよく

知り，経営上の適切な助言を行い，時には，経営者の将来願望を現実的なものに導き，ま

た，場合によっては経営者に実行意欲を喚起していかなければならない。より複雑な場合

には，会計専門家の力を借りていかなければならない。貸し出しにあたっての投資意思決

定は，顧客が作成した再生計画に基づき，意思決定の事後モニタリングは，顧客の決算書

に基づくため，その情報の信頼性が決定的に重要となるように，金融機関の意思決定情報

の有用性は外部に依存している。 

	 また，税理士をはじめとする地域に根ざした会計専門家は，中小企業や個人事業主を顧

客として，決算処理や税務申告を行うビジネスを展開してきたが，会計専門家は増加する

一方で，企業数が減少して，非常に厳しい競争環境におかれている。そこで，会計専門家

に求められる業務としては，税務会計，財務会計だけでなく，企業の実態把握や計画策定

の支援業務を行う管理会計にも重点が置かれるようになってきた。企業の支援は，自ら進

んで行うだけでなく，企業や金融機関の要請によることが多く，会計専門家の事業機会は，

外部環境にその多くを依存している。 

	 このように，本研究では地域経済について，金融機関をキー・ストーンとし，企業や個々

のプレイヤーがそれぞれ相互依存して共存しているというビジネス・エコシステムとして
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捉えることにより，個々のMCSの動的な変化を捉え，企業再生を信頼再構築として位置づ

けようと試みた。 

	 本章では，第 4 章から第 7 章までの具体的な事例から得られる理論的な知見と，今後の

研究課題を述べる。次節では，企業再生を信頼構築の再生プロセスと捉え，エスノグラフ

ィックな定性的研究に基づいて得られた詳細なプロセスにより，獲得された知見が信頼構

築にどのような影響を果たすのかについて検討する。第 2 節では，ビジネス・エコシステ

ムの観点から企業再生プロセスを捉えることにより，MCSをより動的に捉えられるのかに

ついて検討する。具体的には，第 5 章でみた経営者の意識改革，第 6 章でみた再生計画の

策定，第 7 章でみたセグメント別損益計算の導入が，ビジネス・エコシステムの相互作用

においてどのように行われるのかについて分析し，金融機関がキー・ストーンとして期待

する規範世界と実際の現実世界の乖離がどのように克服されるのかについて検討する。

後に第 3節では，本研究の貢献と今後の研究課題を整理する。 

 

8.1.	 信頼の再構築としての企業再生 
 

	 本研究では，企業再生を信頼再構築のプロセスとしての位置づけを目指した。先行研究

では，信頼構築，信頼維持，信頼崩壊に関する知見が蓄積され，会計情報はそれぞれに影

響を与えることが明らかにされてきた。かかる理解のもと，信頼関係が失われた状況では，

取引関係は継続されないものと想定されているが，取引関係が継続されて，信頼関係が再

構築されるのかということについては，これまで十分に理解されてこなかった。 

	 本研究では，3つの種類の信頼概念を用いて，企業再生を通じて下記の信頼再構築プロセ

スを提示した。①企業が借入金の返済を出来ず，金融機関から企業に対する 3 つの信頼が

失われる。②キャッシュ・フローの生成可能性の判断により，金融機関による企業に対す

る潜在的な能力に対する信頼が構築される。③正直な会計報告により金融機関による企業

に対する約束遵守の信頼が構築され，企業からのメインバンクとしての金融機関に対する

善意の信頼が期待される。④金融機関のイニシアティブにより再生計画の策定が開始され，

企業からのメインバンクとしての金融機関に対する善意の信頼が構築される。また，企業

による自発的な改善努力が認められることにより，金融機関による企業に対する善意によ

る信頼が明らかにされる。⑤継続的なモニタリング活動を通じて，月次の予測能力と実行

能力があるものと判断されれば，顕在的な能力に対する信頼が構築される。⑥金融機関と

企業による双方の信頼が再構築され，企業再生計画が承認され，金融機関は企業に対する

融資の継続が可能となり，企業は長期計画の策定を果たして，事業の存続が可能となる。 

	 Sako（1992）の調査によれば，日本企業のような相互依存の関係が重要視される場合に
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は，約束遵守の信頼，能力に対する信頼，善意による信頼の 3種類が同時に存在する。3種

