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（巻頭言）

気候変動問題と中小企業
中小企業会計学会会長

河

﨑

照

行

地球温暖化による気候変動が世界的に問題視されている。とりわけ，脱炭素化（CO₂ の排出規制）
の取組みは，大企業の問題と思われがちであるが，そうではない。企業の経済活動が複雑なサプラ
イチェーンで成り立っている今日，中小企業は気候変動問題から直接的な影響を受けることになる。
大企業の間では，脱炭素化に向けた取組みが進んでいる一方，中小企業の大半ではその対応が希
薄である。大手銀行（りそなホールディングス）のアンケート調査によれば，CO₂ の排出削減につ
いて，
「削減目標を設けた」
「排出量の把握が済んでいる」と回答した企業は，売上高 5 億円未満の
企業でわずか 5％とされる。また，気候変動を含む SDGs（持続可能な開発目標）については，売上
高 50 億円未満の企業の 27％が「何をすべきか分からない」と回答したとされる（NHK・Web ニュー
ス，2022 年 1 月，https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220111/k10013423891000.html）。
周知のように，2016 年に発効したパリ協定では，世界平均気温を産業革命以前と比べ 2℃より低
く抑え，1.5℃に保つ努力をすることを目標としている。これを受け日本政府は，「2050 年までに温
室効果ガスの排出量を合計でゼロにする」という目標を掲げた。今後，中小企業にとって，脱炭素
経営に取り組まないことが，取引の機会損失に繋がる恐れがある。現在は，大企業中心の取組みも，
今後は，中小企業に波及することは確実である。現に，大企業はサプライチェーン全体で脱炭素化
の取組みを図るため，取引先等の中小企業に対して排出削減を強く求めるようになってきた。例え
ば EC（電子商取引）の大手企業アマゾンは「2040 年までに炭素排出量の実質ゼロ化を目指す」と
宣言するなど，直接的に温室効果ガスの排出をしない産業も脱炭素化と無関係ではなくなってきた。
わが国では，2021 年 3 月，環境省が中小企業向けに『中小規模事業者のための脱炭素経営ハンド
ブック』を公表した。同ハンドブックでは，中小企業が脱炭素経営に取り組むメリットとして，次
の 5 つをあげている。
⑴

優位性の構築（自社製品の競争力確保・強化）

⑵

光熱費・燃料費の低減（非効率なプロセスや設備の更新）

⑶

知名度や認知度の向上（先進的取組みによる自社のブランド価値の向上）

⑷

社員のモチベーション向上や人材獲得力の強化（環境問題に意欲の高い人材の確保）

⑸

資金調達力の強化（金融機関による脱炭素化の圧力への対応）

中小企業にとって，脱炭素経営の取組みが，企業価値向上に繋がることは言を俟たない。いま，
「環
境会計」
（気候変動問題）を中小企業会計の新たな研究課題とする時代が訪れている。
（令和 4 年 4 月）
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日本の中小企業におけるクラウド会計導入に関する
意識調査

