
はじめに

本稿の目的は、金融危機などによる株式市場の低迷に端を発し、ドイツであらためて活発

に議論されている企業価値経営論における前提条件や問題点を跡付けて考察することにあ

る。 年代以降、グローバル化の進展などにより、企業価値を志向する経営管理

（ ）の導入がドイツの大企業の間で広がりを見せ

た。企業価値をベースとした手法（ ）が適用され、ドイツの伝統

的な企業経営との調整を経て、重要な地位を確立してきたと言える。ここで、企業価値経営

とは、資本の提供者、投資家や株主を重視し、株式市場における株式時価総額を高め、企業

外部における企業のパフォーマンスを高めると同時に、企業内部における成果を一つの経済

的な管理指標に集約し、収益性を向上させていくことである。

これまで、拙稿において検討してきたように、ドイツ大企業では国際財務報告基準への対

応と並行して、英米流の統一的な経済的管理指標が適用された。このとき、子会社や工場な

どの現場レベルにおいては、ドイツ型原価計算の限定的な活用が確認され、企業階層の段階

に対応した経営管理が展開されている点を明らかにした ）。ドイツでは、本来、利害関係者

に配慮したコンセンサス型の企業経営を展開してきたという経緯があり、株主価値を最重要

視するという立場は、一つの大きな転換として受け止められたのである。グローバル化の進

展により、投資家を保護するための施策として、ドイツは様々な改革を推し進めてきた。こ

のことは、国際財務報告基準への対応としての会計基準の改正、投資家への有益な情報提供

などに如実に表れている。ドイツ商法に依拠し、保守主義の原則に従って作成された財務諸

表に関して、国際財務報告基準と比較したとき、財務状況の透明性が低いと判定された面も

あったのである。

ドイツにおいては、企業価値における株主重視の考え方に関しては慎重な立場をとる論者
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が少なくないにもかかわらず、管理会計研究および企業実務の両面において、企業価値経営