類の信頼は，それぞれ内的関係をもち，相互に強化する関係にあり，特に善意による信頼

は他の 2種類の信頼が存在する場合にのみ維持される（Sako, 1992, 242）。また，善意によ

る信頼は，能力に対する信頼を達成するための高頻度かつ高密度のコミュニケーションに

よって取引先を選択することによって形成される（Sako, 1992 244-245）副産物である。

この議論に従えば仮に，約束遵守の信頼や能力に対する信頼が失われれば，善意による信

頼の維持は困難になる。 

	 しかし，第 4 章でみた B 社の事例では，顕在的な能力に対する信頼が失われたことによ

り，一度は善意による信頼が失われ，信頼関係が失われるが，将来の潜在的な能力に対す

る信頼をきっかけとして，再生計画の策定に向けた企業の実態把握が行われ，善意による

信頼の構築が目指されることが明らかになった。 

	 潜在的な能力に対する信頼と約束遵守の信頼が形成されれば，企業からの再生支援の期

待に答える形で金融機関のイニシアティブに基づき再生計画の策定に進む。T銀行の善意に

よる信頼を築こうという意図は，リレーションシップ・バンキング戦略と関連するが，過

去からの長い付き合いの中で培われてきた関係から，容易に企業を倒産させるわけにはい

かず，可能な限りの支援を行おうという金融機関の心がけが前提としてある。 

	 T銀行の善意による信頼を築こうという意図はあるにせよ， 初からそれが存在するわけ

ではなく，潜在的な能力に対する信頼と約束遵守の信頼が形成されて，企業による善意に

よる信頼が構築されて，再生計画の策定にいたる。その中で，企業の自発的な努力が明ら

かになることで，金融機関による企業に対する善意による信頼が構築される。そして，継

続的なモニタリング活動を通じて顕在的な能力に対する信頼が構築されていく。 

	 このように，潜在的な能力に対する信頼を起点にして，正直な会計報告を通じた約束遵

守の信頼の形成を経て，再生計画の策定サービスの支援と企業の自助努力により善意によ

る信頼が構築される。 後に顕在的な能力に対する信頼が形成され，金融機関と顧客の信

頼関係が再構築された。企業再生のように，現状の顕在的な能力を評価しにくい場合には，

時間をかけながら能力に対する信頼が形成されるが，顕在的な能力に対する信頼が構築さ

れる以前に，善意による信頼が構築されることが本事例から明らかとなった。 

	 能力不足により納期が遵守されない場合に，短期に改善されると信じられる場合には，

技術指導を行いサプライヤーに再度チャンスが与えられる可能性は従来から指摘されてい

た（酒向, 1998）。しかし，本研究では，時間をかけた長期的な改善が必要と考えられる場

合においても再度のチャンスが与えられることを明らかにした。 

	 また，酒向（1998）が考察するように，元来メーカーが能力を有しないサプライヤーを

育成しなければならなかったという日本の高度経済成長期におけるプロセスと類似してい
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る。これに対して，本研究では，能力に対する信頼を潜在的な能力に対する信頼と顕在的

