
はじめに

本稿の目的は、国際財務報告基準（ 以下で

は と呼ぶ）への対応を企業経営の側面から考察し、財務会計の実務上の変化が管理会

計の実践や研究に対してどのような影響を与えているのかを明らかにすることにある。その

際、管理会計の担い手としてのドイツ管理会計士の役割と機能に焦点を当てることを通じ

て、管理会計がどのような点で と関連性をもっているのかを検討する。そして、

の適用によって今後、ドイツ管理会計のあり方が、どのような方向に発展していこう

としているのかを考察する。

現在、各国において への対応が財務会計領域において活発に議論されている。わが

国では、 年において の適用を目指すことになっているが、 導入前の段階で

あるため、 に依拠した会計システムを運用する上で管理会計研究にどのような課題が

提起されているのかという点については共通した認識がほとんど得られていない。ゆえに、

現時点では、財務会計における公正価値による評価基準をはじめ、細則主義から原則主義へ

の移行、利益数値への影響、あるいは企業経営への影響など様々な観点から をめぐる

議論が展開されている状況にある。

一般的には、財務会計における実務上の変化が管理会計の実践に及ぼす影響については国

によって異なるであろう。すでに の適用が開始されているドイツでは、財務会計の領

域から管理会計の領域へと議論が広がりをみせている。この背景には、ドイツの会計システ

ムにおける財務会計と管理会計の領域がそれぞれ別々に発展してきたというドイツ会計学の

歴史的な変遷があり、そこに に関する議論の展開や方向性を探る手がかりが見出され

るのである。

これまで拙稿では、 がドイツの会計システムにどのような影響を与えているのかに

ついて、特にドイツの財務会計とコントローリングが接近し、相互の領域において部分的な
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統合が進展していることを論じた。さらに、こうしたコントローリングの新たな展開のもと

で、企業実務におけるコントローラーの新たな役割を考察したのである ）。

これに関連した研究としては、特に、イギリスの研究者であるジョンズとルター（

）らがあげられる。彼らは、ドイツ企業を対象として、コーポレート・

ガバナンスや財務会計の実践における変化が、マネジメント・コントロールや管理会計の実

践における変化を引き起こすきっかけとなるかどうかを検討している ）。そこで、本稿で

は、彼らの所説を整理し、 の適用が管理会計論に何か新たな変化をもたらしているの

かという問題意識を念頭に置き、 の適用がドイツのコントローリングに与える影響に

焦点を絞って考察する。なお本稿では、内部統制やコーポレート・ガバナンス等による管理

会計上の課題については取り上げない。

ここで本稿の構成は、次のようになっている。まず第 節では、ドイツにおける管理会計

士の制度を素材として取り上げることを通じて、 と管理会計との関連においてドイツ

とイギリスの比較調査から得られている研究成果を整理する。次に、第 節では、日本にお

ける への対応において、 と企業経営との関連に焦点を当てて考察する。このと

き、各国において会計学の歴史的な変遷の相違を背景として、 への対応の仕方やその

議論の展開の仕方が異なるという点に留意し、 が企業経営にもたらす影響を検討す

る。また、第 節では、ドイツにおける の適用が具体的に管理会計のどのような問題

領域に影響を与えているのかを検討する。その次に、 の運用に関連した管理会計研究

の今後の方向性について考察する。最後に全体を総括し、その意義を述べる。

ドイツ管理会計士の役割

の適用が企業実務において、どのようなかたちで反映されているのであろうか。こ

れに関する手がかりを得るために、イギリスとドイツにおける管理会計士の役割を考察す

る。

まず、管理会計の実践という側面においては、これまでに構想されてきた活動基準原価計

算、原価企画、バランスド・スコアカードなどの管理会計技法が管理会計士の職務にどのよ

うに影響を与えているのであろうか。あるいは管理会計研究の成果が実務においてどのよう

に反映されているのであろうか。また、最近では、管理会計の観点から内部統制など企業に

おけるガバナンスの仕組みをいかに確立するのかということが議論されている。したがっ

て、財務会計において実務上の変化をもたらすものとして、 の適用や内部統制などの

様々な要因が、管理会計の実践に影響を与えていることが認められる。このような財務会計

と管理会計の相互関係を念頭におき、管理会計の諸技法や の適用などのさまざまな要

因を総合的に考慮して、企業組織における構造の変化および管理会計論の枠組みの変化を考

察することが重要であろう。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）拙稿［ ］、 頁。
） ［ ］。