の普及が進んでいる。また、 年のリーマン・ショックによる金融危機、ギリシャにおけ

る債務危機を背景に、資本市場や株式市場の低迷が見受けられる。現在、ヨーロッパ諸国以

外において、アメリカなど株式市場の回復の兆しがみられるものの、世界経済の見通しが不

安定な状況にある。このような状況において、ドイツでは、いわゆる不況期における企業価

値モデルの有効性に関して様々な視点から論じられている。特に、先行研究としては、ヴァ

イセンべルガーら（ ）やギュンターら（

）の所説が注目に値する ）。すなわち、資本市場や株式市場の機能との関わりにおい

て、企業内外における企業価値の評価が、短期的または長期的に企業経営にどのような影響

を与えるのかを探求しているからである。そこで、本論文の目的は、これらの論点を整理

し、企業価値経営がドイツの企業経営の議論にどのような変化をもたらしているのかを明ら

かにすることある。

こうした課題に取り組むために、本稿の構成は次のようになっている。第 節では、ドイ

ツにおける企業環境の特質を要約し、企業価値経営の動向を考察する。ここでの問題意識と

しては、実際に、複数の利害関係者に配慮した経営スタイルから株主重視の経営へと移行が

進行しているのかという点にある。次に、企業価値を志向する際に、経済的指標への集約が

どのような仕組みになっているのかを検討する。第 節では、企業価値経営を導入する企業

実務のケースを手掛かりにし、企業価値を向上するための組織的な取り組みを跡付ける。そ

れから、企業価値経営に関連した問題点を検討する。そして、最後のむすびにおいて全体を

総括する。

企業価値経営の動向

本節では、ドイツにおける一般的な企業形態の特徴を整理し、ドイツ大企業を中心に広く

普及してきた企業価値経営の展開を跡付ける。ドイツでは、これまで、原価計算の役割が強

調されてきたけれども、近年においては、企業価値を重視する企業経営手法がしだいに重要

な地位を確立してきた。企業価値とは、通常、企業における株式時価総額の価値として理解

されており、価値をベースにしたマネジメントへの展開へと議論が深まっている。

ドイツ企業の海外への事業拡大に伴い、ドイツ的企業経営の複雑な仕組みや不透明性が認

識されるようになり、その結果として、アメリカやイギリス流の経営手法が、従来のドイツ

的企業経営のあり方に変革を促す一定の圧力を与えてきた。資本市場のグローバル化によ

り、財務諸表の比較可能性を高め、投資家の立場を考慮することが求められ、こうした流れ

がドイツにおける財務会計および管理会計の一連の改革に繋がっている。

まず、国際的な視点から企業形態を考察すれば、国によって企業の形態は様々であり、そ

の国の法制度の影響が色濃く反映されている。ドイツにおける企業形態のあり方に関して

は、周知のように、英米における投資家保護の立場とは対照的に、主として債権者保護を目
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的にしており、利害関係者に配慮してきたコンセンサス型の経営が展開されてきた。これに

関連して、シェーファー（ ）らによれば、ドイツは、社会的市

場経済のもとでは、高度の集中による企業管理によって特徴づけられ、伝統的に複数のス

テークホルダーを重視する立場を代表してきたと指摘している ）。ドイツでは、有限会社

（ ）および株式合資会社形態（ ）の企業数が多く、株式会社形態の企業は相対

的には少数である ）。その上、たとえ大企業であっても、株式が家族や財団によって所有され

ているケースが少なくなく、こうした株式所有の実態も、企業経営の方針に影響を与える一因

になっているのである。本来、企業全体から見れば、僅かな割合を占めるに過ぎない株式会社

に関しては、株主が一般的には広く分散しているのに対して、他方、同族会社や家族支配によ

る企業においては、株式が、特定の株主において集中しているという特徴があらわれている ）。

企業統治においては、ドイツの銀行が果たす役割が重視されてきた。これに関連して、

シェーファーとレベレンツの所説において述べられているように、ドイツでは、銀行がハウ

スバンクとしての役割と機能をもっている。通常、銀行が株主として経営を監視していると

いう直接の契機は、銀行が大企業の株式の大部分を所有し、銀行による所有権の集中が広く

認められるという事情によっている。他方、英米では、株主は広く分散しているケースが多

いとされている。

このハウスバンクの特質をあげるとすれば、資本の提供者、出資者、議決権の保持者、取

締役会のメンバーあるいは投資銀行など、組織としてすでに多数の利害関係者グループを併

せ持っているということである。このような関連から、銀行が株式を所有する企業への融資

を仲介し、当該企業への企業統治に影響力を行使するというメカニズムが想定されているの

である。ただし、近年の実証分析の結果によれば、企業は、銀行からの融資に依存するより

も、実際には、自己金融により資金を調達する傾向が強いとの報告もなされている ）。

とりわけ、ドイツにおける株式会社の特徴は、トップ・マネジメント組織を業務執行機関

である取締役会と監督機関である監査役会の つに区分し、企業経営がこれら 元的システ

ムから構成されているところにある ）。このような企業体制に加え、よく知られているよう

に、ドイツ経済社会では、業種別に労働組合を組織している点において日本との相違が顕著

に示されている。そこで、共同決定法（ ）では、従業員 人以上

の資本的会社等において従業員の代表者が監査役会に参画し、経営者側と従業員側の利害の

調整を目的にしたシステムが確立されている。

最近、ドイツのコーポレート・ガバナンスの特徴と課題を論じている山縣によれば、ドイ

ツ型企業モデルを類型化する手がかりを得るために、以下のように、 つの視点に整理して

いる ）。すなわち、一つ目は、同族支配・財団所有と金融機関の影響力に関する資本構成の

特色、 つめは、監督と執行の分離、 つめは社会的側面の重視、最後にエコロジー的側面

）
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の重視をあげている。さらに、これら つの視点をふまえ、株主の相対的な影響力が高まる