な能力に対する信頼の二つに区分して議論を行うことにより，顕在的な能力に対する信頼

の構築の前提として，潜在的な能力に対する信頼が存在することを明らかにし，信頼構築

のプロセスをより詳細に理解できることを主張する。 

	 次に，第 5 章から第 7 章で導き出された知見が，信頼関係の再構築にどのような影響を

与えたのかについて検討を行う。 

	 第 5 章では，E 社の事例を通じて，金融機関の求める現実的な将来願望と高い実行意欲

の水準が明らかになり，金融機関の期待水準に達していることで，経営者の資質が確かめ

られた。現実的な将来願望と高い実行意欲は，企業再生プロセスのどの場面かを問わず再

生支援の部門長より面談のたびに繰り返し強調される。この期待水準を超えるというのは，

低限の約束が果たせるということを示すものであり，これにより約束遵守の信頼の強化

に影響を与えた。E 社の場合は，経営改善を行うなかで顕在的な能力に対する信頼が構築

され，経営意識の目標水準を超えることにより経営者の資質が確認されることにより，

終的に T銀行からの善意による信頼があることが確認された。 

	 第 6章では，金融機関は U社の経営者の将来願望を現実的に誘導するだけでなく，U社

の現場の考えも加味して，金融機関の求める水準に達する事業計画を策定することを求め

た。この期待水準は量的に示されたり，具体的に示されるものではないが，金融機関とし

ての期待水準がある。この期待水準を超えることにより， 低限の約束が果たせるという

ことにより，約束遵守の信頼の強化に影響した。また，U 社の経営者だけでなく，組織と

しての資質が確かめられることにより，金融機関による企業に対する善意による信頼がよ

り強化された。 

	 また，モニタリングシステムやセグメント別計算といった管理会計システムが顕在的な

能力に対する信頼の構築を進めた。U 社の企業再生計画の実行をモニタリングできるよう

に月次でモニタリングできる体制となることを求めた。そのモニタリング活動ができるこ

とにより，能力に対する信頼の構築につながった。第 7 章では，金融機関は経営者にセグ

メント別の損益計算を求めた。経営者は試行錯誤で商品ごとにコードを分類することによ

り，卸売販売と製造販売の損益を把握出来るようになり，これによって再生計画の合理性

が確かめられ，企業再生の完了に至った。セグメント別損益計算を外部に示せることによ

り，金融機関による企業に対する顕在的な能力に対する信頼構築につながった。 

 

8.2.	 ビジネス・エコシステムと動的な MCS 
 

	 前節では，企業再生を信頼構築プロセスと位置づけ，議論を進めてきた。本研究の調査
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で得られたデータの特性として，ビジネス・エコシステムにおける企業間の相互作用を捉

えという点がある。次にこのデータ特性から得られた知見，すなわちビジネス・エコシス

テムにおける相互作用により，組織のMCSがどのように変化するのかということについて，

議論を展開する。 

	 一般のMCS議論では企業単独を中心にMCSの構築を考えるものであり，外部環境につ

いては，MCSに影響を与える要因とはみても，自社と外部環境との相互作用を考慮しない。

その相互作用まで考慮しようというのが，組織間管理会計論である。組織間管理会計論で

は，バイヤー・サプライヤー関係を中心とする 2者間の関係を対象としており，ビジネス・

エコシステムのようにネットワークからみた議論については，これまで十分に行われてこ

なかった。そこで，本研究では，ビジネス・エコシステムからの観点から，プレイヤーの

相互作用に着目して，MCSをより動的に捉えようとした。そして，金融機関の期待する規

範世界と企業の現実世界が異なる場合に，どのようにして現実世界を規範世界に近づける

のかそのプロセスを述べた。以下では，第 5 章から第 7 章の事例で得られた知見を検討し

て，より動的にMCSを理解できるということを示す。 

 

（1）	 会計を通じた経営者意識の改革 
 

	 規範的な研究による経営者意識は，平均以上のものがあるものと想定されている

（Mintzberg, 1994; Anthony, 1965）。第 5章では積極的すぎる将来願望を有する A社と，

十分な実行意欲を有さない D 社を取り上げ，金融機関の期待と現実の経営者との乖離がい

かに克服されようとしているのかについて述べた。企業再生が必要な場合に金融機関が期

待したのは，現状の損益見込から改善案が盛り込まれて作成された現実的な再生計画であ

った。また，策定された再生計画を達成するためには，高い実行意欲を経営者に求める。 

	 金融機関の期待する経営者意識に関する規範的な世界は明確であり，A 社では会計数値

を使ったコミュニケーションを通じて将来願望を現実的なものに誘導し，D 社では行動計

画の確認を通じて実行意欲を高めてもらうように導いた。 

	 金融機関は明確な目標水準の達成に向けて，経営者の意識改革を行って両者の目線を合

わせるように，実現に向けての努力を行った。 

	 第 5 章でみた A 社の事例で明らかになったことは，将来願望が積極的であるか悲観的で

あるかは，主に再生計画における会計計画に基づいて，実際の再生計画の策定方法が質問

されて確かめられた。金融機関は，再生企業の現状の売上高をベースにして，経済状況を

勘案したうえで，利益を生み出す体制をとれるようにしてもらいたいと考える。これに対

して，夢想的な経営者は高い計画を提出することの方が望ましいと考える。金融機関はこ
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の経営者の誤解を解くとともに，経営者がその認識を改め，現実的な将来願望に基づいて