論文要旨

菅

原

加

納

智 （関西学院大学教授）
慶

太 （県立広島大学講師）

本研究は，クラウド会計採用に関する中小企業経営者の意識調査と採用決定に影響を及ぼ

す要因を明らかにすることを目的としている。中小企業経営者のクラウド会計に対する意識について，
1）クラウド会計の機能の効果，2）アクセシビリティー，3）コスト効率性，4）経営参画，5）堅牢性
の観点からアンケート調査を実施し，定量的データを収集した。兵庫県中小企業家同友会の会員である
中小企業経営者からデータを収集し，合計で 34 件の回答を得た。データは，クラウド会計を導入して
いる中小企業（クラウド企業）と導入していない中小企業（非クラウド企業）に分類し，t 検定による
分析手法を用いて統計比較を実施した。その結果，以下のような知見が得られた。1）中小企業経営者
がクラウド会計の採用を決定するかどうかは，クラウド会計の機能についての理解に依拠している。す
なわち，クラウド会計の機能が会社のニーズに合致していると考えれば導入を決定し，そうでない場合
はその逆となる。しかし，非クラウド企業の経営者は，クラウド会計の機能を知らずに導入しないとい
う判断を行っている傾向があることも理解できた。2）本調査に参加した中小企業経営者のほぼ全員が，
クラウド会計によってユーザがさまざまな財務データに容易にアクセスできることを高く評価してい
た。しかし，クラウド会計を利用する半数が会社のデスクトップ型パソコンからアクセスしていること
がわかった。つまり，クラウド会計導入によるアクセシビリティーの優位性が存在するにもかかわらず
有効に活用されていない可能性が高いということである。3）クラウド会計の導入によって，従業員の
経営活動への参画が促進されるという事実は見いだせなかった。この点については，補足調査の定量的
な回答やインタビューから，クラウド会計を利用した会計システムの多様なカスタマイズ設定に焦点を
当て更なる研究が必要であることが示唆された。
これらの結果は，中小企業経営者におけるクラウド会計の導入と，その導入の意思決定に影響を与え
るいくつかの重要な要因に関する新しい洞察を提供するものである。さらにこの結果は，会計専門家，
監査法人，税務当局，基準設定主体が，より良いコミュニケーションを構築するための一助となるであ
ろう。
キーワード

クラウド会計，デジタル技術，クラウド・コンピューティング，中小企業，質問票調査

※本稿は査読済み論文です（2022年２月19日決定）。
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木村 2017）
。そして今後も，多くの企業がクラ

１

はじめに―問題提起

ウド会計を利用し，先端デジタル技術による効
率化のメリットを享受することが予想される。

近年，会計の分野において，先端デジタル

クラウド会計の採用により最もメリットを享

技術（クラウド，ビッグ・データ，ブロック・

受できるのは中小企業といわれている。しかし

チェーン，人工知能（AI）
）が重要な役割を

先行研究では中小企業経営者のクラウド会計に

担い，実務に影響を与えているといわれてい

対する意識について調査した研究はこれまでわ

る（Al-Htaybat et al. 2018; Handoyo and Anas

ずかしか存在していない。特に日本では，当該

2019; Moll and Yigitbasioglu 2019; Koto et al.

テーマを対象とした実証研究はこれまで実施さ

2019）。すでに，多くのソフトウェア等が開発

れてこなかった。そこで本研究では，質問票調

され，会計，税務，簿記および監査のプロセス

査による実証研究を実施し，クラウド会計採用

が自動化されている。しかしながら先行研究の

に関する中小企業経営者の意識調査と採用決定

多くは，そのような先端デジタル技術により会

に影響を及ぼす要因の分析を行うことにした。

計がどのような影響を受けるかについてまだ十
分な研究が実施されていないと警鐘を鳴らして
いる（Moll and Yigitbasioglu 2019; Koto et al.
2019; Wells 2018）
。実社会では，特にクラウド

