
．はじめに

本稿の目的は、企業活動のグローバルな展開や国際会計基準（

以下では と呼ぶ）の採用などを契機とした企業会計システムの再

編が進展するなかで、特にコントローラ（ ）の役割の変化に着目しながら企業実

務における原価計算システムの再構築の過程を跡付け、その意義を明らかにすることにあ

る。この背景には、国際会計基準に依拠した財務報告書を作成する目的において、企業の内

部情報が部分的に提供されるに伴い、ドイツではコントローラの関与が不可欠になっている

という事情がある。

これまで拙稿では、 年以降、すでに の適用が実施されているドイツにおける管

理会計論の新たな課題およびその対応策に焦点をあて論じてきた ）。これまでに、国際会計

基準が多くの企業に採用されるにつれてドイツ会計システムの再編が促され、企業価値を志

向する経営管理システムを構築する試みが、原価計算システムの再検討などの広い範囲にも

及んでいる点を中心に考察した。他方、わが国では会計基準の へのコンバージェンス

やアドプションに向けた議論が活発になされているが、 による企業経営や管理会計へ

の影響に関する問題提起はようやく端緒についたばかりである。

例えば、 への対応から会計組織にどのような変化が見られるのかに関しての先行事

例として、総合電機メーカーのシーメンス社（ ）や自動車部品大手のロバー

ト・ボッシュ社（ ）における会計組織の再編についての報告が紹介さ

れている ）。そこで本稿の課題は、 導入後のコントローラの新たな役割を検討し、管

理会計と財務会計の位置付けや両者の理論上の関係を再考する手がかりを得ることにある。
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）拙稿［ ］を参照されたい。
）例えば ［ ］に企業の事例が紹介されている。



そして、国際的に企業経営を展開するドイツの洗剤用品大手・ヘンケル社（

）を素材として取り上げ、同社における近年の原価計算システムの再構築の過程な

らびに会計システムに対する考え方を検討する。

こうした問題意識を念頭に置き、本稿の構成は次のようになっている。第 節では、

の導入を契機としてコントローラの役割がどのように変化しているのかについて考察

する。第 節では、ヘンケル社の会計システムの再編を取り上げ、原価計算システムの変更

に焦点をあてた後に、会計システムにおける管理会計と財務会計の接近から議論されている

会計システムに関する統合モデルの提案とその意義を検討する。最後のむすびでは、

と管理会計の関連性を明らかにし、全体を総括する。

．コントローラの役割変化

ドイツにおけるコントローリングの展開は、約 年代頃にアメリカからコントローラ制

度がドイツに紹介された時期に始まったとされる。コントローラ部門が企業実務において設

置されて以来、コントローリング研究の必要性が強く叫ばれるようになり、コントローリン

グという概念のもとで管理会計論が構想されていくのである ）。それからコントローラ協会

が 年に設立され、もっぱらアメリカの影響を強く受けているにもかかわらず、コント

ローラ制度についてはドイツ独自の解釈や問題が設定されている。そこで、コントローリン

グ論の第一人者として知られているホルバート（ ）によれば、コントローラの役

割が次のように定義されている ）。

コントローラは企業経営上の相談相手であり、経営者のスパーリング・パートナーで

もあり、道案内人として目標達成に貢献する

コントローラは企業経営上の相談相手という枠組みにおいて、必要となる企業管理情

報を作成するための手法やシステムを提供する

つまり、コントローラの役割は企業内部を志向し、経営者に情報を提供し、さらに目標設

定、計画や制御に関して経営管理プロセスを形成し、主導することにあるとされる。

ここで、米独仏の か国におけるコントローラ制度の国際比較を実施したシュトッフェル

（ ）［ ］によれば、コントローラの機能や期待される役割は、一般的には自国

の会計制度のあり方に少なからず影響を受けると報告されている ）。例えば、ドイツ企業で

は財務簿記と経営簿記が明確に区分されている。このため、ドイツ企業における内部と外部

の企業会計区分が、ドイツのコントローラに異なる業務が割り当てられる根拠になっている

のである。すなわち、ドイツのコントローラの職務範囲は主として内部会計に割り当てられ

る業務のみを担当する場合が広く見られてきたのである。
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その上、ドイツのコントローラの基本的な性格として財務数値が支配的であるという訳で

