
．はじめに

本稿の目的は、国際財務報告基準（ 以下では

とよぶ）の適用に対してドイツで展開されている財務会計とコントローリングの調和

化の過程を明らかにすることにある。

ドイツでは、これまで財務会計とコントローリングは伝統的に計算目的の相違から別々の

発展を遂げてきた。しかし 年以降、ドイツ・コンツェルン企業に の適用が原則的

に義務付けられたことから、ドイツ商法典（ 以下では とよぶ）

から に変更するためにドイツ会計実務のあり方が著しく変化している。すでに会計シ

ステムの再構築への取り組みは 年代頃から議論され始め、 の適用以降から急速な

展開をみせている。そこで本稿ではドイツ固有の会計制度が抱える問題への対応と 適

用への対応という つに焦点をあてる。

従来、 つの領域に区分されてきた財務会計とコントローリングの両領域が部分的に統合

され、こうした企業実務の変革が会計学の理論的な枠組みの再検討を促している。従って

から という会計基準の変更を通して、会計数値の単なる組み換えではなく、実

質的にはドイツ企業計算システムの再構築が要請されている。特に、 の適用による影

響は、財務会計の領域だけではなく管理会計の領域にも見出されている。すなわち に

依拠した決算書を作成するために、マネジメント・アプローチ（ ）

の観点からコントローリング・システムにおいて を運用するための仕組みを確立する

ことが重要な課題になっている。その際、 決算書の作成に必要な情報を収集するため

に、例えば原価計算の積極的な活用手法が提案されている。

こうした議論に取り組むドイツの代表的な論者としては、キュティング（ ）、メ

ネル（ ）およびキルシュ（ ）等があげられる ）。まずキュティングは、

経営管理を軸として国際会計基準の導入がドイツ企業に与える影響を考察している。そして
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メネルは総合的利益管理システムを構想する中で、ドイツ型原価計算の特徴である原価計算

上の原価費目の計上を取りやめ、コントローリングを財務会計に接近させることによって調

和化を提案している。またキルシュは、 の決算書に必要になる情報をどのように収

集・作成するのかという会計情報マネジメント・システムの確立を提唱しているのである ）。こ

れらの研究成果を跡付けながら、本稿では の適用を契機とするドイツ会計組織の再構

築およびドイツ管理会計論として展開されるコントローリング論の新たな展開を考察する。

そこで、これらの問題意識のもとで本稿の構成は次のようになっている。まず第 節では

マネジメント・アプローチの観点から とコントローリングの相互依存関係を検討す

る。そして、企業価値を重視する企業経営の考え方が への対応に際してどのように織

り込まれているのかを明らかにする。さらに第 節では、ドイツで財務会計とコントローリ

ングの調和化が今なぜ重要な課題として提起されているのかを考察する。次に、企業のグ

ローバル化に伴い、ドイツ型原価計算システムを修正する動きが強まっており、 のも

とのでのドイツ型原価計算の新たな展開を取り上げる。最後のむすびでは、全体を総括し、

その意義を述べる。

． とコントローリングの相互依存関係

企業活動が国内外に広がり、主として資本市場での国際的取引が会計ルールのあり方に影

響を及ぼしてきた。一般的に言えば、大企業や多国籍企業は、世界規模での事業展開におい

て、世界中の子会社を結合させるために財務会計と管理会計のシステムを統一的に構築す

る。他方、大企業は各国のローカル基準および国際会計基準への対応というかたちで 重に

財務諸表を作成する必要がある。

まず、ドイツでは、 年から 年までは国際財務報告基準の採用に対して選択権が与

えられており、この時期から国際会計基準（ ・ ）を自発的に採用するドイツ

大企業が次第に増加した。このような状況を受けて、 年 月には 諸国において会計

の調和化が進行するに際し、ドイツ企業の外国資本市場での円滑な資本調達を支援する目的

で資本調達容易化法（ ）が施行されている。これに

続いて同年 月には、企業領域統制・透明化法（

）が施行されており、企業経営の透明性を高めることが目指され

ている。

そして 年以降、 がドイツ・コンツェルン企業に適用され、資本市場を志向する

すべてのコンツェルン企業に国際財務報告基準に準拠した財務諸表の作成が義務付けられ

た。この適用の区分が表 に示されている。 年までは移行期間が容認されていたが、
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）例えば 等の文献が挙げられ、最
近の展開については次の文献に詳しい。