状況において、ドイツでは株主価値を絶対視するという考え方は受け入れられてこなかった

と主張し、歴史的な経緯から判断すれば、企業価値の最大化の実現も不可能であるという考

え方が広く認識されていると指摘しているのである ）。ここで留意すべき点は、彼が指摘し

ているように、企業価値の最大化に対しては、批判的な見方がなされているのである。

その一方で、企業価値の考え方はドイツ企業経営に著しい作用を及ぼし、企業統治および

リスク・マネジメントなど多面的な分野と関連付けられて活発に議論されている点は否定で

きないであろう。つまり、企業価値経営では、株式市場における株式時価総額を高めるため

に、これと結びつきの強い経済的指標を駆使したシステムを構築することになるが、この企

業価値を企業全体で志向し、管理指標による経営管理手法の採用が進展しているのである。

この代表的な管理指標として、経済的付加価値（ ）が論じられてお

り、この をベースにして、企業の条件に適合させたその他の指標が新たに作り出され

ている。

そこで、鉄鋼大手として知られているテュッセンクルップ社（ ）にお

ける独自の企業価値経営の具体例を取り上げたい。ピオントコヴスキィ（ ）に

よれば、同社では、すでに企業価値を重視する経営システムを導入してから一定の期間が経

過しており、企業価値を重視するマネジメントの運用やその課題を詳述している ）。同社は、売

上高 億ユーロに達し、世界 か国において事業を展開し、従業員数は、およそ 人

に達している。そして、主な事業内容が製品およびサービスの販売にあり、事業領域は、次

のように区分されている。つまり、鉄鋼ヨーロッパ、鉄鋼アメリカ、ステンレス・グローバ

ル、マテリアル・サービス、エレベータ・テクノロジー、プラント・テクノロジー、コン

ポーネント・テクノロジー、海洋システムの つである。これらの 事業が多岐にわたって

いるので、管理指標を導入する際に、コンツェルンに特有の条件、企業の外部環境への適合

が試行錯誤で目指されたのである。その結果として、 をベースとして

（ ）を開発しているが、これは管理会計と財務会計の利益数値

を一致させた税引き支払利息および受取利息を加減した税引き前当期純利益（

以下では とよぶ）をもとに算出している ）。

以下の図 および図 において、ネット・ワーキング・キャピタルに着目し、これを媒介

にして価値志向性とキャッシュ志向の管理指標を結び付けることが描き出されている。この

ネット・ワーキング・キャピタルの額が変動すれば、直接的に、流動性やキャッシュ・フ

ローに作用する一方で、売掛金、負債、在庫などの財務会計上の数値が部分的に拘束する資

本の構成要素となるという点に照準を定めた価値創造モデルを構築しているのである。

まず、図 には、持続可能な企業価値の創造が描き出され、売上から原価を差し引くこと

によって利益が算出され、設備資産との関連において資本コスト率が算出されている。次に
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図 では、キャッシュの創造が描き出され、営業および投資キャッシュ・フローが示されて

いる。これらの持続可能な価値創造とキャッシュの創造という両面が、ネット・ワーキング

キャピタルを媒介にして結び付けられることを通じて、同社で展開されている統合的管理指

標の各要素との関連性が提示されているのである。

ところで、同社が開発した管理指標である をはじめとして、一つの統合的な管理

指標を活用し、多様な事業領域を包括的に管理していくことには、トレード・オフがあると

報告されている。すなわち、できる限り複雑さを減少させ、経営管理手法やマネジメント・

ツールに関して、一般化の度合いを高めれば高める程に、他方では、このような条件と各事

業領域におけるビジネスモデルに特有の指標や現場での管理への要求を同時に満たすことが

非常に困難であると指摘されている。まさに、この点において一般化と特殊性という両者の

間におけるトレード・オフを勘案することが重要であるとの意見は傾聴に値する ）。

図 持続可能な価値創造

（出所） より筆者が一部を引用した

図 キャッシュの創造

（出所） より筆者が一部を引用した
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そのため、同社では企業価値の考え方をより一層、理解するために、組織レベルでは、経