はなく、計画・統制システムや情報システム等の各システムに等しく重要性が認められてお

り、コントローラの本質的な役割が物量に関する計画過程の形成およびその主導にあるとい

う点が述べられている ）。要するに、ドイツのコントローラ職務の特徴としては、とりわけ

計画段階における物量目標に関連する調整を重要な任務としている点にある。ただし現在で

は、会計基準の国際化が進展するなかで、コントローラの役割に根本的な変化が生じている

のであるが、これについては後で言及する予定である。

すでに述べたように、ドイツでは 年から の適用が大企業に対して義務付けられ

た結果、 による財務報告に関する議論が財務会計の領域だけではなく、管理会計の領

域にも影響しており、企業経営の手法にも変革が促されているのである。その意味では

の導入を契機として経営組織の再編が展開され、 と管理会計の接点においても

重要な課題が提起されている。

そこで以下では、コントローラの新たな役割を整理することにしたい。次の図 では、

に依拠した財務報告書を作成する目的において、コントローラの役割期待および活動

領域がどのように関連するのかについて、その全体像が描き出されている。

ここで、コントローラの新たな役割として特筆すべき点は、コントローラが に依拠

した財務報告書の作成者の一人であるということにある。これまで、コントローラの本来の

）

（出所） より作成。

図 によるコントローラの役割理解と活動領域の変更



活動領域においては、伝統的な意味において計画や制御といった役割が割り当てられてきた

のである。ところが、 による財務報告書を作成するという視点からコントローラの任

務が見直され、 に依拠した財務報告の作成や運用をサポートするという役割が新たに

加えられているのである。

また、これと密接に関連してコントローリングに関連する事前システムを形成するという

こともコントローラの活動領域に含まれている。ここで事前システムとは、財務会計上の決

算システムに相当する。例えば材料の調達、債権・債務の管理、労務管理に関わる記帳ある

いは固定資産台帳などのデータの集計があげられる。これに加えて、コントローリングに関

連して提供すべき情報システムとして記帳、評価、市場からの情報を収集したデータベース

を整備することなどがあげられる。こうした状況は 年代以降から見られ、財務会計と管

理会計の接近が企業実務において顕著になってきたのであるが、これら両会計システムの接

近がコントローラの活動領域の拡張にも影響を与えていることが理解されよう。

他方、世界各国における の普及を受け、わが国でも へのアドプションに向け

た議論が始まり、企業ではすでに への対応を検討するために準備室を設置している

ケースも見受けられる。こうした企業の動向に関連して、 の導入に向けた企業実務に

ついて、以下のような興味深い指摘がなされている。

統一基準による連結経営を実現するには、 の適用にともない、経営管理情報の一

元化を進めた新しいフレームワークの構築が急務である。 に基づく新しいフレーム

ワークとは、 の適用により業務変革をともなう経営管理、プロセス、システムが一体

化して機能する枠組みをいう。このような枠組みがインフラとして整備されてこそ、

への移行はすみやかに、そして効果的に進められる ）。

すなわち、わが国においても、企業のグローバル化を受けて に従った企業経営の仕

組みを確立し、さらに世界の子会社を含めた統一的な管理体制を構築することが求められて

いるのである ）。

次に、こうしたドイツ・コントローラの役割の拡大に関連して、企業実務では会計システ

ムがいかに再編されているのかについて、ヘンケル社における原価計算システムの再構築を

考察する。

．ヘンケル社における原価計算システムの再構築

本節では、ドイツ・ヘンケル社における会計システムの再編の過程を跡付け、企業環境の

変化と関連させながら原価計算システムの再構築を取り上げる。その次に、管理会計と財務

会計の接近という企業実務の展開から導出されている会計制度の統合モデルをめぐる議論を

整理する。

まずヘンケル社は、 年にドイツ・ノルトラインベストファーレン州のアーヘンでフ
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リッツ・ヘンケル（ ）によって創業され、他社に先駆けて初めて洗濯用洗剤を