２

先行研究

中小企業やその経営者を対象とした研究で，

会計は各国の多くの企業において採用されてお

一般的なクラウド・サービスの採用に関する印

り（Nixon 2015; Smith 2017）
，会計実務におけ

象を調査した実証研究は，海外・国内を問わず

るクラウド会計に関連する問題の把握が急務と

すでに存在している。たとえば一般的なクラ

なっている。クラウド会計とは，データやアプ

ウド・サービスの新規採用についての研究に

リケーション等のコンピュータ資源をネット

は，Changchit and Chuchuen（2018）がある。

ワーク経由で利用するクラウド・コンピュー

この研究では 585 人の（潜在的な経営者として

ティングの技術を会計実務に応用したものであ

の）大学生を対象に，一般的なクラウド・サー

る（Dimitriu and Matei 2015）
。クラウド会計

ビス（Google Drive や Drop Box など）の利用

は，場所や時間を問わず，登録したさまざまな

に対して利用者が有している印象や，利用を促

端末機器から自由に財務情報等へのアクセスや

進（あるいは阻害）する要因を調査した。結果

入力ができるという特徴がある（Dimitriu and

は，クラウド・サービスの「知覚された使いや

Matei 2015）。また，複数の部署のデータ管理

す さ（Perceived Usefulness）」 と「 知 覚 さ れ

ツールとの連携によるバックオフィスの一元化，

た有用性（Perceived Ease of Use）」が，クラ

最新バージョンへの常時アップデート，法改正

ウド・サービスの「利用・継続意思（Intention

の対応やデータバックアップの手間からの解放

to Use）
」と有意な関係であることが定量的に

などメリットが多いともいわれる。そのため近

示されていた。当該研究では，クラウド・サー

年においては，中小企業を中心に弥生会計オン

ビスの新規利用に対する促進・阻害要因の実証

ラ イ ン（https://www.yayoi-kk.co.jp） や freee

的調査が行われているが，クラウド・サービス

（https://www.freee.co.jp） な ど の ク ラ ウ ド・

を応用したクラウド会計の問題については触

サービス・プロバイダーによるサービス提供が

れていなかった。日本においては，横田・坂

年々増加してきているといわれている
（佐々木・

本（2012）が，中小企業における一般的なクラ
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ウド・サービスの役割について考察を行ってお

調査を実施した。まず，中小企業がクラウド会

り，クラウド・サービスが単なる情報処理の道

計の導入を決定（あるいは導入を断念）する

具としてではなく，各利害関係者の個別の業務

際，どのような要因（阻害要因も含む）を考慮

や作業を有機的に結合させる役割を担うことで，

するかを調査した。この調査のため，クラウド

多数の小規模企業に対しても利用が促進される

会計を導入している企業（クラウド企業）と導

と指摘している。この横田・坂本（2012）にお

入していない企業（非クラウド企業）の２グ

いても，事例研究を行いクラウド・サービスの

ループの経営者に対し，クラウド会計導入によ

役割や便益について具体的に検証を行っている

り企業活動にいかなる影響や効果が起こると

が，Changchit and Chuchuen（2018）と同様に，

考えているかについて，a）クラウド会計の機

クラウド会計に関する問題については検討が行

能の効果，b）アクセシビリティー，c）コス

われてこなかった。

ト効率性，d）経営参画，e）堅牢性に関する

これら一般的なクラウド・サービスを対象

合計 17 項目を問うことにした。そしてクラウ

とした先行研究に対して，クラウド会計に関

ド企業と非クラウド企業からの回答の差を t 検

する研究は特に海外で活発に行われている

定で統計的に調査した。なお，これらの質問

（Asatiani et al. 2019; Soni et al. 2018; Strauss

項目については，先行研究で調査されてきた

et al. 2015; Yau-Yeung et al. 2020）
。たとえば

項目を参考に作成した（Ali and Thakur 2017;