適用後におけるドイツ型会計システムの特徴（和田）

さて、ドイツにおける管理会計士は、ドイツ語においてもコントローラー（ ）

と呼ばれる。このコントローラーの専門職に関する組織としては、コントローリング国際グ

ループ（ 以下では とよぶ）が 年に設立され

た。この によれば、 コントローラーとは、あらゆる意思決定者に対する企業内部にお

ける経営経済学上の相談者であり、目標達成のためのナビゲーターとして活動する と定義

されている。

このドイツにおけるコントローラーという呼び名は、アメリカのコントローラー制度に由

来するものである。ただし、アメリカではコントローラーといえば、一般には財務会計と管

理会計の領域を担当するバイス・プレジデントを意味することから、たとえ同じ用語であっ

てもアメリカとドイツにおける職務内容には違いがあることに注意しなければならない ）。

これまで、企業環境の変化や時代の要請などに対応するために、英米における管理会計士

に対する専門職の呼び名がその都度、見直されている点に留意しなければならない。つま

り、アメリカにおけるコントローラーという呼び名は、現在では、グローバル戦略マネ

ジャー（ ）に移行しているとの指摘もある ）。これと同時に、こう

した呼び名の変遷は、管理会計士協会が発行する専門雑誌のタイトルの変更にも表れてい

る。つまり、アメリカ管理会計士協会（

）により発行されている管理会計（ ）誌は、戦略的財務

（ ）誌に変更された。また、イギリス管理会計士協会（

）による管理会計誌は財務マネジメント（

）誌に変更されたのである ）。したがって、実務において企業組織におけるさ

まざまな課題に直面する管理会計士が、どのような役割を担い、職務を遂行すべきなのかと

いう視点から名称の変更がもたらされているのである。

ここで、アーレンスとチャップマンによる調査研究に依拠しながら、イギリスとドイツの

管理会計士に関わる制度を比較・検討することによって、両国の相違点や共通点を整理して

おきたい。そこで彼らの所説に従い、イギリスとドイツのコントローラーの比較を通じ、一

貫した職業上のアイデンティティをどのように確立しているのかということを考察する ）。

アーレンスとチャップマンは、管理会計士としてのアイデンティティに関して次のように述

べている。すなわち、管理会計士は専門的な知識を共有しているが、この知識はしばしば一

般的なものにすぎず、企業組織上のコンテキストに依存する。例えば、企業組織において予

算編成や意思決定を重視する原則を適用する際には、この実践上の運用については一般的に

は何も説明がなされない。管理会計士は自らのキャリアを積み重ねる過程で専門的な知識を

駆使することを重ね、個人的な経験の観点から管理会計の専門的知識に解釈を加えながら発

）櫻井通晴［ ］、 頁。日本ではコントローラーに相当するものとして経理部長があげられる。
）
）ドイツにおける実務家向けの専門誌として、コントローラー・マガジン（ ）があ
る。
） 製造業およびサービス業を含めたドイツ企業 社から 人
のコントローラー、イギリス企業 社から 人の管理会計士を対象にインタビュー調査を行った。このと
き、インタビューの聞き取り時間は、 分から 分程度であった。また、管理会計の業務に従事してい
るキャリア上の経験年数は か月から 年までに及んだ。