済的指標の適合性の向上を推進し、同時に、個人的なレベルでは企業内での研修を実施し、

社員への情報提供を図る取り組みが実施されている。今、見てきたように、同社では、企業

価値経営を導入し、そこから生じてきた指標を集約する作業の中から、企業独自の方法を展

開しているのである。

一般的には、大企業では、利害関係者から株主を重視する経営へと移行しつつある。ただ

し、こうした株主重視に対する批判的な見方がドイツ中小企業に対してもあてはまるのだろ

うか ）。そこで、以下では、中規模の企業を対象にした企業価値に関する調査結果を検討す

る。すなわち、ギュンターらは、ドイツの中規模の企業を対象として、企業価値経営のあり

方に関する調査を実施している ）。結論を先に述べれば、大企業に対して、中小企業の間で

は、単に資本の提供者や投資家のみを最重視するという見方は広がっておらず、複数の利害

関係者を同等に重視しているという調査結果が得られている。

ドイツでは、 年代以降、大企業および資本市場を志向する企業を中心に、企業価値経

営の受容、価値経営を支援する手法の活用が活発に議論されてきた。そこで彼らは、中規模

の企業において、価値経営がどの程度、普及しているか、企業価値経営に関する意識に関し

て詳細な調査を行ったのである。ドイツの中小企業の定義は従業員数が 人以上、売上高

億ユーロ以上の企業であるが、企業の規模を区別する際には、このような量的基準に加え

て、質的基準が採用される傾向にある。そこで、ギュンターらは家族経営および非家族企業

を含めた中規模の企業を対象にしたのである。回収結果として、 社からの有効回答を得

て、回収率は、 ％であった。

この調査において特筆すべき点は、資本市場および株式市場に上場していない企業におい

て、市場での評価が定まらないにもかかわらず、企業価値を重視する経営がどのような意味

をもつのかということにある。あらかじめ、想定されたように、大企業では、株主および資

本の提供者が重視されているのに対して、調査対象の企業では、ステークホルダーを重視し

た経営が展開されており、顧客、従業員と同等に、資本の提供者が位置付けられているとい

う結果が得られた。さらに、主要な手法である経済的指標の利用に関してはそれ程、普及し

ておらず、企業価値の向上が特に、企業の長期的な目標として設定されているという傾向が

確認されたのである。

以上、本節で述べてきたように、ドイツの企業実務では企業価値経営をベースにしなが

ら、企業独自の事業内容に照らし合わせ、企業価値経営を自社の状況に適合させて展開して

いることが確認された。こうした企業価値経営の動向をふまえ、次節では、企業価値経営に

関わる問題点を考察する。
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企業価値モデルに関わる問題点

本節では、 年のリーマン・ショックによる金融危機や経済不況などの企業環境の変化

によって、あらためて議論されている企業価値経営の有効性の是非をめぐる見解について論

じる。企業環境との関連において、リスク・マネジメントと企業価値経営の結び付きに関す

る議論が関心を集めている。近年では、企業価値を重視する経営に関して、企業は経済的な

指標を採用しているが、その普及状況に関して詳細な調査が実施されている。例えば、

シェーファーらは、企業価値を重視する経営が、 企業を対象に、どの程度普及してい

るのかを 年と 年度の年次報告書をもとにして 時点において比較・検討している。

彼らは、経済指標の採用率、企業価値経営の理解に関して、興味深い結果を総合的に勘案

し、次のように結論付けている。すなわち、企業価値経営の普及が確認される結果となって

いるが、ドイツでは企業価値経営の核心部分に着目し、周辺部分を削ぎ落とすことによっ

て、企業の置かれている経営状況や経営内容に適合させる形で、企業価値経営を展開してい

るのである。

近年、金融危機による株式市場の低迷により、企業価値経営の議論は後退し、むしろ企業

の持続可能性の方に議論が移行する点に言及し、ヴァイセンベルガーらは、企業価値経営論

を再度、取り上げている。特に、理論と実務とのギャップを念頭に置き、価値重視の経営に

おいて想定されている理論上の基本的モデルには、企業実務では、実行困難である数多くの

仮定が置かれていると指摘している ）。つまり、完全市場の想定、各種の経済指標を算定す

る際の正確性の程度などには、問題が多いと指摘している。特に、企業価値モデルには、あ

る程度、株式市場や資本市場が健全に機能している仮定が想定されていることに対して、批

判的な意見が出されている。そして、企業価値が株式の時価総額として反映される一方で、