Strauss et al.（2015）は，ドイツの管理会計士

Flaherty 2018; Senarathna et al. 2018; Kumar

139 名を対象とした質問票調査を行い，中小企

and Samalia 2017; Hsu et al. 2014; Gangwar et

業がクラウド会計を導入する
（あるいはしない）

al. 2015; Strauss et al. 2015）
。

理由を調査した。結果として，クラウド会計は
経営意思決定に有効に機能し費用低減効果も見
込まれるため収益性が高まると結論づけた。こ

3.2

サンプルの収集

本研究は，兵庫県中小企業家同友会（同友会）

の Strauss et al.（2015）では，管理会計士の印

の会員である中小企業経営者に質問票への回答

象のみをデータとしていた。また他の研究には，

を依頼し，データを収集した。データ収集は意

企業の経営者や経理担当者など，経営者側の見

図的サンプリング法（purposive sampling）を

解をデータとして利用した同テーマの研究も存

採用した。同友会の事務局に対して，本研究

在するが（Asatiani et al. 2019; Yau-Yeung et

の趣旨を理解し回答を得られると思われる企

al. 2020）
，日本の中小企業や経営者を対象とし

業を 50 社ほど選別することを依頼し，調査票

た研究は未だ実施されていない。したがって本

を送付した。なお本研究者は企業の選別には

研究では日本の中小企業経営者の視点からクラ

関与しなかった。データ収集は，2020 年 10 月

ウド会計の導入に関する意識調査を実施するこ

から 11 月にかけて，Surveymonkey（https://

とにした。

jp.surveymonkey.com）で作成した調査票を用
いて行った。研究者がカバー・レターと調査票

３

研究方法

にリンクする QR コードを作成し，同友会の事

3.1

質問票の作成

で実施した。

務局がメールで企業経営者に個別に送信する形

本研究ではクラウド会計導入に関する中小企

質問票に回答した経営者の企業の記述統計量

業経営者の意識を調査するため，質問票による

は図表 1 のとおりである。まず，回答したク

4
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ラウド企業が 13 社（38.2%）で，非クラウド企

4.1

業は 21 社（61.8%）の合計 34 社であった。記

クラウド会計の機能の効果

クラウド会計の機能の効果についての分析結

述統計量は従業員数，資本金，年商について，

果は図表 2 のとおりであった。まず，クラウ

平均値，標準偏差，最小値，最大値を示してい

ド企業の経営者の方が非クラウド企業の経営者

る。各企業の情報技術部の年度予算についても

よりも，クラウド会計サービスの機能が自分の

回答を求めたが，会社の規模に大きな差がある

会社のニーズに合致していると考えていること

ため，最も少ない企業はその年のニーズに応じ

が明らかとなった（t（34）=-3.10, p<0.01）。ま

て決定（ゼロの場合もある）するが，最も多い

た，クラウド企業の経営者の方が非クラウド企

企業は毎年 6 億円程度の投資予算を定めている

業の経営者よりも，クラウド会計導入により会

ことがわかった。

社の収益性を高められるという印象を有してい
ることも判明した（t（34）=-1.78, p<0.10）。

４

分析結果と解釈

これに対して，クラウド会計導入が「会社の
経営の意思決定に効果的であるか」及び「経営

クラウド会計に対する中小企業経営者の印象

に関する要求に即座に回答を示すか」という問

についてのデータの分析結果は a）クラウド会

いに対しては，両企業グループの経営者は共に

計の機能の効果，b）アクセシビリティー，c）

中立の回答をしており，統計的な差異もみられ

コスト効率性，d）経営参画，e）堅牢性，の 5

なかった。意思決定については，先行研究の

区分に分けて結果を解釈していくことにする。

Strauss et al.（2015）がクラウド会計の有用性

図表１

平均値（標準偏差）

最小値

最大値

42.43（97.26）

1

465

22,604,546（27,571,422.0）

3,000,000

100,000,000

632,952,381（1,198,000,000）

10,000,000

5,000,000,000

5,200,000（14,480,291.5）

必要に応じて

600,000,000

従業員数（人）
資本金（円）
年商（円）
情報技術部の年度予算（円）

記述統計量（合計34社）

図表 2

クラウド会計の機能の効果

合計（n=34）
平均値
（標準偏差）

クラウド企業
（n=13）

非クラウド
企業（n=21）

t 検定
t値（p値）

1 クラウド会計の機能は会社のニーズ
に合致する。

3.26
（1.46）

2.38
（0.87）

3.81
（1.50）

-3.10
（0.00）
***

2 クラウド会計導入で会社の収益性を
高められる。

4.00
（1.44）

3.46
（1.05）

4.33
（1.56）

-1.78
（0.08）
*

3 クラウド会計導入は経営の意思決定
に効果的である。

3.79
（1.56）

3.77
（1.48）

3.80
（1.54）

-0.06
（0.95）

4 クラウド会計導入で会社内部の経営
に関する要求に即座に回答を出す。

4.24
（1.48）

4.31
（1.25）

4.20
（1.64）

0.20
（0.84）

注：*10%有意，***1%有意
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を指摘していたが，本研究ではこの見解を追証