展させていくことになる。その結果として、管理会計士は、組織上のさまざまな意味をそな

えた潜在的に非常に多様な活動に従事するという可能性がある。このことは、いかにして管

理会計士が特定の職業に所属するものとして認識されるのかという問題を提起することに繋

がっていくのである ）。ゆえに、彼らは、管理会計の担い手としての管理会計士のアイデン

ティティをより深く認識するために、英独の国際比較の観点から管理会計士の機能を整理し

ている。主要な論点として、いかにして就業するか、役割を発展させていく方法、経験の生

かし方の つについて質問がなされている。つまり、彼らはコントローラーの職業意識に関

する側面を取り上げる際には、専門職の地位、キャリア・パス、制度の成り立ちなどを国際

的な見地から検討する作業に取り組んでいる。

ただし、彼らも留意しているように、インタビューの結果を分析する作業から、アイデン

ティティに関する概念の一般化を進める際には注意を払わなければならないとしている。そ

の上で、こうした両国の職業上のアイデンティティの相違を明示するために、イギリスとド

イツの管理会計士の制度や職業上の地位、教育、キャリアの方向性、仕事観に焦点をあてる

ことの重要性を主張している。

また彼らは、管理会計領域における変化が管理会計上の職業上のアイデンティティにどの

程度反映されているのかという問題意識をもっている。一般的には、ドイツのコントロー

ラーに関しては技術的な要素を志向し、他方、英米の管理会計士は財務的な要素を志向する

と特徴付けられている。

次の表 は管理会計士の比較である。本来は、イギリスとドイツの か国の比較である

が、これに日本の管理会計の状況を加えている。この表 に要約されているように、職業専

門家としての管理会計士の役割を整理し、制度上の要因が、管理会計士の職務やキャリアに

対してどのように影響を与えるのかが検討されている。

まず、イギリスにおいて、管理会計士としての職業上の独立した地位を獲得するに至る過

程を整理しよう。イギリスには、周知のように、管理会計士の職業組織がある。そして、管

理会計士になるためには大学教育における学位には関係なく、とりわけ企業の実務側面が重

視されている。つまり、仕事に就いてから管理会計を学び、企業におけるトレーニーを通じ

た実務経験を重ねていくことになる。その際、個人の属性や動機が尊重される。なお、企業

組織におけるコミュニケーションについては管理会計士の仕事の一部とみなされている。さ

らに、管理会計士に対する役割としてはチェンジ・エージェントと位置付けられ、変化を起

こす人としての活動が期待されているのである。そこで一般的な意味では、イギリスの管理

会計士は管理会計士としての活動について、この活動自体が転職のためのプロジェクトとし

て形成される傾向にあり、個々の管理会計士は自身の市場価値や経験を最大化することを試

みている。

他方、ドイツでは大学教育が果たす役割が重視されており、コントローラーを養成する際

に、大学教育の比重が非常に高いと言われている。そのため、大学においてコントローラー

に関連する学位を得るために、管理会計論としてのコントローリング論を履修し、卒業後に

仕事に就くことになる。また、大学における教育とコントローラー協会（
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適用後におけるドイツ型会計システムの特徴（和田）