。
）現時点では、このような調和型会計モデルを考察する方法論に関して、様々に異なる目的に役に立つ多
機能の財務会計・管理会計の一体型モデルを構想するという段階には至ってはいない。
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年以降、 に依拠した決算書の作成が義務付けられている。

ただし、コンツェルン企業への の適用とは対照的に、資本市場志向の企業における

単独決算書や、資本市場を志向しない企業に対しては の適用には依然として選択権

（ ）が与えられている。

現在、 の導入によりドイツ会計学の理論的な枠組みに多様な問題が提起されてい

る。後述する予定である財務会計とコントローリングの接近に関する議論が活発になされて

いるが、これ以外にも と の比較・検討、個別決算書と連結決算書の関係、商法

上の貸借対照表と税務上の貸借対照表の調整など広範な範囲にわたっている ）。とりわけ、

への変更に関する対応策と平行しながら、企業価値向上や株主価値志向の考え方を会

計組織の再構築に取り込む動きが反映されているのである。

したがって 適用の影響を受け、システム運用の側面も含め会計実務では会計組織の

再編が着実に進展している ）。これまでドイツ企業では、財務会計部門（ ）

とコントローリング部門（ ）は独立した部署としてそれぞれ設置され

てきたが、 の導入に伴って両部門の共同作業が増大している。言い換えれば、

に依拠した決算書の作成もしくは による経営管理の実施という観点から両部門間の協

力関係が不可欠になっていると言えよう。最近では、財務会計担当部門とコントローリング

担当部門を統合したビルトローリング（ ）部門が新たな部門として創設され、こ

のビルトローリングという新たな造語がこうした状況を如実に示している。

なお補足ではあるが、 との共通化を進める日本の立場とドイツでの への対応

という立場においては共通点が少なくはないと言える。しかしながら、ドイツのケースが先

行事例として参考になる場合もありうるが、ドイツが に組み込まれていることに十分配

慮しなければならないし、 における決定事項がドイツ会計のあり方に著しい影響を及ぼ

しているという事情を配慮しなければならない。

次に、コンツェルン企業を対象として から への会計基準の変更に際して、コ

ントローリング・システムが の運用にどのように対応しているのか、その展開を考察

したい。 とコントローリングの相互関係を考察する際に、コントローリングを活用す

る主要テーマとして、特に貸借対照表作成・損益計算書作成、評価基準の共有、決算書の開

示の つが取り上げられる。つまり、 に依拠した財務諸表を作成する目的のために、

これに必要とされる情報がコントローリング・システムから提供されることが目指されてい

表 適用に該当する企業

資本市場志向の企業 資本市場非志向の企業

単独決算書 選択権（ ） 選択権（ ）

コンツェルン決算書 義務 選択権（ ）義務

）
）こうした会計組織の変革が一時的なその場しのぎの対応によるものであるのか、あるいは理論的に説明
可能な変革であるのかという点については今後、検証作業が必要とされよう。



