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Ⅰ.本研究の概要



（1）研究の目的

１. 研究の目的と問題意識

（2）問題意識

日本の中小企業の企業文化を視座とし、日本の中小企業会計（特に
財務会計）の基礎概念を考えること。

②文化のローカル性

「会計制度（会計基準）は、各国の固有の文化に根差しており、本来、地域性を有している」（河
﨑［2016］, p.54）

①中小企業の属性（＝独自性）

ボトムアップ・アプローチによる中小企業会計基準の設定・編成の出発点（河﨑［2016］, p.49）

文化も中小企業会計制度を構築する上で考慮すべき中小企業の
「属性」ではないか。



２.既存の中小企業会計基準と概念FW設定の論理

出典：平賀［2020］p.419を一部修正
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①日本企業に伝統的に見られた「家の論理」（三戸[1991a]お
よび [1991b]）に基づく企業文化が日本の会計の基礎概念
に影響を及ぼしてきた。

３. 本研究の概要：三部構成

（1）第一部：問題提起と日本の「企業文化」の検証

②そこでの中心的基礎概念とは「会計主体＝企業主体説（企
業主体理論または企業体理論）」である。

③ 「家の論理」に基づく企業文化は、現在の日本の中小企業
にも継承されている。



①中小企業の内的・外的環境と中小企業会計の基礎概念の
関係の整理（大［上場］企業との対比において）。

（2）第二部：現行の日本の中小企業会計制度の分析

② 『中小要領』の基礎概念（特に利益概念）の分析

③中小企業融資をめぐる状況の変化と日本の中小企業会計
の今後の展望



①日本の企業文化を踏まえ、「企業体理論」を出発点とした

日本の中小企業会計の概念フレームワーク構築の試み
（現行の中小企業会計との整合性についても検討）

（3）第三部：中小企業会計の概念フレームワークの検討

②中小企業の非財務情報開示のフレームワーク（あり方）に
ついての検討



1） 「家の論理」の概要―「日本型」の連続性への言及

西洋では、資本主義の発展とともに、「家」から生産活動（家産）としての単位が独
立し、合理的に利益のみを追求する「企業」へと進展した。一方、日本においては、
戦前の法体系や労使対立の抑制を通じて家の論理がそのまま企業の論理として
残存し、戦後にも継承されていった。

※「家の論理」：三戸公［1991a, 1991b］

2） 経営原則としての「家の論理」―その要旨

①目 的 維持繁栄 ⑥訓 育 躾と訓育

②成 員 家族（直系と傍系）＋非家族 ⑦ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ 家訓・家憲そして家風