マクロ的な要因に起因して株式市場が低迷している場合には、短期的には、企業価値の成果

を評価することが実質的には困難になることに言及している。

また、 年以降、企業の不祥事、経済的犯罪、倒産などのリスク問題を契機として、現

代の社会経済の変化に対応するために、企業統治、内部統制およびリスク・マネジメント体制が

確立されてきた。特に、リスク・マネジメントについては、ドイツにおいては、株式法（ ）

の第 条において、リスク・マネジメント・システムを確立することが要請されている。すなわ

ち、モニタリング・システムを確立し、早期警報システム（ ）の役割が

期待されている。これは、企業のゴーイング・コンサーンを脅かすような事態を早期に見出

すことを目的にしている。

ここで、家庭用品大手のバイヤスドルフ社（ ）における戦略的な財務計画は、

リスク・マネジメントに関連して注目に値する。同社の戦略的な財務計画では、ビジネスモ

デルが十分に正確に描き出される様に、企業の財務データと市場データの統合に基づいてい

る。このとき、同社の活動範囲は か国以上で取り扱う製品数は 以上のグループから成

り立つ。このため、情報システムの活用が不可欠であり、営業上の財務データ（売上・

）



マージン）と同社製品の市場占有に関する情報が核心的な管理変数として位置付けら

れている。同社では、展開する事業およびすべての子会社の管理を、マーケット・シェア、

売上、 の つに絞って実施しているのは、データ量が大きくなり、報告書を作成する

際の複雑さが非常に増していくことを避けるためである。いくつかの戦略的なプログラム間

の対立およびオプションについては、特にマーケットの動向など企業外部の枠組みに関する

様々なシナリオをシミュレートし、事実に基づいて議論する。これによって戦略の発見が、

単純に財務的な側面からの短絡的な判断に陥らないように留意している ）。

これに加え、同社は、シナリオ分析およびシミュレーションを実施している。通常、市場

の長期的な成長率、根本的な競争行動、長期的な原材料価格の変動、為替レートの変動など

の外部要素が、戦略的計画に著しい影響を及ぼす場合がある。このとき企業の所与の枠組み

が変更され、コンツェルンの財務状況が変化する事態に至れば、それぞれ戦略的な対処の最

適な組み合わせを変更することになる。ゆえに、様々なシナリオ、即座に持続可能であるよ

うにシミュレートし、財務上の効果を管理していくことになる ）。

今、見てきたように、企業統治、リスク・マネジメント、それぞれの各論が全体として、

企業経営にどのような仕組みを提供しているのかを検討し、企業価値との関わりを考察しな

ければならないであろう。周知のように、企業価値経営では企業内部での経営管理上の経済

的指標と企業外部での資本市場における企業のパフォーマンスの足並みをそろえ、両者の統

合的な指標を手掛かりにして企業の価値を向上させていくことになる。このためには、企業

全体の活動を、投資家および資本の提供者の便益を高めることに結び付けていくのである ）。

次に、特定の業種における企業価値経営の導入のケースを検討するために、産業のプラン

ト・メーカーの事例を取り上げる。産業用プラントの製造・設置を主な業務とする企業で

は、もっぱら個別のプロジェクト単位で事業が遂行される。そのため、組立・加工を行う製

造業と比較して、管理会計の様々なツールを適合させたり、新たな方法を開発したりという

ことが求められている。とりわけ、企業価値経営そのものを導入する際にも、数々の困難を

解決しながら、経済的指標（ ）を企業階層の管理レベル（企業・事業領域・プロジェ

クト）に対応させるために、個々のオペレーショナル上のプロジェクトとの関連を明確にす

る作業に取り組んでいる。そして、プロジェクトごとに価値を志向し、これらのプロジェク

トを集約し、企業全体において価値志向をまとめ上げていく手法が紹介されている ）。

図 に示されるように、企業階層に応じて管理指標を割り当て、下位の各業務レベルから

上位に双方向で価値を志向する様子が描き出されている。さらに、図 の下段には、プロ

ジェクト に着目し、調査、提案、受注および評価という一連の手続きが明示されている。

こうした段階的な詳細な区分によって、国際会計基準に依拠した財務諸表を作成する際に、

必要となる情報を収集・提供することが可能になっているとされる。すなわち、これまでの

原価計算の計算範囲からの算定では得られない数値が必要になっており、原価計算の計算対

象を広げることが同時に遂行されていることに留意されたい。
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ドイツにおける企業価値経営の展開と課題（和田）