る。ただし、これら つのテーマはドイツ企業のグローバル化が進展するにつれて一層、重

要な論点になっているが、コントローリング・システムの再編成と新たな課題が抱き合わせ

で提起されているために全体像を把握することが容易ではない。

通常、企業実務では の導入に向けた準備作業が必要になり、会計組織設計のコンセ

プトならびに会計システムの構築等について周到に準備しなければならない。いくつかのド

イツ企業において の導入を進める過程に注目し、会計組織の変革に関するスケジュー

ルが紹介されている。そこで、ロバート・ボッシュ（ ）社のケースを

取り上げて検討したい。同社は自動車部品および電動工具の大手メーカーであり、世界 か

国以上で事業を展開しながら企業価値の向上を目指し、長期的な視点から企業経営に取り組

んでいる。特筆すべきことは、同社の株式の ％が ロバート・ボッシュ財団 によって保

有され、残りの株式についてもボッシュ家によって保有されている非上場企業であるという

点である。

下の表 に示されているように、同社では、 年までは原価計算から得られる原価情報

をベースにした経営管理が実施されていたのである。しかし 年以降、価値志向の経営管

理（ ）システムの導入、これに続く 年度から

は から に会計基準を変更する過程において、財務会計ベースの会計数値による

経営管理へと移行したのである。そして 年からは の導入計画に重ね合わせるかた

ちで、コンツェルン企業の経営管理を展開するための価値志向経営の仕組みを確立すること

が議論されている。

すなわち、 に従った貸借対照表・損益計算書を作成するという作業に加えて、企業

価値経営の視点から会計システムの調和化のプロセスが検討されている ）。特に のも

とで展開された価値志向経営のコンセプトが、 のもとでも十分に機能するか否かにつ

いて入念な検討が加えられている。なお、同社は様々な経済指標のなかから経済的付加価値

（ ）およびキャッシュ付加価値（ ）を採用しているのである。

これらの経済指標に関しては、現在、企業が資本市場を志向するために英米流の経済指標

を活用した企業の経営管理手法を導入した結果、伝統的なドイツ型原価計算の採用はますま

す限定的な領域に見出されるようになった。つまり、ボッシュ社の事例から看取されるよう

に、独立した原価計算から得られる原価情報から、 に依拠した財務会計データを活用
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表 企業価値を志向する経営管理に関する導入の過程と への組み換え

（出所） から引用した。
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した経営管理へとシフトしているのである。