逆に，非クラウド企業の経営者に対しては，

する実証結果は得られなかった。

導入しない理由として以下のような関連する質

また本研究においては，特にクラウド企業の

問を追加的調査として実施していた。すなわち，

経営者に対して，クラウド会計の導入が経営意

非クラウド企業の経営者に対して，クラウド会

思決定に与えると思われるメリットについて，

計を導入するメリットが見当たらないのではな

記述的な回答を追加的に求めていた。被験者か

いか，およびクラウド会計で何ができるかを知

らは以下のような回答を得ることができた。

らないのではないかという質問を投げかけた。
結果は図表 3 の通りであった。

•

•

大 きな経営方針はあらかじめ決まってい

結果は，非クラウド企業の半数以上の経営者

るので，クラウド会計を導入したからと

が，導入するメリットを見出せないと感じてお

いってあまり影響はないが，月次の推移

り（55.0%），かつクラウド会計導入により新た

や変動による細かな修正のための意思決

に可能になることを知らない（60%）というこ

定には良い影響はある。

とが明らかとなった。したがって，上記にあ

リアルタイムでの状況把握（特に財務面）

るように，非クラウド企業の経営者がクラウ

は意思決定には必要不可欠であり，それ

ド会計の機能が会社のニーズに合致しないと

を随時確認できるため。

回答した理由には，この分析結果のとおり，ク
ラウド会計の採用によって実現できることを明

すなわち，適時にどこからでも必要な情報を

確に理解できていないが故に，そのメリットを

入手できる「アクセシビリティー」というクラ

感じないことが原因としてあげられる。この

ウド会計の特徴により，有効な経営意思決定が

結果は先行研究にも整合している。オースト

実現できていると一部のクラウド企業の経営者

ラリアの中小企業を対象に一般的なクラウド・

は考えており，それがクラウド会計の採用に結

サービスの採用に影響を与える要因を調査した

びついていると解釈することができる。

Senarathna et al.（2018）においても，クラウ

図表３

非クラウド企業の経営者に対する追加的質問項目の分析結果
クラウド会計で何ができるかを知らない。

導入するメリットが見当たらない。
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%

35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%

5.0%
0.0%
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ド技術に対する知識やそれを応用して得られる