実用化し、販売したことで広く知られている ）。現在では、 か国に事業を展開する国際

企業であり、洗剤、化粧用品、工業用接着剤などの事業分野で業績を上げている。

以下では、ヘベラー（ ）ならびにベルント（ ）に依拠し、ヘンケル

社における会計システムの変革を考察することにしたい ）。さて、ヘンケル社は 年に上

場し、法的な企業形態については株式合資会社（ ）であ

るが、近年では、企業価値の向上を目指す経営管理システムの構築に取り組んでいる。特

に、同社は 年に、国際会計基準（ ）の導入をきっかけに、会計基準への対応や資本

市場からの要請に応じて会計システムを再編したのである。すなわち、この国際会計基準の

採用が、ヘンケル社にとって会計組織を再構築する機会になり、ドイツ独自の会計システム

として分離して発展してきた管理会計と財務会計の調和化に着手したのである。

したがって、各企業のこのような一連の取り組みを通してコンツェルン企業間の財務諸表

の比較可能性が高められ、ドイツ商法（ ）の各基準において容認されていた選択権

（ ）が減る結果になり、税務上の基準が財務会計上の処理に影響を及ぼすいわ

ゆる逆基準性が切り離されたと報告されている ）。したがって、ドイツ会計システムの変遷

という観点から見れば、管理会計と財務会計の統合システムを議論するにあたり、その前提

条件がこの時期に作り出されたとの見方もなされている。

それから次に、ヘンケル社が 年にアメリカ・ダイアル（ ）社を買収し、この企業

をヘンケル・システマテック社に統合したことによって、ヘンケル社で利用されてきたドイ

ツ原価計算システムが批判的に見直されることになったのである。つまり企業統合に直面

し、ドイツとアメリカのシステム上の調整や財務上の利益数値の整合性等で、ドイツで利用

されてきた原価計算システムのあり方が改めて検討される結果となったのである。そもそ

も、ヘンケル社の事業が世界各地で展開されているにもかかわらず、ドイツで生成・展開さ

れてきた原価計算システムが採用され、そこで使用される原価計算上の用語や計算手続きが

国際的にほとんど普及していなかったのである。

まずは、ヘンケル社ではグローバル企業として海外の様々な子会社を束ね、一貫したグ

ループ経営管理を持続的に実施していくために、各子会社が採用している会計システムを統

一することが必要であったのである。こうした同社における近年の原価計算システムの変更

は、国際会計基準への対応とあいまって、伝統的なドイツ型原価計算を一部修正し、新たな

原価計算システムの構築へと展開することになったのである。

当時のヘンケル社の目標は、既存の原価計算システムを見直すことによって、一貫したグ

ループ経営からもたらされる効果を高めることにあった。これまで同社で採用されてきた原

価計算システムの詳細な計算構造が計画や予算段階で複雑性を生み出すものと問題視された

のである。さらに、計画値と実際値の差異分析の枠組みにおいても正確な原価配賦に関する

是非についての結論がほとんどだされていない状態であった。ゆえに、ドイツ独自の複雑な