利益を生み出すように計画の策定を行い，金融機関と経営者の目線を合わせるように誘導

を行った。通常の企業の計画設定は，経営者の将来願望から経営計画が表現されるが（上

總, 1993），企業再生においては，経営者の将来願望から経営計画が表現されたのちに，経

営計画，特に会計計画の確認と説得を通じて経営者の将来願望の修正が行われている39。 

	 これは，中小企業が経営に行き詰まる場合に，金融機関が経営者の上位に立ち，共通言

語であり，説得性のある会計計画を利用していることによるものであると考えられる。第 6

章で述べた具体的な実行計画と同様に，金融機関は現実的な将来願望を期待するように明

確ではあるが，その具体化は経営者に委ねられている。 

	 続いて，D 社の事例で明らかになったことは，実行意欲の有無については，主に再生計

画のうち行動計画に基づいて，実際の行動が質問されて確かめられた。金融機関は，追加

の受注を獲得するための考えと，行動について，経営者に提出させた計画書に基づいて判

断することにより，積極的な実行意欲があることを確かめたいと考える。これに対して，

経営者は金融機関を納得させられるような行動計画を示すことができず，十分な事業意欲

を示せなかった。そこで，金融機関は，経営者に積極的な営業活動を行わせることにより，

経営者の実行意欲を喚起しようと試みた。金融機関は高い実行意欲を期待しており，その

具体化は経営者に委ねられている。ただし，その具体化にあたって，例えば営業活動につ

いては，既存顧客を回るような手段については指示を与えた。 

	 今回の事例では，現実的な将来願望の誘導は，会計数値目標の設定を通じて行われ，高

い実行意欲への喚起は，行動計画の設定を通じて行われた。将来願望の誘導と，実行意欲

の喚起のパターンには，様々な組み合わせがあるものと想定され，今後のさらなる検討を

要する。 

	 公式的な計画は，意図の伝達やアイデアを吸い上げるものとして，コミュニケーション・

プロセスにも役立つ（Simons, 1990; Chenhall & Morris, 1995; Chapman, 1998）。対話は，

会計情報を伝達し，一方で現場からアイデアを引き出すために用いられるといわれる。現

実には，会計情報を伝達したところでそれが，適切に伝わるとは限らない。また，それが

どう伝わって，どのように理解されるのかは，観察が非常に難しい。うまくいく場合もあ

るだろうが，うまくいかない場合もありえる。うまくいく場合にはどのようにやっている

のか。これは，参与観察によらなければなかなか実証することは難しい。本事例では，会

計情報や行動計画にもとづく対話により，経営者の将来願望や実行意欲といった経営者意

                                            
39 会計計画を通じてのみ，経営者の将来構想が修正されているというわけではなく，会計計画の確認
を通じて経営者の将来構想の修正が試みられており，この確認と説得が非常に重要であるということ

である。 
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識にまで影響を及ぼすことが明らかになった。MCSを考える場合に，経営者意識といった

ものは，所与のものとされてきたが，ビジネス・エコシステムにおける動的な状況におい

ては，経営者意識まで可変なものとして捉えうる。 

 

（2）	 計画策定支援能力の相互補完性と計画策定主体としての経営者 
 

	 戦略計画の策定を担当するのは，元来は経営者であり（Anthony，1965），大企業におい

ては，戦略計画の策定と実行における情報提供が，CFO，コントローラーを中心とする管

理会計担当者によって行われる（Baxter & Chua, 2008）。しかし，中小企業の場合は経営

者の能力および管理会計担当者の能力に限界があり（Merchant & Ferreira, 1985; Marriott 

& Marriott, 2000），中小企業と銀行との二人三脚により経営が行われることは知られてい

る。では，企業再生計画策定については誰がどのような役割を果たすのか。 

	 第 6章における U社の事例から明らかになったように，金融機関の期待する企業再生計

画に関する規範的な世界は具体的に示されているわけではなく，金融機関にとって許容可

能な水準があり，それを満たすかどうかで，良否が判断される。つまり，具体的な数値計

画と行動計画が，金融機関から提示されるわけではなく，具体的な作成方法に関して会計

専門家との連携が取られながら支援された。金融機関は，いい経営計画はこうあるべきと

いうものをもっているが，どういうものかは企業次第であり，妥当な軸について両者の摺

り合わせを行うようにした。 

	 会計専門家は上記の金融機関による会計専門家に対する期待を理解した上で，財務デュ

ー・ディリジェンスと事業デュー・ディリジェンスを実施し，経営者の考えをもとに第 1

次再生計画の策定を支援する分析者としての役割を果たした。 

	 しかし，企業再生に陥るような経営者の意識は夢想的である場合が多々あり，第 1 次再

生計画は経験的に成功しない可能性が高い。第 6章の U社の事例では金融機関が，現場の

実地調査を行い，全社的に巻き込んだ計画作成方法の提供を行う触媒としての役割を果た

した。 

	 その結果，企業内部の対話が促進されて，組織の一体化が生み出されることになった。

経営者の考えに基づいて策定された企業再生計画では，具体性，実行性に欠けるものと判

断され，企業の幹部を巻き込んで策定されるようになり，具体性，実行性のある計画が企

業のなかで考え出された。企業再生計画が合理的であるとの判断に至るまで，時間をかけ

て月次モニタリングが行われた。 

	 本事例では，金融機関と会計専門家のいずれも戦略の発見者としての役割を果たしたわ

けではない。Mintzberg（1994）は，3つの役割の重要性を指摘したが，本事例で戦略の発
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見者としての役割が見受けられなかった理由の一因は，U 社においては，トップダウンで