③構 造 家長は家産と家族を統督して家業を営む ⑧発展形態 本家・分家・別家的展開、同族団の形成

④支 配 親子関係 ⑨組織意識 うちとそと、格と分

⑤組織原則 階統性と能力主義
出典：三戸（[1991b], p.234）



イエ的特徴 イエ的特徴の有無の判断基準 具体的特徴

経営体の目的としての維持繁栄

重視する経営指標 収益率よりも市場占有率を重視する。

賃金と会社業績との連動の度合い 連動している。

支払賃金額の決定要因 支払能力を第一要因としている

平均勤続年数 長い。

終身雇用制の有無 終身雇用制を採用している。もしくは経営者に終身雇用の意思がある。

新入社員に期待する特質 潜在能力。採用時点での特定技能は重視しない。

年功制の有無 年功制を採用している。もしくは年功を意識して職務や給与が決定される。

命令体系としての親子関係

時間外勤務 会社に言われれば積極的に行うものと認識されている。

単身赴任 会社に言われれば積極的に行うものと認識されている。

反道徳的行為（帳簿の改竄等）に対する考え方 会社を守るためにやむを得ず行うこともある。

定年前の自主退社 会社のためであれば受け入れる。

家族としての経営体への参加様式
休日における会社主催のレジャーへの参加に対する考え方 積極的に参加すべきと認識されている。

時間外勤務に対する考え方 会社に言われれば積極的に行うものと認識されている。

反道徳的行為（帳簿の改竄等）に対する考え方 会社を守るためにやむを得ず行うこともある。

共同体としての会社

職場における人間関係の持続性 職場における人間関係が職場の外でも持続される。

社内クラブの存在 スポーツまたは文化的クラブが社内に存在する。

福利厚生の充実 （会社が）福利厚生に関する諸施設・諸施策に力を入れている。

社員の冠婚葬祭への参加度合い 主賓を会社関係者が占める。

滅私奉公的行動規範 時間外勤務 会社に言われれば積極的に行うものと認識されている。

有給休暇に対する考え方 取らない。もしくは返上して働く場合がある。

組織原則―階等制
平時の職位決定基準 原則として職務遂行能力の潜在性＝学歴によって職位を決定する。

中途採用者の処遇 子飼い（新規学卒採用者）と区別される。

臨時工・社外工・パートタイマーの扱い 給与・福利厚生・雇用について正社員と区別される。

組織原則―能力主義（階等制の補完） 組織存亡時・成長繁栄志向時の職位決定基準 能力に応じた職位の決定・中途採用者の積極的な迎え入れを行う。

家督相続的な所有と経営の概念 後任経営者の選定 前任経営者からの禅譲によって決定される。

M&Aに対する意識 M&Aに慎重、あるいは懐疑的。

家風としての経営理念

社是・社訓の存在 創業者や中興の祖の遺訓としての社是・社訓が存在する。

社訓の唱和の実施 朝礼などにおける定期的な社訓唱和が実施されている。

社訓における最重要項目 「和」がもっとも重視される。

創始記念イベントの存在 創業祭や起業祭が実施される。

家的組織展開
企業集団の展開 社員を役員に据えた関連会社・子会社を設立する。

企業集団における所有構造 株式の持ち合いがなされる。

子会社となった下請け業者への姿勢 親子と同様の関係―服従と庇護が形成される。
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※企業文化：Schein[1985]の三層文化モデルを援用

本委員会では文化と会計の関係を次のように考える

文物 (artifact)

信奉された信条と価値観
(espoused belief and values)

基本前提
(basic assumption)

文 物：物体・言語表現・活動など、可視的なもの 価値観：組織の成員が抱く原則、目標、標準など
基本前提：意識されずに抱かれている考え

日本的経営・会計において
観察される諸制度・慣習

家の論理に基づく経
営理念・経営行動

会社＝「家」という思い

出所：Schein（[1985], p.14）

表層（文物）の観察か
ら「信奉された価値観」
や「基本前提」を明ら
かにすることは難しい

本研究では定量的・定
性的調査を通じて「家
の論理」の存在を検証



※中小企業：中小企業庁の「中小企業者の定義」をもとに以下のように想定
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小規模
（資本金5千万円以下）

中規模
（資本金1億円以下）

大規模
（資本金3億円以下）

本研究会がイメージ
する中小企業像

トップダウン型中小企業会
計基準または上場（大）企
業向け基準の適用対象

これらの企業群にイエの特徴が見られるか否かを検証
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野口報告：「中小企業に「イエ」的特徴は残存しているか」 （定量的検証）

上場企業のうち、
①長寿（社歴が相対的に長い）（長寿＝イエ的企業のサイン）
②役員持株比率の高い（≒創業者・その一族による所有と経営）
③中小規模
の企業をイエ的中小企業のサロゲートと考え、イエ的特徴が発現しているかを検証

宗田報告：「日本の中小企業の企業観」（定性的検証）

中小企業の経営者・経営幹部へのインタビュー調査を通じ、中小企業がイエ的特徴
を有しているか明らかにした上で、中小企業経営者の企業観、中小企業のステーク
ホルダーを大（上場）企業との比較において整理し、日本の中小企業文化の下層
（Schein［1985］の第２・３層）を明らかにする。



愛知学院大学 商学部

野口 倫央

Ⅱ．中小企業に「イエ」的

特徴は残存しているか？
―上場企業をサロゲートとして―



研究の目的

➢中小企業において、伝統的な日本的経営の特徴と考
えられる「イエ」的な特徴が残存しているかを、統計的
手法を用いて解明すること。



１．先行研究と仮説構築

中小企業の特徴

➢中小企業は、一般的には外形的特徴(資本金と従業員数)から定義付け
られるが、その一方で、実質的特徴も存在するはず。

➢中小企業の実質的特徴を把握する一つの視点として、「日本的経営」の
有無を挙げることができよう。

➢勝部(2019)が指摘するように、バブル崩壊後において「日本的経営」は
日本経済停滞の元凶のように非難された。
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１．先行研究と仮説構築