このアクセシビリティーという特徴が起因して

機会を深く理解している企業の方が，当該サー

いると考えることができる。この関連性は先行

ビスを採用する傾向にあることが明らかとされ

研究でも指摘されてきた。クラウド会計の数あ

ていた。また，そのような理解が経営管理に対

る機能の中でも，携帯電話やタブレットからク

して有効に機能することも先行研究において示

ラウド会計にアクセスできるという点を最も評

されている（Gangwar et al. 2015）
。これらの

価する企業や経営者が多いことも一般的に知ら

先行研究は一般的なクラウド・サービスを対象

れている（Flaherty 2018）。

とした研究であったが，同様に，クラウド会計

ここで本研究では，上記のような関連性が中

がより中小企業経営者の間で浸透し深い理解が

小企業においても実際に存在するのかを確かめ

得られてくれば，採用率も上昇することが予想

るために，アクセシビリティーについて追加的

される。

質問で調査を行った。この調査では，クラウド
企業の経営者に限定し，どのような手段でクラ

4.2

アクセシビリティー

ウド会計にアクセスしているかについての質問

図表 4 は，クラウド会計の優れた機能の１

を行った。結果は図表 5 に示したとおりである。

つである財務データへのアクセス可能性につい

分析結果は，半数がデスクトップ型のパソコ

ての印象を質問した結果を示している。ここで

ンからアクセスしていることがわかり，逆にス

は，
クラウド会計を利用することによって，
ユー

マートフォンやタブレットからのアクセスは

ザがデータにアクセスする 1）時間，2）場所，

10％未満であることが明らかとなった。この分

3）方法について柔軟に対応できるか否かにつ

析結果からは，被験者はクラウド会計の機動的

いて質問した。結果としては，3 項目全てに関

なアクセシビリティーを高く評価していたに

してクラウド会計を高評価する回答が得られた。

もかかわらず，その半数は固定式のデスクトッ

またこの結果は，両企業グループの経営者の間

プ型パソコンからしかアクセスしておらず，ク

にも統計的な差異がみられなかったことからも，

ラウド会計の利用場所や時間を制限しないとす

どちらのグループの経営者もクラウド会計のア

るアクセシビリティーのメリットを十分に有効

クセシビリティーについては高く評価している

活用できていないという状況が浮き彫りになっ

ことが明らかとなった。

た。同様の発見は先行研究でも報告されている

クラウド会計が意思決定に有効に機能すると

（Strauss et al. 2015）。

いう印象が形成されている理由の 1 つとして，
図表４

また図表 4 の分析結果では，非クラウド企業

アクセシビリティー

合計（n=34）
平均値
（標準偏差）

クラウド企業
（n=13）

非クラウド
企業（n=21）

t 検定
t値（p値）

1 クラウド会計導入でいつ何時でも会計
サービスにアクセスできるようになる。

2.71
（1.70）

2.31
（1.70）

2.95
（1.69）

-1.08
（0.28）

2 クラウド会計導入でどこからでも会計
サービスにアクセスできる。

2.79
（1.68）

2.92
（1.89）

2.71
（1.59）

0.347
（0.73）

3 クラウド会計導入でさまざまな機器か
らサービスにアクセスできる。

2.85
（1.50）

3.00
（1.58）

2.76
（1.48）

0.44
（0.66）
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図表５

クラウド企業経営者のクラウド会計へのアクセス手段
どのような手段でクラウド会計にアクセスしていますか？
（回答者数の比率）

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

50%

41.7%

8.3%
スマートフォンや
タブレットからアクセスする。

モバイルパソコンから
アクセスする。

デスクトップ型のパソコン
からアクセスする。

の経営者は，クラウド会計を採用していないに

計に関わる人件費（t（34）=-2.17, p<0.05）」を

もかかわらず，クラウド会計のアクセシビリ

抑えることができるという項目に関して，ク

ティーを高く評価していたことが判明していた。

ラウド企業の経営者の方が，非クラウド企業

この理由については，非クラウド企業の経営者

の経営者よりも，高く評価していることが統計

にクラウド会計を導入しない理由を記述回答で

的に明らかとなった。この点は，クラウド会計

求めた質問に対する以下の答えが参考になる。

の機能の効果の項目で判明した，クラウド企業
の経営者の方が，非クラウド企業の経営者より

•

中 小企業等の会計規模が小さいとメリッ

も，クラウド会計の採用により会社の収益性が

トが全く生かせない。また，業種によっ

高まると考えている点と整合していると考える

て効率化の差異が大きく，当社では効率

ことができる。なぜならもしクラウド会計を導

化できない。

入することで経営に関連するコストを抑制する
ことができるとすれば，それは企業の収益性を

この見解によれば，クラウド会計のアクセシ

高めることにつながるからである。先行研究に

ビリティーが高くても，中小企業という企業規

おいてもクラウド会計が IT 関連コストを抑え

模ではそれほど導入メリットは得られないと考

る効果を担うことを示す研究は数多くみられ

える経営者もいることが明らかになった。また

る（Dimitriu and Matei 2014; Soni et al. 2018;