第 1 次再生計画が策定されており，現場の問題に対して現場が対処出来る自由度が高くな

かったことにあると考える。ただし，金融機関による触媒の役割を通じて，一次計画で示

された新規開拓といった増収策から，撤退基準の見直し，実質の値上げ交渉の遂行，商品

アイテム数の絞り込みを行う既存商品への重点シフトという方向性を見いだしたという点

で，U社では新しいアイデアを生み出したといえる。 

	 このように，会計専門家が外部の専門家として経営者のよき分析者となり，金融機関が

組織内の本音を引き出して，組織の潜在的な問題を抽出する触媒として，両者が連携を取

りながら相互に補完していくことが外部者の役割の 1 つの特徴であることが明らかとなっ

た。 

	 次に，戦略計画を具体的に実行可能性の高いものとできるのかについて，すでに議論を

行った計画策定担当者の役割以外の要素を検討する。戦略計画が失敗する要因として第 2

章で整理したように，①計画数値と実行計画が不整合であること，②研究方法上で文脈的

な影響を無視していること，③不適格な測定技術に基づくことの3種類がある（Pearce et al., 

1987）。 

	 ①計画数値と実行計画の不整合性については，第 1 次再生計画は経営者の考えをもとに

策定されており，計画数値と実行計画の整合性がとられていなかったが，外部からの計画

策定支援を受け，従業員も含めて策定された第 2 次再生計画により，計画数値と行動計画

の整合性がとられることになった。 

	 ②本事例における留意すべき文脈上の問題としては，会社内にルールがあるにもかかわ

らず，当該ルールが遵守されないガバナンスの問題があり，それによって企業内の問題を

組織内で解決に導くことを困難にしていたが，外部からの助言を受けて，ガバナンス構造

を見直すことで対応を図った。 

	 ③不適格な測定技術に関しては，本事例で観察されたことは，U 社が粉飾決算を行って

おり，会計データの均質性を欠いており，適切に現状把握がなされておらず，したがって，

経営改善計画の開始に時間がかかった。この点については，Bracker & Pearson（1986）

でも観察された通りである。しかし，管理会計データの入手については，原価データは入

手されていたが，それが価格交渉に活用されず，組織上の問題が明確になっていなかった。

この点から，中小企業では利用出来るデータがないという問題（Bracker & Pearson, 1986; 

Marriott & Marriott, 2000）以外にも，本事例のように利用出来る会計情報があってもう

まく活用されておらず，外部による触媒の役割を通じて会計情報が適切に利用されるよう

になる可能性が示された。 

	 後に，金融機関が会計専門家の役割を担える可能性について検討したい。再生企業の
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事業規模が大きい，専門知識の必要な業種であるからという理由で，会計専門家に依頼さ

れることが多い。では，金融機関が専門能力を蓄積すれば会計専門家に依頼する必要がな

くなるのか。金融機関独自で企業再生を完了出来る場合も当然に想定される。本研究で明

らかになったことは，会計専門家と連携をとることで，よりスムーズに企業再生プロセス

が進展するものと考える。会計専門家は，外部の客観的な立場から代理する立場であるこ

とが，金融機関と決定的に異なる点である。経営者からすれば， 初から取引関係のある

金融機関から直接の支援を得るのではなく，金融機関からの紹介であったとしても，会計

専門家によるセカンド・オピニオンを得たいと考えている。 

	 また，金融機関や会計専門家が計画策定の主体となるのではなく，経営者が計画策定の

主体であるべきと金融機関と会計専門から期待されており，それが企業再生の成功確率を

高めるための重要な要素と認識されていることが明らかとなった。企業外の金融機関や会

計専門家が実抜計画を策定して，企業に提出した方が，時間的にも手間がかからず，ある

べきものが作成されそうだが，実際にはそうされない。あくまでも，企業が何をするのか

を決定することが 重視されていることが，本研究で明らかとなった。 

	 企業再生計画の策定においては，金融機関と企業に加えて，会計専門家の相互作用を通

じて，より具体的で実行可能性の高いものとなることから，それぞれを単独に見るのでは

なく，ビジネス・エコシステムとして捉えることにより，MCSを動的に理解できるものと

なる。 

 