➢多くの企業が日本的経営からの脱却(≒欧米化)を進めたが、この傾向
は、一般的には、グローバルな競争に晒されている大企業にみられるも
のである。

➢日本的経営からの脱却は、中小企業には該当せず、中小企業には日
本的経営が残存していると考えられる。

➢本研究では、中小企業の実質的特徴を日本的経営から把握する。

➢何をもって日本的経営と判断するかは論者により異なるが、本研究では、
「家の論理」に日本的経営を求めることとする。
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１．先行研究と仮説構築

家の論理とは

➢家の論理は、三戸(1991)によって展開された日本企業を説明する論理
であり、「家の論理」の存在をもって日本企業の特徴と説明している。

➢三戸(1991)は、家の論理を次のように説明している(本研究に関連して
重要と思われる箇所を一部抜粋)。

✓家は共同体であり、経営体である。

✓家は永続性を願う経営体であり、維持繁栄こそ経営体の基本目標であ
る。

19



１．先行研究と仮説構築

✓家長と家族の関係は親子であり、親子関係とは温情と専制の命令に対
する絶対服従と庇護の家父長的性格である。

✓家は、家憲・家訓を設け、家風が生じる。

✓家は、本家と分家・別家との親子関係である。この本家・分家・別家等の
親子関係で結ばれた集団は同族団を形成する。

家の論理における最重要概念

➢家の論理において中心となる概念は、「永続性」・「維持繁栄」といえる。

➢日本的経営は、企業の永続性を重視した経営と置換可能。

20



１．先行研究と仮説構築

仮説構築：株主ではなくステークホルダー重視

➢企業の永続を最重要視するということは、短期的な利益追求やシェア拡
大といた株主重視の近視眼的な経営ではなく、長期的視野に立った、ス
テークホルダー重視の経営を行っていると解釈可能。

➢老舗中小企業にインタビューを実施した宗田(2019)は、大企業のキー
ストーンは「株価」と考えられるのに対して、中小企業のキーストーンは
「存続」と指摘しており、中小企業は株主に力点を置いていない経営を
行っていると解釈可能。

➢ 【仮説1】中小企業は収益性(ROE)が低い。

➢ 【仮説2】中小企業は配当性向が低い。
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１．先行研究と仮説構築

仮説構築：従業員重視

➢企業の永続のために、家長と家族の関係は親子間であり、かつ家父長
は家族を庇護する。つまり、従業員を重視した経営を行う可能性を指摘
できる。

➢ 【仮説3】中小企業の従業員は平均勤続年数が長い。

➢ 【仮説4】中小企業は労働分配率が高い。
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１．先行研究と仮説構築

仮説構築：意思決定阻害要因の排除

➢企業の永続のために、家ごとの方針、つまり家憲・家訓が存在する。こ
のことは、家長の意思決定を阻害する構造を好まないと考えられる。さ
らに、意思決定を助長するような同族を形成する。

➢ 【仮説5】中小企業は外国人持株比率が低い。

➢ 【仮説6】中小企業は金融機関持株比率が低い。

➢ 【仮説7】中小企業は株式持合い比率が高い。
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２．リサーチ・デザイン

分析モデル

➢仮説で示した特徴が中小企業に発現しているかを検証するために次の
式を用いて、ロジスティック回帰を行う。

➢ SME=α+β1ROE+β2Dividend+β3AveYears+β4Labor

+β5ForeignHeld+β6BankHeld+β7Seisaku+INDUSTRY+ε

24



２．リサーチ・デザイン

説明変数の説明と予測符号

25

変数 検証仮説 予測符号

ROE 収益性（ROE） 【仮説1】 －

Dividend 配当性向 【仮説2】 －

AveYears 平均勤続年数の自然対数 【仮説3】 ＋

Labor 労働分配率(＝人件費/売上総利益) 【仮説4】 ＋

ForeignHeld 外国人持株比率 【仮説5】 －

BankHeld 金融機関持株比率 【仮説6】 －

Seisaku
政策保有株式比率(＝他社が政策保有目的で
保有しているi社株式数/発行済株式総数)

