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はじめに

1．問題の所在

予算編成はそれ自体が一大プロジェクトとなっており、その編成プロセスには膨大な時

間とコストがかかっている。しかし、経営環境の変化が激しい昨今、年次予算（あるいは

半期予算）を策定したときから経営環境が急激に変わってしまい、予算と実績の乖離が生

じたため、結果として予算編成の「意味」や予算に対する「動機づけ」が失われてしまう

場合がある。また、予算スラック（意図的に形成された組織スラック−達成が確実なレベ

ルに目標数値を置く（収益は過小に、原価・費用は過大に）という保守的な管理者行動）

というバイアス（偏向）も発生しやすい。このような状況下では、参加型予算管理を行っ

ても予算自体が信頼性を得ず、経営者の業績評価に対する意思決定を阻害する要因にすら

なり得る。

2．研究の目的

本稿は、参加型予算管理の有用性について、理論上・実務上の両面から考察するもので

ある。

第Ⅰ章では、まず予算管理の意義を明確化する。次に予算管理のアプローチとして、参

加型予算をベースに 1950 年代〜 80 年代にかけての米国における予算管理論の変遷につい

て論述する。その際、行動科学的アプローチからコンティンジェンシー・アプローチへの

展開を中心に考察する。

第Ⅱ章においては、日本企業における分権的組織（事業部制と子会社）の予算管理につ

いて、予算スラック発生の可能性を論述する。また、部門責任者の権限および責任並びに

トップ・マネジメントの意思決定の側面から具体的ケースを用いて考察する。分権的組織

について事業部制と子会社を取り上げる理由は、現在の日本企業における分権化の主たる

組織形態であると同時に、その意思決定プロセスには相違が見られるからである。

第Ⅲ章においては、予算管理制度改革について考察する。第Ⅱ章で述べるように、予算
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管理の問題点は以前から指摘されていた。その結果、脱予算管理が台頭する。しかしなが

ら、本当に予算管理は不用であるのだろうか。確かに、経営環境の激しい変化に対応する

ためには、スピード経営を実現しなければならない。そのためには、予算管理も時間をか

けられないということになる。そこで、伝統的な予算管理に代わる有用な手段、四半期

ローリング予算や BSC、ABB について、経営者の意思決定および参加型予算管理の側面

から考察する。

おわりに、参加型予算の有用性について、国（米国および日本）の文化比較の側面も含

めて検討したい。

Ⅰ　予算管理の意義とアプローチ

1．予算管理の意義

予算とは、「予算期間における企業の各業務分野の具体的な計画を貨幣的に表示し、こ

れを総合編成したものをいい、予算期間における企業の利益目標を指示し、各業務分野

の諸活動を調整し、企業全般にわたる総合的管理の要具となるもの」（「原価計算基準」1

（4））と定義されている。一般的に、予算管理の手続きは予算の編成と予算による統制か

らなるものとして考えられる。そこで、伝統的な予算管理とは、企業における（主に短期

の）利益計画のために、管理者が各部門の活動を編成（計画）、調整、統制（予算と実績

の比較）するとともに、それを貨幣的に表示するための一連の活動である、と言える。

しかし、「原価計算基準」は 1962 年に当時の大蔵省企業会計審議会の中間報告として発

表されたものであり、現在の予算管理においては以下の点から補足する必要がある。

①会計ビッグバン以降、単体重視から連結重視のグループ経営に転換したこと。

②貨幣的に表示するだけでなく、非財務的数値を含めた計画の立案および統制が必要と

なったこと。

③従来の利益目標（経常利益など）以外の ROE（株主資本利益率）やキャッシュ・フ

ローといった業績評価指標が重要視されてきたこと。

④株主を含めたすべての利害関係者との調整やコーポレート・ガバナンスの重要性が増

加したこと。

このような点を踏まえて予算管理を再定義すると、以下のように考えられる。

予算管理とは、企業グループにおける利益計画や業績評価のために、管理者が各部門の

活動を編成（計画）、調整、統制（予算と実績の比較）するとともに、それを貨幣的のみ

ならず非財務的数値を含めて株主はじめすべての利害関係者（ステークホルダー）に表示

するための一連の活動である、と言える。
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2．予算管理のアプローチ