さて、 に準拠した貸借対照表・損益計算書を作成するためには、財務会計情報に加

えて管理会計情報が必要されることはすでに指摘した。このとき、マネジメント・アプロー

チ（ ）が重要視されているが、このマネジメント・アプローチを採用することによっ

て に準拠した財務諸表を作成するという手続上の妥当性が確保されると理解されてい

る。そこで、マネジメント・アプローチの適用領域について検討しておこう。一般的な定義

に従えば、マネジメント・アプローチの目標は、経営者が業務の意思決定に利用する経営情報

や経営者の業績評価に関連する数値が企業外部の投資家などの利害関係者に報告されるというこ

とにある ）。つまり、投資家に対して有用な情報を提供するために、貸借対照表・損益計算

書においては法定による情報開示又は自発的な情報開示が重要になっている。換言すれば、

企業内部の情報が企業外部の投資家にとっても有用な情報として開示されることになるので

ある。

このことと密接に関連して、マネジメント・アプローチの枠組みを適用するケースについ

て、コントローリングに関連する会計基準が次のように示されている ）。これらは、棚卸資

産（ ）、工事契約（ ）、法人所得税（ ）、セグメント報告書（ ）、資

産・工場・設備（ ）、収益（ ）、ディスクロージャー関連（ ）、減損資産

（ ）、無形資産（ ）、投資不動産（ ）、企業結合（ ）などの会計基準

である。まずは棚卸資産（ ）であるが、特に製作原価（ ）に関し

て、これに算入される項目に対して と の規定において相違がみられる。この様

子が次のページの表 に示されている。つまり、 と を比較すれば、製作原価に

算入する費用項目の変更に際し、製作原価として算入可能である項目とそうでない項目の間

に差異がある。ただし、ここでは において選択権が与えられている材料変動共通費・

製造変動共通費、材料固定共通費・製造固定共通費などの項目については、税法の基準性の

観点から製作原価への算入が義務付けられている点に留意されたい。

特に、マネジメント・アプローチの適用領域において、原価計算の新たな役割が見出され

ていることに留意しなければならない。例えば工事契約（ ） では、長期請負契約に

従い、工事契約原価および工事原価の見積りのために、プロジェクト原価計算を立ち上げ、

原価の集計・計算が実施される点があげられる。また減損資産（ ）では、減損の測定

に関する情報を収集するために、原価計算とキャッシュ・フロー計算を連携させた計算が提

案されている。さらに無形資産（ ） においても、 に依拠した原価費目・部門・

製品別計算を利用したプロジェクト原価計算が活用されている。このように、 の各会

計基準に対応するために、原価計算を軸とした様々な計算手法から取得されるデータが活用

されているという側面において原価計算の新たな役割が期待されるのである。

）この点に関連して、わが国ではシャープ における連結経営における会計システム構築への取り組みが
注目に値する。同社は 年から 年以内に北米・ヨーロッパおよびアジアにおけるシステムの統一を実
施することにより、グループ内における会計システムの標準化に取り組んでいる。これについては以下の
文献を参照されたい。大西徹夫［ ］ 頁。
）
）



その上、マネジメント・アプローチの適用領域に密接に関連して、これを展開するための

仕組みがコントローリングに要請されている。具体的には、企業内の組織単位、計画システ

ム・統制システム、リスクマネジメント、プロジェクト・コントローリングなどが重点的に

取り上げられ、とりわけ将来予測に関わるキャッシュ・フロー計画と原価計算との連係が重

要視されている。このとき、短期的な成果計算を多期間の成果計算と連係させるという経営

管理手法やその活用が活発に議論されているのである ）。

このようなマネジメント・アプローチの展開を受けて、企業情報の開示にも変化が見られ

る。一般的に企業は財務情報や 情報だけでなく、環境への取り組み、社会活動、リスク

管理など多様な情報を開示している。そこでマネジメント・アプローチに従い、リスク報告

書、セグメント報告書又は経営状況報告書（ ）等が作成されるにともなって、

注記、セグメント情報において管理会計情報が求められている。これに加えて、経営状況報

告書や注記（ ）を含めたいくつかの項目については、企業経営の透明性を高めるた

めに企業の内部情報にまで立ち入った情報開示が要請されている。これに関連する法令とし

てはドイツ企業会計基準 条に示されているように、完全性、信頼性、明瞭性等の諸原則に

従って経営状況報告書を作成しなければならない。また、この経営状況報告書に記載すべき

内容としては、営業状況、収益状況、財務状況、資産状況、チャンス・リスクに関する報

告、予測が含まれる（ドイツ商法 条）。

すなわち経営状況報告書には、過去に関連した情報にとどまらず、近い将来に経営に多大

な影響を与える取引を網羅し、これを記載することが要求されている。このとき場合によっ

ては、経営状況報告書を作成するために必要となる情報については、財務会計やコントロー

リングの領域にとどまらず、税務・人事・法務といった部署からの情報収集が必要になる。

従って、企業で情報報告システムの統合を推し進め、様々な観点から作業の効率性を高める

ことが模索されている。
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表 製作原価の内訳

材料費 義務 義務

製造原価 義務 義務

製造に係る特別費 義務 義務

材料変動共通費・製造変動共通費 義務 選択権

材料固定共通費・製造固定共通費 義務 選択権

一般管理費 義務 選択権

企業の社会保険・年金保険の費用など 義務 選択権

借入利子等 選択権 選択権

販売に係る特別費 計上不可 計上不可

販売費 計上不可

義務 義務

義務 義務

義務 義務

義務

義務

義務

義務

（出所） から引用者が一部を修正した。

）この多期間にわたる意思決定を支援することを目的にする原価計算論は投資計算の手法を基礎にして構
想されている。詳細については、拙稿［ ］を参照されたい。
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以上、述べてきたように、 とコントローリングの直接的な関連性を描き出し、コン