）が主催するコントローラー・アカデミー（ ）機関がコントロー

ラーに関連する講座を提供している。とりわけ、コントローラーの資質としては客観性およ

び専門性が重要な項目とみなされており、企業内外の経済的な結びつきを体系的に理解する

ことが目指されるのである。このため、ドイツのコントローラーの職業上の問題意識として

は、いかに経済実態を描き出すかという点にある。さらに、ドイツのコントローラーにとっ

ては、企業組織でのコミュニケーションは仕事に追加されるものという意識があり、コント

ローラーに対する役割としてはナビゲーターとしての活動が期待されている。要するに、ド

イツのコントローラーの管理会計士の職業上のアイデンティティは、経済的なフローの分析や

組織単位間の客観的な仲裁役として形成されるのである ）。

ゆえに、結論としては、管理会計の実務が組織のマネジメントに不可欠なものとして特徴

付けられている点からも理解されるように、こうした管理会計士のアイデンティティに関す

る見方は管理会計研究のあり方やその展開に重要な示唆を与えている。そして、管理会計士

の社会的な位置付けが管理会計の担い手としての管理会計士の役割に反映され、実務上の職

務のあり方に影響を及ぼしていることが理解されよう。

ドイツでは、 年以降の への会計制度の変更によって、企業実務においてコント

ローラーの職務範囲に変化が生じ、主として を運用していくという目的において新た

な役割が付与されたのである。その際、この新たな役割とは、 にもとづいた財務報告

書の作成に際し、これに必要とされる会計情報を提供するという職務である ）。

表 コントローリングと管理会計の比較

イギリスの管理会計 ドイツのコントローリング 日本の管理会計

・専門職・機関が優位である

・通常、学位に関係しない

・仕事をしながら管理会計論

を修得する

・経験を積む 個人的な転職

プロジェクトとしての実務

・個人の属性と動機を強調する

・実務に関する専門職のディ

スコース

・コミュニケーションは仕事

の一部

・チェンジ・エージェントと

しての役割期待

・大学教育が優位である

・経営経済学・学位が見込ま

れる

・コントローリング論を修得

し仕事に就く

・中堅の経営経済学の卒業生

・客観的な専門家の（シニア

マネジャーはしばしば

をもつ）

・経済的な描写に関するアカ

デミックなディスコース

・コミュニケーションは仕事

に付加されるもの

・案内役としての役割期待

（船の先導役やナビゲー

ター）

・大学教育および企業研修

・通常、学位に関係しない

・管理会計論を修得し、企業

研修を受ける

・ 、ジョブ、ローテーション

・会計担当者

・管理会計士制度は確立され

ていない

（出所） に引用者が日本のケースを加筆した。

）



他方、わが国における公認会計士制度では、 年に公認会計士法が改正され、会計士に

は、監査業務にとどまらず、経済社会において重要な役割が期待されている。そして、

への対応についても、公認会計士制度の見直しと関連付けて議論されている ）。周知

のように、日本企業では一般的に が実施されており、職務のローテーションにより現

場を中心とした企業教育が展開されていると言われてきた。しかし、制度としての管理会計

士については未整備である。ただ、見方を変えれば、日本の管理会計士に相当する職務は、

他の担当者によって遂行されていると予想されよう。これに関しては、会計の機能が組織の

いたるところに埋め込まれていることが一要因として考えられる ）。また、日本の企業経営

においては、管理者と技術者、現場の作業員の重層的で、幅の広い協力関係を前提としていた

という点においても看取することができよう ）。

これらの点に関連して、西村明［ ］は企業統治に着目することによってフィードフォ

ワード統制の観点から管理会計士の役割と機能を解明している ）。特に、事業統治と公認管

理会計士の役割との間における関係を提示している。すなわち、経営統制過程に関係する適

切な公開と会計責任の行為が公認管理会計士あるいはそのような資格をもった人によって評

価させ、チェックされなければならないという興味深い指摘がなされている。そして、彼は

管理会計専門職がなお相対的に未発達な日本において、教育システムの改革や公認管理会計

士のための資格・認証システムの確立を求めている ）。

ゆえに、日本において、企業が独自に実施する企業研修や従来の仕組みが今なお有効であ

るかということを検証し、今後、公認管理会計士制度の確立を、引き続き議論しなければな

らない。

日本における への対応

本節では、 と管理会計の接点を考察するために、日本において が企業経営に

どのような作用を及ぼすかという点を検討する。近年では、日本の会計基準の改定が頻繁に

行なわれている。特に、 を適用することによって、これまでの会計上の処理と比較し

て、財務会計の実践において何が変わるのかという点に関心が集まっている。

すでに、 年 月に金融庁から 我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書

（中間報告） が提出され、 の適用に向けた基本的な考え方が提示されている。この

報告書では、 つの視点から 適用へのアプローチが描き出されている。すなわち、投

資家の視点、企業の視点、監査法人の視点そして日本の金融市場の視点の つである。この

うち、企業の視点では、日本企業の国際競争力の強化に資する、海外拠点の財務経理面での

経営管理の効率性向上やグループ・関係会社における会計基準統一による財務報告の品質向
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上、資金調達関連コストの低減・国際的な資金調達の容易化があげられている。特に、