予算管理のアプローチは、従来から参加型予算管理の問題が注目されてきた。なぜな

ら、トップ・ダウン型予算管理においては、予算管理の主体者はトップ・マネジメントで

あり、一方通行のコミュニケーションでは予算を課せられた側との間に予算に関する「コ

ンフリクト」が発生し、「動機づけ」を生み出す要素がないからである。参加型予算管理

を行ってもこの問題が充分に解決できる訳ではない。しかし、参加型予算管理を行うこと

で、この問題を緩和することは可能である。元来、予算管理の主体者であるラインの経営

管理者とトップ・マネジメントの二者間のみでは、予算を科学的に決定することはできな

い。というのも、人間の行動は必ずしも科学的でなく、いかなる状況下においても「コン

フリクト」や「動機づけ」の概念がつきまとうからである。しかし、参加型予算管理を行

うことで、予算管理者（当事者）であるラインの経営管理者の意識を高めることは可能で

ある。また、組織の構成員やラインの経営管理者、トップ・マネジメントといった個人レ

ベルだけでなく、集団や組織の概念に拡大して言及する必要がある。

3．米国における参加型予算管理の変遷

元々予算管理は、米国において 1920 年代にデュポンや GM などの大手メーカーがコス

トとキャッシュ・フローを管理するためのツールとして開発されたものであるが、その理

論的発展は 1950 年代以降に見られた。特に参加型予算に対するアプローチは、1950 年代

からの伝統的な概念である行動科学的アプローチに加えて、1970 年代に入りコンティン

ジェンシー理論（状況適応理論）に基づくコンティンジェンシー・アプローチが検討され

るようになった。

各年代の代表的な予算管理のアプローチについてその変遷を整理すると、まず、1950

年代においては、アージリスの研究（1952）が挙げられる。アージリスによれば、「予算

は部下に圧力をかける手段として利用されるべきではなく、参加型の予算編成によって予

算に関連する逆機能的行動が抑制できると主張し、多くの実務家を中心とした 1950 年代

における「予算参加賛美論」の一般的論調を形成した」（小菅［4］，p. 63）。

1960 年代になると、ホーフステッド（1968）が参加予算について、「①参加の効果を動

機づけと満足に区分し、動機づけと業績のつながりを前提とし、②参加予算の効果に対す

る条件要因の存在を実証したことにおいて、その後の参加予算研究に広く承継され、大き

な影響を及ぼすことになった」（大塚［3］，p. 26）。また、ホーフステッドは、「予算統制

のゲームは西欧のゲームである。」との文化と関連した有名な結論を導き出している。

更に、1970 年代になると、キャプランが参加型予算管理の重要性を強調する一方、参

加型予算管理も万能薬ではなく、予算スラックなどの問題を示唆した。キャプランをはじ

めとする学者の研究により、「予算参加賛美論」は姿を消す。また、予算の動機づけ機能
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に関する認識は、既にホーフステッドによって理論展開されていたが、「1970 年代半ばに