トローリング論の新たな展開とその課題を考察した。このような とコントローリング

の相互関係のもとで、 の導入を契機として財務会計とコントローリングの領域を再構

築するという機運があらためて高まっている。

次節では、財務会計とコントローリングの調和化の過程に焦点をあて、ドイツ型原価計算

の変容を考察する。

．財務会計とコントローリングの調和化の必要性

前節で述べたように、ドイツにおいても企業価値を志向する経営が重視され、会計組織の

再構築に高い関心が集まっている。また の導入により、財務会計での評価基準の変更

に関して、管理会計領域において公正価値（ ）評価を軸とする業績評価の問題が

議論されている。すなわち、企業外部の投資家の意思決定に有用な情報が，企業内部の従業

員の動機付けとして有効か否かが論点となっている。

近年、企業による事業の国際的な展開によって会計基準の国際化が進展し、ドイツでは、

財務会計とコントローリングの調和化が促されている。まずは、財務会計とコントローリン

グの関係を論じる際の用語を整理しておきたい。 の観点から財務会計とコントローリ

ングの両者の関係を論じる場合には、コンバージェンス又は収斂（ ）、調和

（ ）、統合（ ）、接近（ ）という用語が様々に使用

されている。ここでキュティングらの所説に依拠すれば、コンバージェンス（収斂）とは、

共通のメルクマールを形成すること、あるいは意見や目標を一致させることを意味してい

る。次に調和とは、様々な事物が相互に調整されること、又は相互に適合することを意味してい

る ）。そして、統合とは つの事物を統一することを意味しているのに対して、接近とは離

れていた事物の距離が近くなることとして解釈されている。このことから判断すると、用語

上の意味は相互に重なり合っており、実のところドイツ人研究者の間でもいずれの用語を採

用しているケースが見受けられる。ここでは、 者を相互に適合させるという側面を強調す

る意味で調和化という用語を採用することにする。

すでに言及したキュティングらは財務会計とコントローリングの両者の関係について、企

業計算の様々な部分領域を再度、統合することが重要であると述べている。そこでまずは、

財務会計とコントローリングという つのシステムの異なる役割を再確認し、 の適用

に対応して両システムを再構築することが重要であると主張している ）。このキュティング

らの見解には、会計基準の国際化による の導入への対応、それと同時に財務会計を

ベースとして株主価値志向の考え方を取り入れた経営管理システムを構築する意図が示され

ているのである。

さしあたって、ドイツ会計学の歴史的な変遷を振り返ると、ドイツ会計制度は伝統的に目

）
）



的適合性の観点から財務会計と原価計算の つの領域に区分され、この つの区分を保持し

ながら独自の発展を遂げてきた。第 に、このように伝統的に区分されてきた理由として

は，財務会計の数値は経営目的には有用ではないという点があげられる。さらに、貸借対照

表政策（ ）、税務貸借対照表による逆基準性（ ）の

影響などがあげられる。その結果、 のもとで財務会計とコントローリング（又は原価

計算）に区分され、実質 元のシステムが保持されてきたのである。第 に、このようなド