を採用することによって、財務報告書の比較可能性を高め、海外子会社の管理をより

効果的・効率的に実施できるという利点が指摘されている ）。

現在、日本では の影響に関する議論の範囲が、財務会計の領域において活発に議論

されている。しかし、 の適用とその対応における議論が主として財務会計の領域に限

定される一方で、しだいに管理会計および企業経営上の課題が指摘されている ）。

まず管理会計上の課題としては、早い時期から指摘されてきた論点ではあるが、セグメン

ト報告書における記載事項に関する議論があげられる。つまり、 に依拠した財務報告

書を作成する際に管理会計情報が活用されることになる。具体的には、マネジメント・アプ

ローチを採用することによって投資家向けのセグメント報告書において企業の内部情報が一

部、記載されることになる。さらに、管理会計と財務会計の融合として、減損会計を素材と

して現在価値割引法を用いた手法を提示し管理会計の手法を活用した事例が紹介されている ）。

ここで、 と管理会計の関連性を解明する際に留意すべきことは、研究上の課題が理

論的な側面から問題提起されるというよりはむしろ、グローバルな企業経営を展開する企業

実務からの課題が先行して提示される状況にある。その意味では、 と管理会計の関連

性を理解するためには、企業実務における具体的な事例を検討する作業のなかから、研究上

の課題との結び付きをあわせて検討することが重要であろう。

次に、 の適用に関連して、企業経営上の課題を取り上げたい。そこで、 に依

拠した外部報告と企業のマネジメント・システムの つに分類して示されたものが次の図

である ）。すなわち、この図では財務会計実務の側面を中心とした企業経営へのインパクト

が明示されている。

ここで、図 に示されているように、図中の右側における に準拠した外部報告で

図 企業における国際会計基準導入の課題

に準拠した外部報告

・ 導入のプロジェクトの設置

・トップマネジメントを早期の段階から関与さ

せる

・コンピューターシステム導入の必要性の決定

・会計上の課題（会計処理・開示）の解決

・連結グループの会計方針の統一

・連結グループの会計マニュアルの作成

・日本会計基準との並行処理期間の決定

・ 専門家の養成・研修

・ 導入費用の見積もり

企業のマネジメント・システム

・経営の重要評価項目への影響の評価

・ の方針

・役員・従業員の報酬スキームへの影響の評価

・利益への影響への評価

・配当方針への影響の評価

・財務制限条項の影響への評価

・内部統制への影響の評価

・ 金融商品の影響の評価

・経営全体の方針および手続きの評価

・税務への影響の評価

（出所）五十嵐則夫［ ］、 頁より作成。

）高浦英雄監修、 プロジェクト室編著［ ］、 頁。
）上埜進［ ］、 頁。
）松本敏史［ ］、 頁。
）五十嵐則夫［ ］、 頁。



は、主として財務会計に関連する項目が示されている。 を導入するために、プロジェ

クトを立ち上げ、会計情報システムを構築し、 に精通したスタッフを育成することな

どが課題として列挙されている。そして、図中の右側には、企業のマネジメント・システム

の課題として、企業経営全般に関連し、経営の重要評価項目などの指標、業績評価に関して

は管理会計領域の課題が示されている。これらのうち経営指標に関して、売上高利益率、純

資産利益率や経済付加価値などの業績評価指標を使用している場合には、 による業績

評価の影響を十分に検討し、財務会計の評価基準が利益数値に及ぼす影響を評価する点が強調

されている。

これと関連して、国際的なコンサルティング・グループから次のような提言がなされている。

日本でも、世界のリーディングカンパニーではすでにさまざまな取り組みが始まっている

が、いま、世界は、 適用を機にグループ全体のプロセス、システムを標準化し、一元

管理体制を一気に確立しようとする方向へと動き始めている。 を、グローバル経営の

強力なドライバーとして取り込もうとしているのである ）。 この指摘によれば、日本にお

いても、 による財務会計のシステムを基盤とした経営管理の仕組みを確立する取り組

みが行われている。その際、 という共通のモノサシを採用し、グループ全体で同一基

準による財務数値の作成が可能となり、同時に同一基準による経営管理情報が入手されると

いう を導入するメリットが強調されているのである ）。ここで着目すべき点は、国際管

理会計論やグローバル管理会計論において論じられてきたグループ経営管理や子会社の業績

評価などが取り上げられている点である。

これまで、海外直接投資によって企業は海外で企業を設立し、あるいは現地化し、企業経

営のグローバル化を進めてきた。企業の国際的な事業展開を受け、こうした企業を支援する

ために様々な管理会計上の技法が提案されてきたが、ここでは の台頭によって、グ

ローバル企業の親会社と子会社間の経営管理において新たな考え方や手法が提案されている

と理解できる。

さらに、大企業を中心に国際的に管理と制度の一体化が進むという意見も出されている。

経営者にとっては、 という共通言語をもつことにより、子会社の業績評価を同じモ

ノサシでタイムリーに実施できるようにプロセスを見直すことも可能であり、グループ全体

を見通した上での最適な経営判断をタイムリーに行える体制を構築するチャンスとなるだろ

う。具体的には、これまで多くの企業で望まれながらも実現が難しかった 財・管一致 、

すなわち経営管理指標と財務諸表数値の一致が実現する大きなチャンスとなり得る ）。

すなわち、ここでは、 への導入を契機とした制度と管理の統一が目指されているの

である。 を適用するに伴い、一元化した新しいフレームワークとしてグローバル・シ

ングル・エンティティが提言されている ）。ここで、グローバル・シングル・エンティティ

とは、グローバルに展開するグループ会社をあたかもひとつの会社として経営するものとし

て説明されている。要するに、企業経営においてプロセスの標準化、コントロールの標準
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適用後におけるドイツ型会計システムの特徴（和田）