なるとヴルームの理論を発展させた「期待理論」に基づく理論展開が積極的になされるよ

うになった」（小菅［4］，p. 124）。

一方、1960 年代にローレンス＝ローシュによって組織論の分野で形成されたコンティ

ンジェンシー理論は、行動科学的アプローチを批判する形で発展した。特に、「行動科学

的アプローチでは管理会計システムの心理的・人間的影響に専ら焦点がおかれ、管理会

計システムと組織外部の状況や組織構造との関連性が看過されていたことが指摘できる」

（大塚［3］，p. 83）。しかし、行動科学的側面の配慮の重要性は現在でもなお指摘されて

おり、ここから二つのアプローチは参加予算に期待される二つの機能を示すものと考えら

れる。

1980 年代になると、ブロウネル（1982）は、先行的調整要因（コンティンジェンシー・

アプローチの条件要因）である「文化的変数」と「組織的変数」および結果的調整要因

（行動科学的アプローチの条件要因）である「対人的変数」と「個人的変数」という 4 つ

の変数を用いて、参加予算研究において従来別々に行われてきた二つのアプローチを一つ

のモデルに統合することを試みた。それは参加予算において二つの機能が同時に存在する

ことを前提とした試みである。ブロウネル・モデルは二つの機能を条件要因の違いから明

確に認識し、しかもそれらの両立を想定している点で従来のコンティンジェンシー・モデ

ルと大きく異なるものと考えられる（大塚［3］，p. 101）。これらの関係を、大塚氏は以

下の図で示した。

組織目標 構造と技術

文化

先行的調整要因

環境

参加

対人的変数

個人的変数

効果的調整要因

成果

図 1　ブロウネルの統合的モデル（大塚［3］，p. 97）

このように、米国における参加型予算管理の変遷において、伝統的予算管理は予算ス

ラックの発生もあり有用なものとなりにくい。特に、経営環境の変化の激しい現在におい

ては、中長期における経営計画の策定が難しく、結果として予算スラックが一層発生しや

すくなっている。
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しかし、一方で参加型予算における行動科学的アプローチである個人の動機づけをコン