イツ会計システムでは収益 費用、給付 原価、収入 支出という概念が対置され、各概念

が区分されてきた点があげられる。このうち、価値上の原価概念はしだいに支出

（ ）原価としての性格を持つものとして受け入れられるようになってきてい

る。

ドイツ・コントローリング論は、 年代のアメリカへの実地調査およびアメリカ企業の

子会社がドイツで採用したコントローラー制度の導入を直接的な契機として急速に発展して

きた。なおドイツでは、 年代以降，コントローリング論という枠組みにおいて管理会計

論が議論されてきたという事情がある ）。このコントローリング論ではアメリカのコント

ローラー制度の影響を強く受け、計画システム・統制システム・情報システムを柱とする全

体の理論的枠組みが構想されている。ゆえに、コントローリングという制度の確立の背景に

は、トップ・マネジメントの役割の重要性がドイツでも広く容認され、銀行と経営者による

企業運営の構図に変化が生じていると理解されよう。

他方、企業経営のグローバルな展開がドイツ・コントローリングの確立に重要な役割を果

たし、会計実務および会計学界の発展に大きく寄与した点も見落とすことができないであろ

う。しかし、それにもかかわらず現在では、事業活動や企業間取引のグローバル化が深化す

ることにより、ドイツ国外の子会社においてドイツ型の会計システムの複雑さが知られるよ

うになり、会計数値に関する理解が従業員の間で共有されていない点が問題視されている。

補足的に言及すれば、本稿の主題として取り上げている会計組織の再構築に関する議論の発

端は、 年代の総合電機大手のシーメンス（ ）における会計システムの改革

に関する報告にある ）。この報告は多方面に波紋を広げ、企業経営のグローバルな展開に直

面し、ドイツ型原価計算のコンセプトを再点検し、計算システムの複雑さを解きほぐそうと

する動きにつながったのである。その際、グローバル化による相互作用という考え方を軸

に、必然的なものとそうではないものとに区分するという作業が実施されている。

実際に、ドイツ企業の財務会計とコントローリングの調和化の程度を調査した実証分析を

整理しておきたい。まずは、ドイツ企業を対象としたホルバート・アルノ（

）［ ］による調査である。調査研究の目的は、 や 等の国際会

計基準の導入がドイツ企業に及ぼす影響を調査することにあった。この調査結果によれば、

すでに企業の約 ％において財務会計とコントローリングの調和が達成され、調和型の会計

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

）なお、近年では、管理会計領域では英米や日本の研究成果が積極的に導入される傾向にあるので、厳密
な意味でのドイツ会計学の発展を辿るにはより詳細な分析が必要である。
）この時点における同社の事例報告では の枠組みを前提とした会計組織の再編であったという点に
留意すべきである。これ以降、 ・ さらに 等の国際会計基準の適用が進行し、財務会
計と管理会計の調和化をめぐる議論が加速しているのである。
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システムを採用する企業が増えつつあることが認められる。