）例えばバァイマー［ ］ ドイツ企業のパイオニア を参照されたい。
） 、

）



計算手続きによって得られる原価情報が、果たしてよりよい意思決定に本当に寄与している

のかという疑問が生じたのであった。

従来、ヘンケル社は 年代頃から計画原価計算（ ）の一つとして

最適原価計算（ ）システムを採用し、操業度政策を実施してきた ）。

周知のように、ドイツで展開されてきた原価計算システムには様々な形態があるが、一般的には

キルガー（ ）によって構想された限界計画原価計算（ ）

が広く普及してきた。その他にも、リーベル（ ）によって構想された相対的個別費

計算などが活発に議論されてきたのである。特に、固定費の管理を議論する中から様々な特

徴をもつ部分原価計算論が展開されたのである。ここで留意すべき点は、ドイツ原価計算論

では従来、正確性の観点から計算手法を精緻化する傾向が強く見られ、この考え方が近年の

プロセス原価計算における製造間接費の配賦問題においても引き継がれてきたのである。

ヘンケル社においても、ドイツ企業で広く普及する典型的な原価計算システムとして、多

段階式の補償貢献額計算システムが作り上げられ、企業内部の成果計算では、操業度差異に

関する報告書が別に作成されてきたのである。しかし近年において、報告される操業度差異

によって必ずしも業務上の責任を明らかにすることが必要ではないのではないかという意見

が経営者から表明されたのである。そして根本的な問題を解決するために、最適原価計算シ

ステムの複雑さ、特に単純な全部原価計算が国際的な環境において広く普及している状況を

考慮することによって、ヘンケル社の原価計算システムを再構築する機運が高まったとされ

る。

結果として、ヘンケル社では何十年にも亘り実施されてきた最適原価計算システムを再設

計することになったのである。このとき、ドイツ型の原価計算システムを見直すに際して、

次の つの点に重点が置かれていたのである ）。

経営管理組織内におけるシステムを変更し、要求される会計情報の収集方法を適切

なものにする

利益算出の計算手続きを簡略にする。

まず、 に関しては、実質 元のシステムが実質 元のシステムに変更され、企業外部と

企業内部の報告書には統合された勘定体系が採用されるようになったのである。そして、貸

借対照表に計上する基準や評価基準は経過勘定なども含めて統一されたのである。また、

に関しては、原価計算上の利益と損益計算上の利益を一致させるというコンセプトのもと

で、原価計算の再構築が実施されたのである。すなわち、企業内部における利益計算におい

て原価計算に特有の原価費目の算入が取り止められたのであるが、その理由は企業内部と企

業外部の利益の調整がきわめて複雑で時間を要するという点にあったからである ）。

今回、原価費目計算および原価負担者計算に関して変更が加えられた点としては、製作原
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価（ ）が統一して定義されたことであり、原価計算上の減価償却や利子はも