ティンジェンシー・アプローチである組織、更には文化に関連づけて考察することは、参

加型予算のみならず新たな予算管理の手段においても充分に活用できるアプローチである

といえる。

Ⅱ　日本企業において有用な予算管理

第Ⅰ章では、米国の予算管理の変遷を考察する過程で、伝統的予算管理は予算スラック

の発生もあり有用なものとはなりにくいこと述べた。一方、日本企業において予算管理は

どのように行われているのであろうか？　本章では、日本企業における予算管理の特徴を

述べるとともに、分権的管理組織における伝統的予算管理の有用性について考察する。

1．日本企業における予算管理の特徴

日本企業における予算管理の特徴としてはいくつかの点が挙げられる。

①予算編成プロセスに膨大な時間とコスト（従業員の給与など）を投入している。

②一方で、企業を取り巻く外部環境の変化が激しく、予算と実績の乖離が大きくなった

結果、経営目標としての機能を失ってしまう。

③その結果、予算と業績評価制度の連動により、達成が容易な予算を編成する傾向が強

まり（「予算スラック」の発生）、挑戦的な風土が損なわれつつある。

④また、トップ・ダウン型予算ではなく、主として参加型予算の形態をとっているが、

抜本的な改革に結びつきにくい。

これらの特徴は、経営環境の変化が激しい昨今、日本企業にとって弱点となっている。

すなわち、年次予算（あるいは半期予算）を策定してから経営環境が急激に変わると予算

と実績の乖離が生じてしまう。この場合、参加型予算を採ったとしても結果として予算編

成の「意味」や予算に対する「動機づけ」が失われてしまう。この場合、ラインの経営管

理者や予算編成担当者は、予算と実績の乖離を埋めるために、また、自らの動機づけを維

持、高揚させるために、意識的・無意識的に予算に対して“人工的な意思”を加えること

がある。すなわち、予算編成上、収益は低く、原価や費用は高く見積もっておくことで、

実績が出た時点でラインの経営管理や予算編成担当者にとって有利な材料を生み出すよう

行動するのである。これを「予算スラック」という。

それでは、具体的なケース分析を用いて、分権的管理組織においていかなる予算スラッ

クが発生するのかを考察しよう。
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2．具体的なケース分析

大手アパレルメーカーである W 社（決算期は 3 月）は、ブランドは異なるが同様の商

品を取扱う A 事業部と完全子会社である B 社を傘下においている。その予算編成プロセ

スは以下のとおりである。

①年次予算編成

 年次予算編成は、W 社全社のスケジュールで行われる。

・ 下半期が始まる 10 月から次年度の事業計画策定が開始され、年内に事業計画の大

枠（施策、総合損益、組織体制）が最高経営会議に上程される。

・ 承認された事業計画を基に事業部では年初より年次予算編成が開始される。

・ 年次予算（総合損益、経費予算、在庫予算、人員計画）は 3 月下旬に本社へ提出さ

れ、4 月下旬の最高経営会議で承認される。

②四半期および月次予算編成

 これらについても年次予算編成と同様、W 社の全社スケジュールで行われる。

・ 毎月上旬の各部門営業会議までに前月実績・当月見込・次月予算が作成され、営業

会議で承認される。その後、本社に提出され全社予算が積上げられる。

・ 月次予算で大切なことは事業部門メンバーへの予算のフィードバックである。すな

わち、前月実績については前月に作成された見込との対比が、当月見込については

前月に作成された予算との対比が、次月予算については年次予算との対比がそれ

ぞれ行われ、差異についてメンバー間で意見交換が行われる。事業管理部は、メン

バー間の意見交換が活発に行われるよう、分析資料を作成し問題点を提示する。最

後に事業部長が予算の承認を行う。営業会議で承認された予算は、営業会議参加者

から事業部の各メンバーへと伝達される。

このような予算編成のスケジュールは、基本的に A 事業部、B 子会社ともに同様であ

る。これに対し、ラインの経営管理者の意思決定（権限）およびトップ・マネジメントか

らの要求（責任）においては、A 事業部、B 子会社間で相違が見られる。主な内容は以下

のとおりである。

①年次予算編成

  基本的なスケジュールは同じであるが、内容については A 事業部と比較して B 子

会社は簡易である。例えば、A 事業部においては経費予算や人員管理を部課単位に

編成するのに対し、B 子会社は一括して管理を行っている。

②月次予算編成

  月次予算編成についても、原則 W 社のスケジュールで行われるが、営業会議にお

ける予算承認の際、A 事業部はトップ・マネジメントの参加に基づく承認が必要な

のに対し、B 子会社はメンバー間の意見交換に基づく子会社社長の承認ではなく、ど
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ちらかと言えば子会社社長の意思決定の場である。