化、リスク管理の標準化という観点において、財務および経営管理情報を一元化することに

重要な意義が認められている ）。しかし、今のところ、その詳細については十分には明らか

にされてはいない。したがって、現時点では、わが国における への対応が単なる会計

基準の変更だけにとどまらずに、企業経営の仕組みを確立する取り組みにまでに議論が深ま

りを見せている点を確認しておきたい。

ドイツ型会計システムの変化

本節では、まず、ドイツにおける原価計算の実践に関する調査結果および限界計画原価計

算（ ）の現代的な特徴を整理する。次に、財務会計とコントロー

リングの接近によってドイツの会計システムがどのような方向に展開しているのかを検討す

る。

年にフリードル（ ）らによってドイツにおける原価計算の実践に関する調査

が実施された ）。ドイツの大企業 社を対象にした調査であるが、これらの企業には保険

業大手のアリアンツ社、自動車大手の 社やダイムラー社などが含まれている。な

お、対象となる企業の業種については、小売業 ％、製造業 ％、サービス業 ％、銀行業

％そして保険業 ％という内訳であった。この調査の回収率は ％であり、企業規模にお

いて従業員数の平均は 人であった。そして、具体的な質問項目において、特に原価計

算の目的に関しては、 原価管理、 短期的な意思決定、 計画、 間接費の透明性を高め

るという順位で回答が得られている。この他にも、原価計算の目的においては、業績評価と

いう目的に対する原価情報の活用にはあまりウェイトが置かれていないという興味深い結果

が得られている。また、原価計算システムの利用については、実際原価を利用する企業が

％に達し、予算上の数値を利用する企業が ％に達している。これに対して標準原価の利

用は ％にとどまっている。さらに、回答した企業の ％が固定費と変動費に原価を区分

し、これらの区分がコスト・センター（ ％）、製品原価計算（ ％）、貢献利益計算

（ ％）の各領域において活用されていることが判明している ）。

とりわけ、こうしたドイツ原価計算の実践の前提にある最も重要な要素について、 に

よる会計システムの支援体制を重視するという調査結果も得られている。つまり、原価計算

システムとして導入されているソフトウェアを活用することによって原価計算を運用する効

率性を高めることができるという回答が寄せられている。特に、ドイツでは などソフ

トウェア大手企業が提供する会計システム が最も導入され、多くの企業が限界計画原価

計算を採用しているという状況にある。

この限界計画原価計算は、わが国において多くの論者が取り上げてきたが、最近ではアメ

リカにおいて紹介され、注目を集めている。ここで、フリードルらに依拠すれば、ドイツの

現代的な原価計算システムの特徴に関して、彼らは、原価費目計算、原価部門計算、製品原

）高浦英雄監修、 プロジェクト室編著［ ］、 頁。
）
）



価計算、貢献利益計算の つをあげている ）。上の表 には、ドイツで展開されてきた伝統

的な原価計算として、今なお重要な手法として広く普及している限界計画原価計算を活用す

る多段階による貢献利益の計算例が示されている。

すなわち表 に示されるように、製品 製品 において、売上高から変動費を差し引く

ことにより、貢献利益 が算出される。さらに、製品、グループ、部門ごとに固定費を段階

的に差し引くことにより詳細な貢献利益に関する情報が得られ、複数の段階的な貢献利益の分

析が実施されている。

ゆえに、限界計画原価計算を活用し、固定費の詳細な管理を実施するという点から多段階

式の貢献利益計算が実施されてきたのである。これに加え、もう一つの重要な意義として

は、財務会計と管理会計が別々に区分されて発展してきたことに関わっている。もっぱら、

財務会計の目的は課税所得および利益計算にあるので、財務会計による数値は経営の意思決

定や管理目的には役に立たないとされてきた。そのため、多段階式の貢献利益計算がドイツ

において独立した地位を確立し、これまで展開されてきた理由がここに認められるのであ

る。したがって、原価計算論やコントローリング論の発展において、経営上の意思決定を支

援するための情報を入手できるように、多段階式の貢献利益計算が開発されてきたのであ

る。

また、会計基準の国際化の議論と密接に関連して、ドイツ企業が国際的に事業活動を展開

するにつれてドイツ原価計算システムの運用上の問題が提起されてきた。そこで、これらの

問題に対する解決策として、ドイツ型原価計算が一般的な形で国際的に受け入れられるため

に、ドイツ独自の原価費目や計算思考に一部修正が加えられたのである。この結果として、

財務会計とコントローリングにおける利益数値を一致させることによって、会計システムに
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表 多段階による貢献利益の分析

部門 部門

製品グループ 製品グループ 製品グループ

製品 製品 製品 製品 製品

売上

変動費

貢献利益

固定費、製品

貢献利益

固定費、製品グループ

貢献利益

固定費、部門

貢献利益

固定費、企業

利益

（出所） より作成した。
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適用後におけるドイツ型会計システムの特徴（和田）