はや計上されなくなり、原価計算上の利益数値と財務報告の利益数値が一致するように再編

されたことなどがあげられる ）。

ただし、変更後においてさえもドイツ的な考え方が少なからず保持されているという点に

注意を払うべきである。また、伝統的な原価計算システムを精緻化するという方向から転換

し、原価計算上の原価要素の廃止などをはじめとして計算手続きの簡素化が実施される一方

で、原価のマネジメント側面が重視される傾向が見られるのである。

そして、新たに構想された原価計算では、原価部門の予算設定の枠組みにおいて固定費を

計算するために費やされる手間やコストが節約されたのである。さらに、キャパシティの報

告には簡略化された手法が採用され、計算手続きに要する時間が節約されることになったの

である。例えば、計画キャパシティの算出には過去の期間からの平均的な実際操業が用いら

れるようになり、計画操業度と実際操業度の操業度差異が製品に関する補償貢献額に算入さ

れることになったのである。これによって、操業度差異の高い透明性がもたらされ、使用さ

れていないキャパシティ全体に対する作業者の原価意識が強められたと言われている。

これに加え、コンツェルン財務報告書では、その内部給付における原価の配賦計算の手続

きが変更され、職能別原価がそれぞれ別々の原価費目として表示されるようになったのであ

る。職能別原価とは、購入、情報技術、労務や経理の各部門で発生する原価である。従前

は、これらの職能別原価が販売、技術サービスあるいは一般管理費などにおいて内部給付に

応じて配賦されてきたのである。ところが新しいコンセプトによって、すべての原価部門で

発生する職能別原価の完全な第 次配賦の計算が修正されたのである。具体的には、コン

ツェルンの親会社としてのヘンケル社は、例えば 関連の原価を約 におよぶ原価部門

に負担させていたが、変更後は約 部門に配賦することによって大幅なコスト削減を達成し

たと報告されている ）。要するに、一方で職能別原価の配賦計算を取りやめ、また一方で数

多くの原価の配賦計算を処理する必要がなくなったという つの複雑性を軽減することが試

みられた。これらの原価の配賦計算はその後、プロフィット・センターなどで処理され、組

織階層の上部に集約された段階で管理可能となったのである。

以上、見てきたように、原価計算システムにおける一貫した簡素化がコントローリングに

おける複雑性の軽減に貢献したのである。なお、こうした原価計算システムの再構築の前提

条件として、原価計算システムにおける構想上の変更に際しては、 技術の投入と新たな

計算構造による利益の解釈との視点をあわせ、事前に入念な分析を実施することが重要であ

ると結論付けられている ）。

このような原価計算システムの再構築に着手し、最近のヘンケル社における会計システム

の全体像が次の図 のように描き出されている。

すなわち、ヘンケル社では通称 （ ）と呼ばれる会計シ

ステムを中心に会計システムが構築されており、そこでは営業システムから集計された情報

が個別企業においてデータ・プールにおいて集計されるのである。さらに、この

）
）
）



が、国内の財務報告、国際的な親会社レベルでの財務報告に対応しているだけでなく、法人

税の計算目的にも利用されるのである。

したがって、会計基準が に移行したことによって、企業外部への財務報告を公表す

るためにスピードが求められるようになっている。このため、投資家に有用な情報を提供す

る際の企業間の競争を通して、ヘンケル社には副次的ではあるが次のような効果がもたらさ

れたと報告されている ）。すなわち、財務報告を適時的に実施するために、より早く集計さ

れる企業内部向けの報告と、これに遅延して提供される決算書のズレが是正されることにな

るという積極的な効果が表れている。その際、上に見た の運用により経営者向け

の月次報告書にも変化がみられ、企業内部の利益計算書と損益計算書間の企業内部と企業外

部の財務報告書における情報の調整が可能になっている。つまり、企業の売上高と経営上の

成果におけるすべてのレベルでの利益数値の一致が達成されているのである。ゆえに、こう

した企業内部向けの利益計算と企業外部向けの損益計算書において算出される利益数値の調

整が困難であった従前の状況を考慮すれば、この会計制度の再編によって達成される管理会

計と財務会計の接近という点において革新的な意味を見出すことができよう。

このように、ヘンケル社では、会計システムの同質化を通して国際的なグループ企業とし

てシステムの透明性が高められ、利益数値に関して共通した理解が可能となったのである。

そして、こうした企業実務の展開から管理会計と財務会計の統合論が研究者によって様々に

議論されるようになり、会計システムのモデル化としてより一般的な形で、 と管理会

計の関係が描き出されることに繋がっていくのである。

そこで次に、管理会計と財務会計を融合させた統合的な会計制度のモデル化に関する議論

を整理しておきたい。まず、会計制度の統合よるメリットを生かすために、資本市場を志向

する企業では、会計制度を統合することを通して企業価値を向上させる仕組みと経営管理シ

ステムを構築することが重要である。そこで、企業外部においても容易に理解される財務上

の数値をそのまま経営管理に導入すること等が目指されるのである。しかし統合のデメリッ
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）

（出所） ［ ］ から作成。

図 ヘンケル社の現在の会計基準に関するシステム
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トとしては、コントローラの立場からすれば、公正価値による評価基準は望ましくないと理