このように、A 事業部と比較して B 子会社は予算管理が簡易である。換言すれば予算

管理に対してコストをかけていない。この違いはなぜ起こるのであろうか？　事業部と比

較して子会社の予算管理が簡易となる理由については、以下の項目が考えられる。

（1）	トップ・マネジメント（経営者）は現在も連結決算より単体決算を重視する姿勢（心

理）がある。

会計ビッグバン以降、連結ベースでの概況、業績等の開示が求められることとなった。

しかし、連結決算重視となったとはいえ、単体決算に対する意思決定のウェイトが低下す

るわけではない。子会社の権限と責任は任命した限り子会社社長に与え、単体決算に対す

る権限と責任は未だにトップ・マネジメントが重要視しているのが現状である。

（2）	分権的組織（事業部制と子会社）間において権限と責任に相違がある。

事業部制に比べ子会社は分権化の程度が更に高まった組織構造である。そのトップであ

る子会社社長の責任は、経営成績（損益）に加え財政状態やキャッシュ・フローまで多岐

に及ぶ。一方、事業部制においては擬似資本などを利用してキャッシュ・フローを計算す

ることは可能であるが、実態感に乏しいとともに、責任者（事業部長）にとしても、その

責任の中心は損益であるとの意識が高い。

分権の程度が強くなればなるほど、その責任も明確化されるとともに、伝統的予算管理

以外の指標、すなわち BSC や EVA といった経営指標で評価することが可能となる。

3．分権的組織における参加型予算管理と予算スラックの発生

分権的組織における予算管理で重要なことは、予算参加者へのフィードバックと共有化

である。参加型予算管理を行う際、予算スラック（意図的に形成された組織スラック−達

成が確実なレベルに目標数値を置く（収益は過小に、原価・費用は過大に）という保守的

な管理者行動というバイアス（偏向）のこと）が発生することがある。参加型予算管理を

行っても、予算スラックが発生するのであれば、予算編成の「意味」や予算に対する「動

機づけ」が失われてしまう。予算スラックが発生する原因は、ライン経営管理者、予算編

成担当者のみならず、組織構成員の保守的行動によるところが大きい。また、日本企業の

特性を考えると、組織構成員個人よりも集団もしくは組織全体の保守的行動と捉える方が

良いであろう。米国と異なりインセンティブが個人に直結する階層が限られているからで

ある。

このように、日本企業においても予算スラックの発生が大きい限り、伝統的予算管理は

正しく機能しないことになる。それでは、伝統的予算管理は不用なのであろうか？
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Ⅲ　予算管理制度の改革

第Ⅱ章で考察したように、日本企業において参加型予算管理を行っても、予算スラック

の発生が大きい限り伝統的予算管理は正しく機能せず、予算管理について有用性が失われ

ていることを考察した。そこで、脱予算経営が台頭することになる。

脱予算経営（Beyond Budgeting）とは、日本においては予算不用論と呼ばれ、予算の

問題点を解決するために、予算管理制度の枠内で改革を行うのではなく、予算管理を他の

制度や仕組みで代替してしまおうというものであり、ホープとフレイザーによって提唱さ

れた。

しかし、その一方、参加型予算管理は組織構成員の「予算に対する参加」というモチ

ベーションを生み出し、日本企業における組織に対する参加意識の一部となっている。こ

のような長所を持つ参加型予算管理をむやみに捨てることは出来ない。同時に経営環境の

激しい現在、スピード経営を実現しなければ企業は生き残れず、予算管理も迅速性が要求

されていることも事実である。

そこで日本企業においては、伝統的な参加型予算管理の長所を活かしながら、現在の経

営環境に適合した新たな予算管理の手段を考えることが必要である。そのためには、

①予算管理にあまり時間をかけないこと。

②トップ・マネジメントからライン経営者、従業員に至るまで、すべての者がベクトル

を共有化できる指標（わかりやすく視覚的に訴える）を持つこと、が必要である。

このような指標としては、四半期ローリング予算や BSC、ABB が挙げられるであろ

う。これらについて、経営者の意思決定および参加型予算管理の側面から考察する。

（1）	四半期ローリング予算

予算管理のプロセスを効率化し、スピード化することで、より短いサイクルで企業の方

向性を転換することも可能となる。特に、経営環境の変化の激しい現代において、経営の

スピード化は必須の条件である。今後、制度上求められる四半期単位での連結情報をタイ

ムリーに開示するためには、四半期末の決算月だけでなく、月次連結決算を中心としたマ

ネジメントが必要となる。

また、ローリング方式の予測は、変化適応型プロセスの重要な特性であり、究極の目的

は、首尾一貫性のある単純で統合されたマネジメント・モデルを構築することである。

四半期ローリング予算を用いることにより、予算管理者のみならずトップ・マネジメン

ト（経営者）やラインの経営管理者は予算管理に対して敏感にならざるを得ない。よっ

て、常に予算を意識するようになる。トップの目が常に予算に向けられていることは、参

加型予算管理を行う組織構成員全体の目も予算に向けられることになり、結果として予算

に対する意識の向上に繋がるとともに予算スラックは減少するであろう。
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（2）	BSC（バランスト・スコアカード）