次に、ハリング・プラントナー（ ）［ ］らがドイツ・オーストリ

ア企業を対象として実証分析を実施している。この調査結果によれば、会計システムの調和

化に関しては、実施済みの企業が ％、調和化を実行中の企業が ％、また調和化を計画し

ている企業が ％に達している。このことから、会計システムの再編が財務会計とコント

ローリングの接近という形で展開されていることが示されたのである。また、こうした両分

野の調和化が今後の会計システムに及ぼす影響についても言及し、その上で調和した両シス

テムの利点として企業内部での会計データの理解が容易になる点を彼らは指摘している。こ

れに加えて、 よりも の会計基準のもとで、財務会計とコントローリングの結び

つきが強まる傾向が確認されている。ただし、 等の会計基準設定者への依存度が増す

ことに対する危惧も指摘されている。

以下では、こうした実証分析を踏まえ、財務会計とコントローリングの調和の手法につい

て考察する。まず、次の図 に描き出されているように、企業の会計組織において財務会計

における利益測定と情報提供、コントローリングにおける統制計算と計画計算の各役割が示

されている。図中では、調和化に該当する範囲対象は会計組織の部分領域にあたり、企業全

体と調和する部分領域が描き出されている。そこで、財務会計とコントローリングの両シス

テムでは運用面において、相互に重なり合った領域が示され、相互に情報を提供する場面が

描き出されている。すなわち、財務会計の情報提供とコントローリングの統制計算の各領域

に部分的統合が見られ、これが両領域の調和化の対象範囲として描き出されているのであ

る。なお注意すべき点は、財務会計とコントローリングの全体が必ずしも調和化の対象に

なっていないところにある。

従って、このときコンツェルン企業における財務会計とコントローリングの両分野が完全

図 会計組織の部分領域の調和化

（出所） に引用者が一部加筆した。



に統合されるというわけではない。すなわち、財務会計とコントローリングの完全な統合が

意図されているのではなく、部分的な統合に向けて調和化が進んでいるのである。ちなみ

に、財務会計とコントローリングの完全な調和には否定的な見方や無意味であるという批判

的な見解が多く見られる。財務会計とコントローリングが相互に全く無関係な事項も少なく

はないからである ）。

要するに、会計システムの運用面から効率性を向上させ、完全な統合というよりはむし

ろ、部分的な統合が目指されていると言えよう。この部分的統合に関してドイツ・コント

ローラー協会の報告によれば、会計組織の再構築のねらいは、主として異なる計算目的に際

して、コントローリングと財務会計の 領域において共通の会計情報を利用するということ

にある ）。

ここでもう一つの重要な事項は、企業階層の違いによる経営管理手法の使い分けである。

コンツェルン親会社のトップ・マネジメント・レベルでは財務会計とコントローリングの調

和化が進展しているが、企業階層の下位レベルでの事業部や工場では計算目的に応じた計算

手法を採用し、財務会計とコントローリングの調和化の程度が低い状態にとどまっている。

つまり、コンツェルン・レベルでの経営管理には による決算書に記載される数値を用

いた経営管理が実施されるのであるが、事業部や工場では現場に意思決定の権限が委ねられ

原価計算などの詳細な経営成果を活用した経営管理が実施されているのである。

次に、ドイツ型原価計算の簡略化の傾向について考察する。ドイツでは、財務会計上の利

益と原価計算上の利益の つの利益数値が計算目的に応じて内部会計と外部会計の各領域で

使い分けられてきた。ところが近年では、ドイツ企業のグローバル化の結果として、ドイツ

原価計算に特有の原価費目等の計算上の異質性をなくし、ドイツ型原価計算を修正する試み

が実施されている。例えば投資家や経営者でさえ、どちらの利益概念に依拠したものである

のかその都度、判断しなければならないという状況がもたらされてきたからである。

そこで調和化に際しての原価計算上の問題点を考察するために、メネルの所説を取り上げ

る。メネルは原価計算を財務会計上の費用計算（ ）に近付けることを通

して財務会計とコントローリングの調和化を企図し、一つの利益数値に基づいて内部会計と

外部会計に一貫する経営成果コントローリング（ ）システムの確立を提

案している。つまりメネルの所説によれば、従来、企業内部において利用される経営成果

は、財務会計上の損益計算とは異なる他の利益数値から算出されたのである。そもそも、こ

うした利益数値の違いをもたらす原因として考えられるのは、財務会計上ではこれまで資本

維持という点が強調され、名目（ ）利益が重視されたからである。これに対し

て、原価計算上は実物（ ）利益が重視されたからだとされる。この原価計算上の

考え方は、投資に投入される資本が償還されることを前提にして、時間の経過により生じう

るインフレの影響を回避するための策として実物的利益概念から導き出されたのである。

このため、ドイツ原価計算論においては周知のことであるが、原価計算上の原価
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）

）これら大企業とは対照的に、中小企業では 元的な会計システムが構築されておらず、会計システムの
調和化といった問題には関係がないケースが多い。
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（ ）として、減価償却上の原価（ ）、