解されているのである ）。つまり、公正価値により財務報告に記載された数値を修正せずに

直接、経営管理や利益管理に役立てることの困難さが指摘されている。例えば、企業内部の

計画プロセスにおいて公正価値で評価することになれば、予算をはじめとして、利益計画や

材料などの在庫評価に関する計画自体が非常に複雑になるという問題が提起されている。そ

の限りでは、管理会計と財務会計が統合された会計モデルでは、目的に応じて調整すべき項

目やその数が広範になり過ぎるという意味において、完全に統合された会計システムから得

られる情報の有用性は高くないとさえ結論付けられている ）。

そこで、こうした諸課題に対する解決策として次の 点が提案されている ）。第 に、企

業外部と企業内部の利益数値を調和化させる試みは、企業階層のトップレベルのみに制限さ

れるという点である。ここで、企業のトップレベルとしてはいずれにせよ企業全体やセグメ

ントごと、あるいはこれらに属する事業領域やプロフィットセンター・レベルなどを指して

いる。第 に、企業内部と外部で完全に利益数値を一致させるのではなく、 に依拠し

ながら、経営管理に適切でない公正価値基準の影響を取り除くために、個別に橋渡しをする

項目を許容する点である。第 に、業務上の製品やプロセスの管理には目的に応じた企業内

部の数値が必要になり、製品原価計算目的などに対しては による財務報告から得られ

る数値に修正を加えて利用すべきであるという点である。

そこで、統合された会計制度のモデルがどのように描き出されるのかを示したのが下の図

である。ここで、縦軸には統合の度合いとして原価計算上の内部の会計制度から企業外部

（出所） より作成。

図 部分的に統合された会計制度



の財務報告までが描かれており、中間点には企業内部と企業外部を結び付け、管理会計と財

務会計の両システムを併存するかたちで部分的に統合することが意図されている。そして横

軸には、企業組織を構成する企業階層のレベルとしての原価部門からトップマネジメントま

でが描かれている。

この縦軸と横軸に関連付け、財務会計と管理会計のシステム統合の方向性が描き出されて

いる。特に、ここで提案されている会計制度モデルは企業階層に応じた部分的な統合型であ

るという点に着目しなければならない。つまり、企業階層のトップレベルでは に依拠

した財務報告書から得られる数値が経営管理目的に利用される一方で、企業階層の下位にあ

たる製品、プロセス、原価部門のレベルでは依然として原価計算上の数値が経営管理目的に

利用されるという 部分的に統合された会計モデル が効率的なモデルとして描き出されて

いるのである。

なお、図中の矢印範囲を囲むように示されている点線の外側において、縦軸や横軸の近く

に偏れば、会計制度の統合モデルが非効率になる様子が描かれている。企業外部と企業内部

における会計制度と企業の各階層の間でケースに応じて両者のバランスを保ち、部分的に会

計システムを統合することが提案されているのである。

むすび

以上、本稿では、企業のグローバル化や国際会計基準の導入を起点としてコントローラの

役割変化と企業実務における会計システムの再編に焦点をあてて考察した。とりわけ、国際

会計基準の導入が企業経営の進め方にまで影響を及ぼしており、この動きに対応する形で会

計システムの再編が進展しているのである。ドイツの原価計算ではドイツ独自の計算構造が

修正され、ドイツの特徴を保持しながら への対応が実施されているのである。

まず、コントローラの役割に焦点を当て、 による財務報告が管理会計との関連にお

いて新たな課題を惹起している点を明らかにした。特に、 を運用するためにコント

ローラの活動領域は、その役割が縮小するのではなくむしろ広がりを見せている点を考察し

た。次に、国際的に事業展開するドイツの企業実務の事例としてヘンケル社の会計システム

の変化を取り上げた。その際、世界各国の子会社を管理していくために経営管理に不可欠な

会計情報を共通化することが重要な課題として取り上げられている。特に、近年における原

価計算システムの変革では、国際企業としてドイツ独自の原価計算をより一般的なかたちへ

と改める取り組みが注目に値する。その際、企業のグローバル化や の導入の結果とし

て具体的には原価費目や計算手続きの点が変更され、ドイツの伝統的原価計算の重要な要素

が削りとられたのである。さらに、これらの変更によるメリットとしては利益概念の一致が
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）
）ただし、会計基準の変更や財務報告制度の新たな展開などをはじめとして企業経営をとりまく条件が変
化すれば、企業側は新たな変化に自社の会計制度を適合させながら現在のシステムを繰り返し見直すこと
が見込まれる。このとき、とりわけ会計システム自体が不安定になるおそれがあるが、 の適用に際
し、企業実務がどのように対応していくのかという問題にも対処しなければならない。
）
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あげられ、企業内部向けの利益計算における補償貢献額と企業外部向けの損益計算における

総利益の数値が等しくなったことがあげられる。

最後に、財務会計と管理会計の接近に関連させて、会計制度の統合モデルの位置付けを考

察した。とりわけ、 による財務報告をベースとしながらも、経営管理目的には計画・

統制システムの構築が重要な課題となっており、目的とシステムとの適合性の観点からどの

程度、会計制度を統合させるのかということが議論されているのである。すなわち、企業階

層に応じた部分的な会計制度のモデル化が提案されており、そこに現代的なドイツ会計学の

特質の一端が描き出されていると言えよう。
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