（3）	 セグメント別損益の策定と経営者による学習 

 

	 セグメント別損益計算が行われる理由は，企業規模の拡大に伴う分業体制をとるなかで

の業績管理を行うため，また，セグメント別損益計算の結果を用いて事業撤退の意思決定

に用いるためであると考えられてきた。企業再生においては，セグメント別損益計算はど

のような理由で導入され，どのような機能を果たすのかということについて，第 7章では F

社の事例を用いて検討した。 

	 第 7 章の事例では，セグメント別の損益情報が金融機関より要請された。経営者は試行

錯誤で商品ごとにコードを分類することにより，卸売販売と製造販売の損益を把握出来る

ようになり，これによって再生計画の合理性が確かめられ，企業再生の完了に至った。こ

れは先行研究で指摘されているとおり，ベンチャーキャピタルから標準的な資料の提出が

要請されることに対応する（例えば，Mithchell & Reid, 2000; Silvola, 2008）。ところが，

この事例で明らかになったことは，必要な資料に対して，どのようなプロセスで資料を提

供するのかについてである。 
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	 金融機関は，こういうデータが出てくるべきという必要なデータをもっているが，どの

ようにしてデータを提供するのかは，経営者に委ねられた。F社では，会計専門家と金融機

関の担当者は再生計画の策定に関与したものの，セグメント別損益計算の把握の詳細な指

導をおこなったわけではなく，経営者の試行錯誤により，策定された。 

	 セグメント別の損益計算を策定するプロセスを通じて，経営者は経営実態を確認するこ

とが出来た。さらに，経営者の試行錯誤が経営者の学習プロセスを進め，その後の組織変

革に影響を及ぼすことにつながった。これは，いわば会計情報の入手過程を通じた経営者

による自己学習の促進機能が発揮されたものといえ，管理会計システムの変化が組織の構

成要素の変化に影響をもたらした（Cassisa et al., 2005）。 

	 また，経営者の頭の中にある考えを外部の利害関係者に明示してアカウンタビリティを

果たせた。これにより，金融機関は，企業再生計画の承認を行うことが，でき F 社に対す

る取引を継続して，F社の債務者区分を引き上げることに成功し，保証協会も保証の意思決

定を行うことが可能となった。 

	 F 社の場合は，卸売販売と製造販売という 2 事業があるため，本来はセグメント別の損

益が把握させていたしても不思議ではない。ただし，例えば Greiner（1972）がいうとこ

ろの自立性の危機が生じることが，10 名程度の組織では想定されていない。したがって，

非常に小規模であっても，セグメント別損益を把握することが企業再生のような組織の危

機へ対応する 1つの手段となりうることは，非常に示唆の多いことであると考える。10名

程度の組織であれば，経営者の頭の中で損益計算を行い，資金繰りを考えることも可能で

あるかもしれない。しかし，小規模であっても，今回のように経営者が変更し事業承継を

行う場合や，従業員を教育して権限を付与する場合には，会計情報を通じて計数管理でき

るようにすることが，事業承継に有効に寄与すると思われる。 

	 また，小規模企業にセグメント別損益計算が導入されたことは，Sandino（2007）と同

様の結果を示す。彼女の研究では業種によれば，小規模企業であっても基本的なMCSを有

していることが示されたが，本研究では，業種にかかわらず，上記の危機的状況において，

基本的なMCSが求められることが明らかになった。 

	 さらに，セグメント別損益の計算が分権化された組織の業績評価のためだけに行われる

のではなく，セグメント別の採算を知り，事業の方向性を決定し，対外的に説明するもの

として利用出来るものとして，企業の規模を問わず，再生計画の策定において重要である

ことを示唆した。当該プロセスを通じて，経営者の自己学習を促進することが観察された。

本事例は，経営者が試行錯誤しながら会計を理解していくなかで，会計情報の利用を通じ

て，組織の変革を行うことを示すものである。 
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（4）	 規範世界と現実世界の相互作用 

 