現在、世界的に経済成長が減速していくことが見込まれる状況下で、株式市場が低迷して

いる際に、企業価値経営の有効性に関する是非が議論されている ）。つまり、企業価値経営

が、金融危機の直接的な引き金になったのか、あるいは助長したのかという問いかけに始ま

り、企業外部のリスクに対処するためには、企業価値経営がどのように役立つのであろうか

という問題提起もなされた。あるいは、企業価値経営の仕組みを活用して、株式市場が機能

していない場合には、経営状況を打開することが可能であるのか、株主価値を重視する経営

の進展が、企業外部的な危機を一層、強めるものになってしまう可能性もあるかもしれない

という問題提起が続いている。しかしながら、現在の状況において、企業価値経営のあり方

を再考する議論はようやく始まったばかりである。従って、今のところは、有効な解決策が

模索されているところである。

あらためて、ヴァイセンベルガーらによれば、企業価値を重視する経営の基本的な考え方

は、長期的には、危機の回避や危機の克服に適合しているとされる。このことは、財務的な

指標を設定し、これを実現していくことが、企業の価値を向上させ、企業の持続可能性を高

めることにつながっていくと理解されるからである。そこで、彼女らは財務的な視点だけに

企業がとらわれてはいけないという結論に至ったのである ）。要するに、企業価値を高める

）
）

図 価値志向とプロジェクト管理

（出所） より筆者が一部を引用した。



ことが重要であるが、それのみでは不十分であり、経済的指標への過度の依存に対して、注

意を喚起していると解釈できる。もっとも、製造現場での取り組みでは、コスト削減に加

え、品質、納期といった非財務的指標の側面は依然として重要である。

従って以上より、企業価値経営を導入する企業には、様々な業種や事業が含まれており、

企業価値経営の展開には、必要に応じて企業独自の対応や修正が加えられている。そして、

大企業だけではなく、中規模の企業においても、価値をベースとした経営管理が展開され、

長期的には事業の成長を達成するための指標として、企業価値経営が重要な地位を確立して

いる。その意味では、変化する企業環境において、企業価値の向上に結びつきの強い経済的

指標の向上による経営管理手法が、企業の競争力を増進することにつながっているのであ

る。

むすび

以上、述べてきたように、本稿では、企業価値を重視する経営がドイツにおいてどのよう

に展開されているのかを考察し、変化する企業環境に直面し、あらためて議論されている企

業価値経営の展開と課題を検討してきた。企業価値経営では、資本市場や株式市場における

企業の株式の時価総額の向上を目指し、他方では、統合的な指標活用して、企業内外におけ

る企業のパフォーマンスを高めていくことが期待されている。ここでは、各節の内容を要約

し、企業価値経営の質的な変化を整理しておこう。

およそ 年代以降、ドイツにおいて企業価値経営の普及が大企業を中心に広がりをみ

せ、企業価値の向上と企業統治およびリスク・マネジメントとの関連性が議論された。こう

した状況を背景にして、株式市場または資本市場の機能が低下している際に、企業価値経営

の意義が改めて検討されている。第 節では、ドイツの企業環境の特徴および現代における

企業価値経営論の論点を整理した。企業形態や法制度が密接に関連し合い、ドイツでは、有

限会社や株式合資会社といった企業形態が多数を占めており、株式会社は相対的に多くはな

い。また、共同決定法では、従業員が監査役会のメンバーとして重要な意思決定に関与する

というシステムが確立されている。これらの結びつきの中で、ドイツにおける企業経営が展

開されており、利害関係者重視から株主重視への転換に対しては慎重な立場が示されてい

る。

次に、第 節では、変化する企業環境において、企業価値経営の動向をふまえ、企業内部

の複雑な組織において、様々な事業展開を一つの経済的指標にどのようにまとめ上げている

のかを検討した。すでに述べたように、株式市場が低迷しているケースでは、企業価値経営

のコンセプト自体に内包されている理論的な仮定に矛盾があることが指摘されている。そこ

で、企業価値経営では、資本コストを測定し収益性を高めていくことに加え、経済的指標へ

の過度の偏重を排し、より広い視野から企業全体を見渡すことによって非財務的指標、社会

経済的側面を考慮する視点があわせて求められているのである。

今後の課題としては、企業統治とリスク・マネジメントとの関連を含めて全体的な視点か

ら、企業価値モデルの論点を整理し、特に企業内外における経済的指標の効果を測定するこ
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とによっていっそう議論を深めていく必要がある。

なお、本研究は、平成 年度における大阪商業大学・研究奨励助成費による研究成果の一

部であり、この場において感謝の意をあらわしておきたい。
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