「BSC とは、ミッションや戦略を目標と 4 つの視点、すなわち、財務的視点、顧客の視

点、学習と成長の視点、および社内ビジネス・プロセスの視点における業績評価指標に落

とし込むことである」（キャプラン，ノートン［7］，p. 49）。これらの 4 つの指標はいず

れも定量的なものであるが、予算管理との関係でいえば特に財務的視点が重要であろう。

すなわち、伝統的予算管理においては、強弱があるにしても、焦点を絞った予算の見方は

していなかった。むしろ、全体的に予算管理および予算と実績の差異分析に基づく業績評

価を行っていたのである。これに対し BSC は、項目を絞った形で業績評価指標を行うこ

とで、すべての者がベクトルを共有しやすくなった。また、項目を限定し他部門との横並

び比較が可能となるような業績評価を行うことが可能となった。

BSC のそれぞれの視点は、トップ・マネジメント（経営者）やライン経営者の目標値

を端的に現したものであり、組織構成員にとって共有化し易いものである。参加型予算管

理を行う際に、組織構成員は目標値を念頭に置いて行動するとともに、予算（目標値）と

実績との比較を常に行うことが可能となる。このような行動は、予算スラックの減少に繋

がるであろう。

（3）	ABB

「ABB（活動基準予算）とは、作業の負荷と資源の必要量の見積もりを支援するために

ABC を用いたコスト予算管理のことである。ABB は、作業間の結び付きと活動の背後に

ある作用因（ドライバー）を理解するための、計画と予算のツールである。」（櫻井［5］，

p. 346）。

ABB の実務における導入はまだまだ少ない。伝統的予算管理以上に予算管理に時間が

かかる可能性があるが、活動の背後にある作用因（ドライバー）を分析することで、伝統

的予算管理ではなし得なかった予算管理を可能にし、結果として予算スラックの減少に繋

がるであろう。

以上のように、伝統的予算管理に代わる新たに有用な管理手法として、四半期ローリン

グ予算、BSC、ABB について考察した。これらの管理手法により、予算管理は一見有用

になったように見えるし、実際有用になった側面もある。しかし、ラインの経営管理者が

予算管理者とともに予算編成を行っている限り、予算スラックはいかなる場合も無くなら

ない。なぜなら、予算スラックは人間の行動側面からいっても保守的行動であり、それが

業績評価やインセンティブといった報酬や動機づけに繋がる限り、予算スラックはなくな

ることがないのである。予算スラックは程度の問題であると考えられるが、人間の理性が

信用できないものであるならば、予算管理の信頼性の程度も常に揺らいでいるのが実情で

ある。米国におけるエンロンやワールドコムといったコーポレート・ガバナンスに関する
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スキャンダルがそのことを裏付けている。

Ⅳ　おわりに

冒頭述べたように、本稿の課題は、参加型予算管理の有用性を理論上・実務上から考察

することである。米国での予算管理の変遷からも、伝統的予算管理は予算スラックの発生

の可能性が高く、予算管理としての有用性が失われていることが検証された。日本企業に

おいても同様であるが、参加型予算管理における“参加すること自体に対する動機づけ”

が重要視される日本においては、予算スラックは発生するものの、米国と同じような指標

を用いることで予算スラックの問題は解決し得ない。また、米国のように予算管理を廃止

して、他の指標を用いるといった手法は日本型企業には馴染まないであろう。

日本においては、農耕民族としての日本人の特性を活かして、粘り強く一歩一歩、予算

スラックを解消していく姿勢が大切である。そのためには、基本的には伝統的予算管理を

中心に四半期ローリング予算や BSC といった、各企業に適正な管理手法を併用していく

ことで参加型予算管理の有用性が高まるといえるであろう。

農耕民族としての日本人の特性

伝統的予算管理

《各企業に適正な管理手法》

狩猟民族としての米国人の特性

伝統的予算管理

脱
予
算
経
営

図 2　伝統的予算管理と文化的側面の関係（筆者作成）

日本は、農耕民族の特性を活かし、伝統的予算に立脚した予算管理をベースに、四半期

予算ローリングや BSC といった各企業に適正な管理方法を加えた総合的な予算管理を行

うべきである。このことは、日本企業における重要な要素である組織参加へのインセン

ティブ、しいては参加型予算管理に繋がるものと考えられる。

一方、米国においては狩猟民族としての特性を活かし、また、雇用形態も中長期ではな

いため、伝統的予算管理よりも、EVA や ROE といった経営指標を用いた脱予算経営を
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行う方が、トップ（経営者）をはじめとした組織構成員のインセンティブに繋がり、しい

ては組織構成員のベクトルを共有化することが可能となる。

 以上
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