企業規模のみならず，業種によってもメリット

Yau-Yeung et al. 2020）。

を享受できる企業とそうでない企業が存在する

また分析結果には，クラウド会計導入につい

という考え方もあることも明らかとなった。そ

て両企業グループの経営者に共通する印象とし

のような印象が，アクセシビリティーのメリッ

て，これまで採用してきた過去の会計システム

トに対する印象を抑え，導入メリットの過小評

よりもクラウド会計のほうが，システム導入，

価につながっていると考えることもできる。

更新，アップデート，バックアップなどで操作
や対応が容易になるという内容がみられた。さ

4.3

コスト効率性

らに，従業員が IT の知識やスキルを身につけ

コスト効率性のカテゴリーでは 5 項目につ

る負担や IT への投資や費用がクラウド会計の

いて質問を行った。結果は図表 6 の通りであ

採用によって低減されるかという疑問について

る。5 項目のうち，
クラウド会計導入により「IT

は，両グループの経営者がともに中立的な印象

に関わる人件費（t（34）=-2.18, p<0.05）
」と「会

を有していることが明らかとなった。
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図表６

コスト効率性

合計（n=34）
平均値
（標準偏差）

クラウド企業
（n=13）

非クラウド
企業（n=21）

t 検定
t値（p値）

1 クラウド会計導入でITに関わる人件費
を抑えられる。

4.59
（1.88）

3.69
（2.06）

5.14
（1.56）

-2.18
（0.04）
**

2 クラウド会計導入で会計に関わる人件
費を抑えられる。

3.97
（1.99）

3.08
（1.85）

4.52
（1.91）

-2.17
（0.03）
**

3 クラウド会計導入で従業員がITの知識
やスキルを身につける負担が減る。

4.88
（1.45）

4.85
（1.35）

4.90
（1.55）

-0.11
（0.91）

4 クラウド会計導入でITの費用を抑える
ことができる。

4.26
（1.69）

3.92
（2.10）

4.48
（1.41）

-0.84
（0.41）

5 クラウド会計導入で会計システムの開
始，更新，アップグレード，データの
バックアップが容易となる。

2.68
（1.51）

2.62
（1.81）

2.71
（1.34）

-0.18
（0.85）

合計（n=34）
平均値
（標準偏差）

クラウド企業
（n=13）

非クラウド
企業（n=21）

t 検定
t値（p値）

1 クラウド会計導入は一従業員が経営意
思決定に参画を促すのに効果的である。

4.76
（1.50）

4.77
（1.48）

4.75
（1.55）

0.04
（0.97）

2 クラウド会計導入で会社の従業員＝経
営者間のコミュニケーションを図れる。

4.85
（1.58）

4.00
（1.29）

5.38
（1.53）

-2.71
（0.01）
***

注：**5％有意
図表７

経営参画

注：***1%有意

結果として，クラウド企業の経営者は，クラ

4.4

経営参画

ウド会計を導入したことによって，特に関連す

クラウド会計導入の１つの大きなメリットと

る人件費の削減や抑制効果について高く評価し

して，経営者だけでなく従業員も会社の財務

ており，それが企業の収益性改善に寄与すると

データにアクセスできるようになるため，従業

いう印象を有していると考えることができた。

員が経営意思決定プロセスへの参画，企業人と

先行研究では，クラウド会計採用により IT に

しての経営活動への責任や業務に対するモチ

関わる投資や維持費を削減する効果が議論され

ベーションの高揚，企業内における経営者と従

ることがあったが（Dimitriu and Matei 2014;

業員の円滑なコミュニケーションを高めること

Soni et al. 2018; Yau-Yeung et al. 2020）
，本研

になるという考え方がある。このような現象に

究の被験者である中小企業経営者は，IT 関連

関する分析が，当該カテゴリーの項目によって

の経費のみならず会計に関わる経費も含め，特

実施された。分析結果は図表 7 に示している。

に人件費の削減という視点からクラウド会計の

結果としては残念ながら，両企業グループの

導入を考慮していることが明らかとなった。

経営者は共に，クラウド会計導入の効果として，
経営意思決定への参画が促進されるという点は
認めがたいという悲観的な結果が示された。

中小企業会計研究
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会社の従業員＝経営者間のコミュニケーショ