【仮説7】 ＋



２．リサーチ・デザイン

被説明変数：中小企業のサロゲート(仮想中小企業の設定)

➢実際の中小企業は財務データ等が入手できないため、分析対象とする
ことは困難である。

➢そこで、本研究では、以下を中小企業のサロゲート、仮想中小企業とし
て設定して被説明変数(条件に該当すれば1のダミー変数)として用いる。

✓①長寿の上場企業(Long)

✓②役員持株比率の高い上場企業(Owner)

✓③中小企業基本法における中小企業の定義に合致する上場企業
(SMEsize)
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２．リサーチ・デザイン

①長寿企業(創業50年以上であるか否か)

➢東京商工リサーチが2015年に行った、2016年に創業100周年を迎える
企業に対して行った調査では、資本金5,000万円未満の企業が77.3％
を占めており、資本金1億円以上の企業は僅か3.8％しか占めていない
ということを明らかにしている。

➢東京商工リサーチが2016年に行った、2017年に創業100年以上となる
企業に対して行った調査では、売上高5億円未満の企業が67.2％を占
めること、および従業員数10人未満の企業が54.2％を占めることを明ら
かにしている。
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２．リサーチ・デザイン

②役員持株比率が高い企業(役員持株比率が5％超の企業)

➢中小企業庁(2010)は資本金1億円未満の企業の97％が同族企業と指
摘。

➢野末(2017)等多くの先行研究によれば、中小企業の大部分は同族経
営。

➢役員持株比率の高い企業が同族企業とは特定できないが、便宜上仮
定。
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２．リサーチ・デザイン

③中小企業基本法における中小企業の定義に合致する企業(資本金&
従業員数基準を満たすか否か)

➢中小企業基本法における中小企業の定義(製造業その他：資本金3億
円以下・従業員数300人以下、卸売業：資本金1億円以下・従業員数
100人以下、サービス業：資本金5千万円以下・従業員数100人以下、
小売業：資本金5千万円以下・従業員数50人以下)を上場企業に援用。

長寿かつ役員持株比率が高い企業(①×②)、長寿かつ中小規模の企
業(①×③)、役員持株比率が高い中小規模の企業(②×③)、全てを掛
け合わせた企業(①×②×③) も、中小企業のサロゲートとして分析す
る。
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２．リサーチ・デザイン

検証方法

➢ 2020年度において中小企業のサロゲートとされる企業が、2020年度に
おいて家的特徴を有するか否かを検証。

サンプル選択の条件(データは日経NEEDS FinancialQUES2.0および
日経企業基本データ(労務状況)から取得)

➢日本の証券市場に上場している企業(銀行業・証券業・保険業・その他
金融業を除く)

➢ 3月決算企業

➢決算月数が12月の事業年度

➢右図表は、サンプル抽出
基準を示したもの。
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３．分析結果

被説明変数に長寿企業(Long)、高役員持株比率企業(Owner)、中小規
模企業(SMEsize)を示すダミー変数を用いた場合の分析結果
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３．分析結果

被説明変数に長寿かつ中小規模企業(Long×SMEsize)、高役員持株
比率かつ長寿企業(Owner×Long)、中小規模かつ高役員持株比率企
業(SMEsize×Owner)を示すダミー変数を用いた場合の分析結果
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３．分析結果

被説明変数に長寿かつ高役員持株比率かつ中小規模企業(Long×
Owner×SMEsize)を示すダミー変数を用いた場合の分析結果
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３．分析結果

首尾一貫した結果は得られなかったが、次のことを指摘できる。

➢収益率(正の範囲内)および配当性向は、全般的には負で有意であるこ
とから、【仮説1】【仮説2】は概ね支持された。

➢平均勤続年数は、全般的には負で有意であることから、【仮説3】は予想
と反対の結果となった。一方で、労働分配率は有意でない結果が多く観
察され、【仮説4】は支持されなかった。

➢外国人持株比率および金融機関持株比率は、全般的に負で有意であ
ることから、【仮説5】【仮説6】は支持された。

➢株式持合い比率は高い傾向が観察されたことから、【仮説7】は支持さ
れた。
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４．結論