	 金融機関がこうあるべきと考える規範世界と，現実世界との差異をどのように克服する

のかについて，信頼関係，経営者意識，再生計画の策定，セグメント別計算の要求に関す

る整理から，明らかとなったのは次の点である。 

	 第 1 に，規範世界において識別される対象が複数あり，その目標と達成方法には複数の

パターンが存在することが明らかになった。ビジネス・エコシステムにおけるプレイヤー

による実現するための努力に，それぞれ独自性がみられる。信頼関係や，経営者意識は，

具体的にどうあるべきかというものが，金融機関より明確に示されており，その明確な目

標に向けて，経営者は誘導された。具体的な再生計画の中身については，金融機関や会計

専門家から指示されるわけではなく，あくまでも経営者を中心とする企業の決定に任され

た。また，セグメント別計算についても，金融機関から必要な情報に関して要求されたが，

具体的な作成方法は経営者の試行錯誤に委ねられた。 

	 第 2 に，規範世界と現実世界に相互作用がみられるということである。そもそも戦略計

画の策定は，企業にとってのコア業務のように思われるが，企業再生においては，他社が

その領域に関与する。金融機関がこうあるべきと考える規範世界は，教科書で述べられる

ようなエクセレントカンパニーの実践のような 適解となっているわけではないが，経営

に失敗した企業再生の平均的な経営管理レベルよりも高いものとなっており，現実世界が

ある程度入っていることである。それは，経済状況や経営者の状況が勘案されたものであ

り，経営者のレベルが高まれば，金融機関の認識も変わり，金融機関の規範世界のレベル

が高まるものと思われ，規範世界と現実世界には相互作用がみられる。 

	 第 3 に，澤邉（2005）が対象として政治プロセスにおいては，権力関係によるゼロサム

ゲームであるが，本研究のような社会経済プロセスにおいては，力関係は無視できないが，

支配従属関係にはなく，Win-Win の関係をめざしたものであることが明らかになった。現

状よりは厳しいが実現可能なレベルの目標を掲げ，高い実行意欲を持つべきであるという

ことを，金融機関と会計専門家が共有し，その実現に向けて経営者を誘導していき，全体

での目的の共有化を目指した。ビジネス・エコシステムにおけるプレイヤー間の相互作用

を通じた実現するための努力により，それぞれの利益となることが目指された。 

 

8.3.	 本研究の貢献と今後の課題 

 
	 本論文は，企業再生を信頼の再構築プロセスとして捉え，その再生プロセスにおける管

理会計の役割を，ビジネス・エコシステムの観点から検討しようとした。 
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	 高度経済成長期を経て，バブル経済の崩壊を経験し，大きな経済成長が見込まれない今