原価計算上の危険費（ ）、原価計算上の利子（ ）等の

ように、詳細な原価費目が設定されている。これらの原価計算上の原価項目については、本

来、利益要素の性質をもつものも含まれており、税務上の処理からも問題がある原価費目が

含まれている。したがって、このような原価計算上の原価要素を算入すれば次のような結果

がもたらされるのである。つまり、原価計算上の減価償却費、原価計算上の自己資本利子や

原価計算上の経営者給与などの付加原価（ ）を基礎にして算出される経営成果

が、財務会計上の損益計算書から算出される経営成果よりも、低めの利益数値になるのであ

る ）。さらにメネルは、原価計算上の付加原価はその性質から判断しても課税対象となる利

益要素であり、財務会計上の観点から見ても費用に対置されるものではないと指摘している ）。

例えば最近では、提携又は売却先を模索しているアメリカ自動車メーカー大手のクライス

ラー社では、ダイムラー・クライスラー社として企業合併していた当時、ドイツ側とアメリ

カ側ではそれぞれ別の原価計算システムが堅持されていたと報告されている ）。つまり、同

社のドイツ側では限界計画原価計算（ ）が伝統的に利用されているが、アメリカ側で

は既存の原価計算が保持されており、ドイツ型の原価計算が全面的に導入されていないこと

が紹介されている。この理由としては、ドイツ型原価計算を基礎とした詳細な原価情報によ

る混乱、複雑な会計情報システムの構築問題などがあげられ、ドイツ型原価計算の十分な理

解が容易ではないことが報告されている。

本来、ドイツ企業会計システムにおいて原価計算が独立して発展することになったのは、

制度上の観点からみれば、公的価格法（ ）の影響が強いとメネルは指

摘している。この公的価格法では特に減価償却に関して、原価計算上の減価償却資産に対し

ては再調達価額として時価が規定されていたのである。そのため財務会計上の減価償却額と

原価計算上の減価償却額に著しい乖離を招く結果となり、原価計算と財務会計上の費用計算

の つに区分され、両計算がそれぞれ独自の展開を遂げていることに繋がったとも考えられ

ている。

しかしながら現在では、内部会計において重要な意味をもっていた価格設定目的と原価計

算との密接な結び付きが見直され、原価計算の主要な目的が成果志向の経営管理へと移行し

てきたのである。近年では、ドイツ企業は市場志向を強め、原価計算システムの運用面では

利益管理が重要視されるようになっている。そして部分原価計算の一つの形態である補償貢

献額計算（ ）の原則に従い、この段階的な利益計算の考え方を

採用し、詳細な利益分析を展開してきたのである。その間、原価計算のあり方を拘束してい

た公的価格法の影響がほとんど失われ、現在では財務会計とコントローリングを調和化させ

るための条件について以前よりも有利に整備された状態が生じているのである ）。

このことから の適用以降、財務会計とコントローリングの調和化に伴い、実質的に

は原価計算上の原価費目を採用しない企業が増えている。実際の企業実務において、原価計

算上の要素を放棄することによりコントローリングを財務会計に接近させる試みがなされて

）
）
）



いるところにドイツ型原価計算の変革の一端が見出されている。

以上、述べてきたように、ドイツ企業の国際的な事業展開に伴い、ドイツ型原価計算が抱

えている問題点やその異質性が明らかにされている。また、ドイツ型原価計算がドイツ語圏

以外の国々の従業員の間に容易に受容されるためにドイツ型原価計算の修正が実施されてい

る。しかし、もはやドイツ型原価計算が不要のものとして位置づけられるというものではな

く、 による会計組織の再構築の過程において新たな役割が付与されている点を理解し

なければならないであろう。

む す び

以上のように、本稿では、ドイツ企業における財務会計とコントローリングの調和化の過

程を跡付け、 という会計基準の運用を図るために議論されているコントローリング論

の新たな展開を考察してきた。まず を枠組みとして体系化されてきたドイツ・コント

ローリングがその基盤に を据えることにより、どのように変化しているのかを検討し

てきた。その際、ドイツでは の適用による会計組織の再構築の過程に、企業価値志向

の経営管理手法を確立しようとする構想を重ね合わせるという展開が見られ、財務会計とコ

ントローリングの調和化の方向性とドイツ型原価計算の新たな役割を明らかにした。ここで

は全体を要約し、その意義を明らかにしておきたい。

近年では、 に依拠した決算書を作成するために必要となる会計データが、財務会計

とコントローリングの両方から収集されることを契機として、 とコントローリングの

相互関係が重視されている。そこで、会計の調和型モデルを議論する起点では、財務会計は

法制度によって規定されているので、財務会計を変更させるという議論の余地は非常に限ら

れたものになっている点を留意されたい。そのため、実際には管理会計を財務会計に接近さ

せていくという接近法が採用されているのである。またこうした会計組織の再構築では、会

計情報システムを共有し、そこから作成された情報を様々な経営管理目的に活用することが

要請されている。つまり、独立した計算領域としての原価計算を費用計算に接近させ、企業

の階層に応じた経営管理手法の使い分けが実施され、このことは企業全体のトップ・マネジ

メントでは総合的な経営管理指標が採用され、子会社や工場などでは原価計算が採用される

という展開に顕著に表れている。

次に、 の導入によりドイツ企業が直面する会計システムの再編の過程を考察してき

た。 の導入を契機として、 つに区分して展開されてきた財務会計とコントローリン

グの領域が接近し、会計組織の再構築が促されている。つまり、この会計組織の再構築は、

財務会計とコントローリングに区分された つの領域を部分的に統合するというかたちで構

想されている。その上で、ドイツでは の要求を満たしていくことに加え、企業価値重

視の立場から を通じて得られる会計情報をベースにした経営管理手法の確立を推進す

るという点にコントローリング論の新たな課題が提起されているのである。
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