本研究では、中小企業に日本的経営の特徴である「家の論理」が残存
しているか否かを統計的手法により検証した。

得られた知見

➢分析の結果、これらの企業は、①株主重視の経営を行っていない、②
外国人持株比率や金融機関持株比率が低い、および③株式持合い比
率が高いという傾向が観察された。

➢これらは家の論理から導出される「ステークホルダーの重視」および「意
思決定阻害要因の排除」という考えと整合的であると解釈できる。ゆえ
に、中小企業において、「家」的特徴は残存しているといえよう。
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５．次年度へ向けての課題

残された課題

➢ 「従業員の重視」という考えも家の論理から導出されるが、この点と整合
的な分析結果は得られなかった。

➢この点は「上場」というものが分析結果に影響を及ぼしている可能性は
指摘できるが、検証できておらず、こちらは今後の課題としたい。

➢本研究は2020年度における家の論理の存在と2020年度における仮想
中小企業の関係性を検討したが、過年度(ex.2000年度)における家の
論理の存在と2020年度における仮想中小企業の関係性は検討してい
ない。こちらも今後の課題としたい。
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鹿児島県立短期大学

宗田 健一

Ⅲ．中小企業の企業観調査



研究の目的

➢中小企業の経営者・経営幹部へのインタビュー調査を通じ、
中小企業がイエ的特徴を有しているか明らかにした上で、
中小企業経営者の企業観、中小企業のステークホルダーを
大（上場）企業との比較において整理し、日本の中小企業
文化の下層（Schein［1985］の第２・３層）を明らかにする。



社名・業種 interviewee 社歴 形態 特徴

A 食製販 社長６代
創150
設72

株

経営目標：「企業が存続できる利益を確保すること」
時代の変化を捉え、200年企業の礎を築き、鹿児島にいつまでも必要とされる企
業を目指します。自社の存在意義を常に問い，顧客・取引先に価値を見出して
もらうための経営を継続して行うことが重要

B 食製販 社長３代
創91
設58

株

企業理念：「素晴らしい日本のだし文化を未来へ，そして世界へ広げていく」

キャッチフレーズ：「香る伝統、味わう未来を、鹿児島から。」素晴らしい日本のだ
し文化を未来へ、そして世界へ広げていく。経営資源の選択と集中を行い，家業
であるかつお節製造・加工業を文化とともに存続させることが大切

C 窯業製販 社長２代 設41 株
コンセプト：その時点で世の中に存在しないものを作り出す。made in Kagoshima

へのこだわり。他社がしていないこと，しないことを考える（必ずしも利益ではな
い）。自社ブランドの構築（長期的視野で育成すべきもの）

D 食製販 工場責任者
創200
設44

株
黒酢を作り続けて約200年。文政3年(1820年)頃より伝わる醸造方法を今に伝え，
黒酢職人が佳き味、良き技を守り通している。現社長は6代目。「手間がかかる
からこそ、価値がある」（高コスト経営の受け入れ）

E 食製販 社長２代
創200
設61

株

予防医療という点で，発酵酢を用いて国民の健康を守るというスタンスで経営。
地域産業として伝統を守る。伝統に自分が何かプラスして次代へ引き継ぐ。今ま
であるものを踏襲しながらも新しいものをつくって取引先，顧客，自社ともにWIN・
WIN・WINの関係を築く。酢ではなく人々の暮らし・健康に役立つ経営。

F 魚養販 場長 設33 株 ３セク方式で設立。地域の雇用と経済発展を維持しながら経営。持続可能な資
源利用。粗放による養殖池では日本一の生産性。親会社出資による子会社。

１．インタビュー調査概要 １



社名・業種 interviewee 社歴 形態 特徴

G 海養販 取締役
歴119
設10

株
大手企業の養殖場撤退を受け，事業譲渡により会社設立（EBO）。地域の雇用を
守る。北限で高品質真珠を養殖。1910年より多くの事業譲渡を経て経営を継続。
社会福祉法人を事業パートナーとして社会貢献。

H 食製販 社長
創129
設43

有
経営理念：「すべての資源を大切に生かす」自然の恵みに対する感謝の気持ち
と環境保護の一環として伝統的に受け継がれてきた理念。作業はすべて屋久島
で伐採された広葉樹で燻製（地域限定完結型中小企業）