後の日本経済において，健全な競争条件のもとで企業再生を実施することにより倒産件数

を減少させ，中小企業をいかに存続させていくのかというのが喫緊の課題となっている。 

	 企業再生で策定される実現可能性の高い抜本的な経営再建計画や合理的かつ実現可能性

の高い経営改善計画は，会計計画と事業計画からなる戦略計画にほかならない。中小企業

再生支援協議会による調査により，再生企業の過半数において管理会計手法が導入されて

いることが明らかとなったが，その実態についてはこれまで詳らかにされていない。 

	 そこで，本研究では T 銀行を中心とする中小企業の再生現場に焦点を当てた参与観察を

中心とする長期的なフィールドワークによる経験的研究を行った。本研究の貢献は以下の 2

点にある。 

	 第１に，研究方法上の特徴から得られる貢献として，実態調査が容易でない金融機関と

企業間のコミュニケーションが行われる企業再生の現場に立ち会い，再生計画の策定に関

する詳細なフィールドデータを入手した。その分析の結果，組織の危機への対応を詳細に

理解し，企業再生プロセスを信頼の再構築プロセスとして位置づけた。 

	 企業再生は組織間の連携によって行われるため，ネットワーク間における信頼関係が非

常に重要になる。企業再生プロセスは，信頼関係の再構築をめざした経営計画の策定であ

る。短期的には，計画策定プロセスにおいて，経営者の意識改革を行い，全社的な活動に

結びつけ，潜在的な能力をいかに顕在化するのかが非常に重要であった。それは，単独の

企業だけで成し遂げられるわけではなく，金融機関，会計専門家も関与する相互作用プロ

セスのもとで行われた。長期的な観点からすれば，経営者が会計プロセスを通じて，経営

に関する学習を行い，経営能力を高めて，顕在的な能力をいかに持続させるかが非常に重

要となってくる。 

	 第 2に，企業再生を一企業内部におけるMCSの変化だけでなく，金融機関および外部の

会計専門家と企業間の相互作用を通じたビジネス・エコシステムから捉えることにより，

それぞれのMCSの動的な変化プロセスを捉えうることを明らかにしたことである。つまり，

MCSを一企業で完結するものとしてではなく，組織間の連携もふまえた，ビジネス・エコ

システムとして統治メカニズムを捉えることにより，中小企業とそれを支援する地域金融

機関，会計専門家の相互作用を理解して，MCSの変化の動的な理解につとめた。その結果

として，現実の世界をいかに規範的な世界に近づけるための取り組みが行われているのか

について理解を深めた。 

	 具体的には，必要な信頼関係，経営者意識，許容される再生計画のレベル，セグメント

別会計といった，企業再生における重要な要素について，金融機関の期待するレベルに達

成するようにビジネス・エコシステムの相互作用が行われ，各プレイヤーがWin-Winの関
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係をめざしていることを明らかにした。つまり，企業は組織変革を行うことをめざし，金

融機関は融資の継続をめざし，会計専門家はコンサルタントとしての業務の実施を目指し，

それぞれの目的達成に向けての取り組みが行われていることを明らかにした。 

	 本研究の限界としては次の点があげられる。本研究のように，文脈を非常に限定して，

現実世界を詳細に描写することの本質的な限界として，どのような場合に，今回得られた

知見が採用できるのか，あるいは採用できないのかについては論じることは出来ない。こ

れについては，データの入手の問題もあるとはいえ，再生企業に関する定量的な分析を通

じて，あるいは複数の事例分析を通じて，今後さらに研究が進むと考えられる。また，本

研究は金融機関の立場から，複数の企業の様々な場面を切り取りながら，企業再生におけ

る重要なプロセスの描写に努めたため，企業側の視点，会計専門家の視点については十分

描写できなかった。今後は，企業の立場から捉えるシングルケーススタディや，会計専門

家からの視点をさらに加えることにより，本研究が補完される可能性がある。また，エス

ノグラフィーという性質から，新しい知見の発見に努めたものの，その知見が従来研究と

どのような差があるのかについて，今後はさらなる議論が必要である。さらに，別の課題

としては，金融機関があるべきと考える規範世界がどのようにして構築されたのかについ

ても，興味深い論点である。 

	 本研究では再生計画の策定プロセスに注目したが，再生計画が策定されたとしても，中

小企業においては，定常時の管理会計がない場合が多いため，再生計画の実行力が問題と

なる。そこでは，長期的な観点から仕組みを企業内に根付かせることが重要な課題となる。

制度的には，再生後の定期的な事後モニタリングが重要になってくる。いかに，再生企業

に予算管理を中心とする PDCA サイクルを根付かせ，そのサイクルを通じて，経営者や管

理者の経営能力を高めるのかといった学習，成長を促進するビジネス・エコシステムにつ

いては，今後の研究課題としたい。他方で，金融機関の担当者や，会計専門家の能力をど

のようにして，高めるのかというのも大きな課題となっている。これらについても，今後

の検討課題としたい。  
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【Appendix】 

参与観察記録 （金融機関と企業のミーティング） 

会社  時間  業種  売上規模  調査内容  

A社 11 製造業 4.5億 計画策定〜計画実行の参与観察 

B社 1.5 製造業 20億 再生開始の面談 

C社 1 製造業 15億 計画策定の面談 

D社 1 製造業 1.5億 再生失敗後の面談 

E社 1 サービス業 4億 計画実行の意思確認 

F社 4 製造・販売

業 

2億 クロージングの面談 

G社 2 サービス業 7億 計画策定の面談 

H社 2 製造業 20億 金融機関ミーティング 

I社 1 小売業 10億 再生に関するインタビュー 

J社 2 サービス業 1.5億 計画策定の面談 

L社 1.5 サービス業 6億 計画策定の面談 

M社 1 サービス業 1億 再生開始の面談 

N社 1 製造業 7億 債権者会議 

O社 1 サービス業 4億 計画実行の意思確認 

P社 1 建設業 22億 金融機関ミーティング 
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Q社 1 小売業 40億 再生開始の面談 

R社 2 サービス業 10億 クロージングの面談 

 

	 これは，研究者が参与観察として明確に立ち会ったといえるものをリストアップしてい

る。上記には，フォローアップのインタビューの時間は含まれていない。上記以外には，

金融機関立会のもとでインタビューをした場合もあり，参与観察かインタビューか明確で

はない場合があるが，少なくとも 34時間分については，筆者が参与観察をしたものといえ

るため，上記リストとして記す。 
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