おけるデータベースの共通化が進められたのである。しかし、ドイツで展開されてきた限界

計画原価計算の有用性は依然として認められており、広く普及していることが確認されてい

る。ただ、結論から言えば、ドイツ企業がドイツ原価計算の考え方や計算手続きを国際的な

ものに調整させ、より一般的な意味ではドイツの伝統的な考え方から区別される原価計算シ

ステムを再構築するという事態にまで至っている ）。

次に、以下では、ジョンズとルターらの所説に依拠し、ドイツ製造業における企業経営に

の採用がどのようなインパクトを与えるのかを考察する ）。繰り返しとなるが、ドイ

ツでは、 への対応に伴い、財務会計とコントローリングとが接近し、 を運用し

ていくための仕組みが構想されている。まず、 の適用対象として大企業を中心とする

という意味では各国において共通した対応がみられるが、 の適用に関する会計システ

ム上の議論の展開には国によって違いがみられる。

まず彼らは、 との関連においてイギリスの視点から考察を加え、国際比較の観点か

ら、企業環境の異なる要因として会計制度や法律の違いを取り上げ、英米型やドイツ型とい

う会計制度の類型化に言及している。その際、イギリスとドイツの財務報告の発展に関する

歴史的な相違を指摘し、ドイツ・コントローリング論がどのような方向に進展しているのか

についてドイツ企業に対するインタビュー調査を実施している ）。さらに、企業の資金調達

における資本市場や銀行の役割の違いによって、イギリスとドイツの会計制度の成り立ちが

異なる点についても指摘がなされている。例えば、経営組織形態として、イギリスでは株式

会社が多い一方で、ドイツでは株式会社が少なく有限会社（ ）が多く見られる。この

ため、財務報告の目的に関して、英米では情報提供を重視し、ドイツでは利益計算や税務所

得の計算を重視するという違いが生じているのである。

彼らは、具体的なケースとして、 年にドイツのバイエルン州にある製造業 社および

経営コンサルタント 名を対象に調査を実施している。特に、製造企業 社に関して、企業

はドイツのグループ企業の一部門であり、 年前にアメリカのベンチャー企業に買収さ

れた企業である。そして、企業 は小さな家族経営の企業である。最後に、企業 は本社

がドイツにあり国際的な大企業であるが、株式はドイツの家族により所有されている。

そこで彼らの問題意識は、 に依拠したシステムによってドイツにおける管理会計と

財務会計との間の相互作用から新たな会計システムが生じるのか、あるいは英米のような財

務会計が主となる形で会計システムが収斂していくのか、ドイツの独自の手法が保持されて

いるのかということにある。

特筆すべき点は、 を採用することによって会計分野におけるドイツの伝統的な考え

方から離れ、ドイツ会計システムのあり方がアメリカ的あるいは国際的な方向へと変化する

ことを展望し、コントローリングの新たな位置付けを模索している点にある。すなわち、

導入後では経営目的のために財務会計から得られる数値を活用するようになり、結果

的には、管理会計と財務会計が一体化するようなかたちでアメリカ的な管理会計に接近して

いくことが指摘されているのである。つまり、今後の展望として、ドイツでは の適用

）拙稿［ ］を参照されたい。
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を契機として財務会計が管理会計よりも優位に位置付けられる傾向が強まると見込まれている。

今、見てきたように、 と管理会計の関連性を解明するためには、一般的な意味にお

いては、どのような要因が管理会計の実践や研究に影響を与えるのかを具体的に観察し、管