I 食製販 社長初代 設5 株 枕崎のかつお節を世界に広める。フランスに工場設立。独自技術で焙乾して，
本物を提供。日本の文化を世界に。（文化と伝統の海外輸出）

J 酒製販 社長３代 設70 有
黒糖焼酎を製造販売。和甕のみを用いたすっぽん仕込による造り。量ではなく
質と伝統，味を守る。利益や量を求めれば，別の方法があるが，自社にしかでき
ないことを続けて，存続することが大切。

K 食製販 社長３代 創80 株

海産物干物会社。企業理念「今あるコトに一手間加え、それを誇り楽しみ、人生
を豊かにする」水産業界全体を考えた経営。原材料を自然資源に依存するので，
それらが枯渇した後の経営を見据えて事業展開。自社の存続を第一に考えた経
営を実践。

１．インタビュー調査概要 ２



２．調査結果の一部
⚫ 限られた事例ではあるが，中小企業の企業観に共通する点が見られた。

⚫ カギとなる概念は，「存続」という言葉で示される

⚫ スライド１２に示した，所有の状況，会社の規模，利害関係者の範囲が異なると，
同じ中小企業でも企業観が異なってくることが明らかとなった。

⚫ 会社＝イエという考え方は，経営者・経営幹部の年齢により違いがあった（高齢
な経営者ほど，その思考が強い）。また，事業承継時に多分に意識されることが分
かった。

⚫ より効率的な（コストのかからない）経営が可能であることを理解しつつも，多様
な利害関係者の利害を調整しながら経営を行っていた。つまり，無駄（に思われる
こと）を受容する経営を行っていることが明らかとなった。

⚫ 持続可能な経済・社会づくりが声高に叫ばれているが，訪問した中小企業では
当たり前のように取り組んでいることが理解できた（もちろん，すべてのSDGs項目
ではない）



大企業（公開企業）の
キーストーン
＝株価（企業価値の向上）

株価

国際社会
日本社会

取引先
（下請け等）

社員
従業員

債権者株主

投資(機)家
証券市場

その時々の経営者
短期主義

不特定
多数の
顧客

中小企業の
キーストーン
＝存続（共有価値の維持・創造）

管理会計≦財務会計

会計？税制

非開示＜開示

所有≠経営

利害調整≦意思決定

現金＜利益

存続

地域社会

取引先

一族
伝統

債権者
（地域金融機関）

株主
（一族，創業家）

社員・従業員
国・地方自治体

50年先，100年先の経営

特定・
地域の
顧客

財務会計＜管理会計

会計＜税制
開示＜非開示

所有＝経営
（会計）利益＜現金

意思決定≦利害調整



３．次年度へ向けて：会計面からの考察

インタビュー調査をもとに，日本の中小企業の企業文化を視
座とし、会計（特に財務会計）の基礎概念を考えていく。
⚫ 「存続」を鍵概念とした会計。

⚫ 必ずしも株主を中心と考えない利害調整機能を持った会計。

⚫ 内部利用（意思決定）を中心とした情報を作成する会計。

⚫ 社外利用（金融機関向け・納税などに限定）を念頭においた会計。

⚫ キャッシュ（資金繰り）を重視した会計。

⚫ 企業価値は株価ではなく，存続可能力とした会計。

⚫ 限定的な利害関係者がそれぞれの立場でベネフィットを享受できる会計
（ win-win relationship)
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中間報告：まとめ

中小企業 大（上場）企業
会計進化論？

所有主説に基づく会計は「出資と経営と管理と労働という企業に必要な4つの機能が分化していない
中小企業には妥当するかもしれない」 （佐藤［2014］, p.184）

SHのための会計
（企業主体説）

出資者のための会計
（所有主説）

ステークホルダーの増加

所有と経営の分離

日本の中小企業会計には、会計進化論は馴染まない？



❖すべての中小企業に「企業＝イエ」の意識があるわけ
ではないが、「経営体（器）の存続」や「共同体（≒地域
のステークホルダー）」の重視というイエ的思考の存
在は定量的・定性的調査を通じ明らかにできたのでは

ないか。

❖「会計主体＝企業主体」を出発点とすることで、日本の
中小企業の実務にも馴染み、今後の指針ともなりうる
概念FWが形成できるのではないか。