理会計の枠組みにおける変化を跡付けることが必要である。しかしながら、特定の要因が複

数ある場合において、かつ同時的に作用するのであれば、ある要因がどのようなインパクト

を与えているのかを識別するために、細心の注意を払うことが不可欠である。

ゆえに、 を運用していくための会計システムのあり方が、今後、国際的な方向で収

斂していくのか、あるいは独自の発展を遂げていくのかという点を注視する必要がある。そ

して、 をベースとした各国のさまざまな管理会計のあり方が、どのような方向に発展

していこうとしているのかを引き続き包括的に考察しなければならない。

むすび

以上、本稿では、 適用後におけるドイツ型会計システムの特徴を明らかにするため

に、ドイツ管理会計士の役割、貢献利益計算の仕組みおよび と企業経営の関連性等に

焦点をあててきた。 への対応の結果として、ドイツでは財務会計の実践の変化が管理

会計の実践のあり方に著しい影響を与えており、財務会計と管理会計が部分的に統合するか

たちでドイツ型の会計システムが大きく変化している。

まず、コントローラーの役割は、 を展開していくために多様になっている。そこ

で、イギリスとドイツにおける管理会計士に関する制度や機能を比較・検討し、制度やキャ

リアの面だけでなく、職業上のアイデンティティにおいて顕著な違いが認められることが明

らかにされた。このように、企業実務における管理会計士の役割や専門職としての機能を考

察することにより、企業環境の変化に直面する管理会計の実践のあり方が、複雑な要因を受

けて規定されていることが確認された。

現在のところ、日本では、 に関する議論の範囲は財務会計の領域に限られている

が、 の導入に向けた対応策として、企業経営や管理会計の領域において、 との

関連性が見出されている。その際、企業は、 をベースとし、制度と管理を統一した経

営システムの確立を目指しているが、その詳細については十分には明らかにされてはいな

い。

他方、ドイツ企業は の導入を契機として会計システムの再構築に着手し、会計シス

テムの効率性を高めるために財務会計と管理会計の部分統合を達成している。留意すべきこ

とは、 への対応という観点から会計システムの効率性を向上させるという点に関して

は日本とドイツにおいて共通した対応が見出されており、 に基づいた会計システムを

基盤に据えた企業経営を確立するという展開が両国においてみられている。

また、 の適用に関連する議論に限定されるとはいえ、財務会計の実践の変化に連動

するかたちで管理会計の実践が変化を遂げようとしている。つまり、 に依拠した会計

システムを運営するために、ドイツ企業が新たな会計システムの確立を模索していると理解

できよう。そのため、近い将来において、ドイツ型の会計システムを保持していくのか、あ
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るいは 型の会計システムを創り出していくのかという意味において、ドイツ企業は大

きな岐路に直面しているのである。

今後の課題としては、日本とドイツの国際比較の視点から財務会計が主導する管理会計の

変化というテーマのもとで、 をベースとした企業経営を一つのモデルとして描き出

し、これを類型化する作業が必要であろう。さらに、内部統制やコーポレート・ガバナンス

などの諸問題が、管理会計上においてどのような意味を持っているのかをさらに検討しなけ

ればならない。

なお、本稿は、平成 年度の大阪商業大学・研究奨励助成を受けた研究成果の一部であ

る。
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