あると考えていることがわかった（t（34）=

ンがクラウド会計導入により促進されるという

-2.73, p<0.01）。こうした結果は，クラウド会計

印象については，クラウド企業の経営者の方が

導入の決定を左右する大きな原因の１つではな

統計的有意に若干中立的な回答を示していた（t

いかと考えられる。

（34）=-2.71, p<0.01）
。しかし統計的有意な差

これに対して，クラウド会計は予期せず起き

が示されたとはいえ，クラウド企業の経営者で

るサービス停止には弱いという特徴は，クラウ

あっても当該項目に関して中立的な印象を示し

ド企業の経営者と非クラウド企業の経営者の両

ているにとどまっており，クラウド会計の導入

者に共通の認識となっていた。特にクラウド企

によって従業員の活発な経営参画が容易に実現

業の経営者は，クラウド会計が突然サービス停

すると経営者は考える傾向にないと解釈できる。

止するという弱点を有していることを認識して

大企業のクラウド会計の活用事例を対象とし

いるにもかかわらず，その上でクラウド会計導

た先行研究においては，クラウド会計の導入

入を前向きに評価して採用している点が明らか

が企業内の全てのレベルの管理者によって利

になった。先行研究においても，クラウド会計

用され，多くの従業員の経営参画が促された

の堅牢性に対する印象がその採用に影響を及ぼ

とする研究結果が報告されている（Strauss et

しているか否かについては意見が分かれている。

al. 2015）
。この先行研究と本研究のギャップは，

Senarathna et al.（2018）においても，セキュ

本研究の対象とする企業が中小企業であるとい

リティーやプライバシーの堅牢性に対する印象

う点に起因していると考えることができる。

については，一般的なクラウド・サービスを採
用する有意な決め手となっていないことが示さ

4.5

堅牢性

れている。堅牢性については，経営者がある程

最後のカテゴリーでは，経営者がクラウド会

度割り切りって，サービスの採用を決めている

計の堅牢性をどのように捉えているかについ

と理解することができる。

て分析した（図表 8）
。結果として，クラウド

５

企業の経営者は，導入によってプライバシー
侵害や情報漏洩について，非クラウド企業経

おわりに

営者よりも楽観的な印象を有し（t（34）=1.67,

本研究では，日本の中小企業経営者を対象と

p<0.10）， か つ 比 較 的 信 頼 の 高 い サ ー ビ ス で

してクラウド会計に対する意識調査を行い，ク

図表８

堅牢性

合計（n=34）
平均値
（標準偏差）

クラウド企業
（n=13）

非クラウド
企業（n=21）

t 検定
t値（p値）

1 クラウド会計は予想なしに起きるサー
ビス停止には弱い。

2.56
（1.05）

2.62
（0.91）

2.52
（1.12）

0.24
（0.80）

2 クラウド会計導入でプライバシー侵害
や情報漏洩が起こる。

3.56
（1.44）

4.00
（1.73）

3.26
（1.15）

1.67
（0.10）
*

3 クラウド会計は信頼の高いサービスで
ある。

3.68
（1.39）

2.92
（1.12）

4.14
（1.35）

-2.73
（0.01）
***

注：*10%有意，***1%有意
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ラウド会計の導入を決定する要因について調査

ることによるコスト低減効果については，先行

することを目的とした。質問票調査により収集

研究においてもあまり調査がなされていない事

したデータを分析した結果，いくつかの有益な

象である。特に，導入のための投資とコスト低

発見をすることができた。第１に，中小企業経

減などによる便益の費用対効果の分析が求めら

営者がクラウド会計の採用を決定する際に重視

れるであろう。これらの具体的な分析結果が数

している要因として，クラウド会計の機能が自

値で明示されれば，より多くの企業がクラウド

分の会社のニーズに適合するか否かという点に

会計を採用する契機になるかもしれない。

大きく依拠していることが明らかとなった。ま

第４に，クラウド会計を有効に活用し，従業

た，非クラウド企業の経営者の多くは，クラウ

員を含めた経営参画のためのツールとして利用

ド会計を導入すればどのような機能を発揮でき

しているような状況を観察することはできな

るかを知らずに導入しないという判断を行って

かった。従業員を経営に参画させ全社一丸と

いる傾向があることも理解できた。クラウド会

なって経営を盛り上げる方法は，企業規模・経

計の機能について中小企業経営者が理解を深め

営資源の小さい中小企業には効果的な経営手法

る機会が増えれば，中小企業においても，より

であると考えられる。クラウド会計はそれ自体

多くの採用事例が見られるようになるのではな

が会計システムであるが，使い方によってはそ

いかと考える。

のような理想的な中小企業経営を実現する良き

第２に，クラウド会計による財務データへの

支援ツールになると考えられる。すでにそのよ

アクセシビリティーの良さについては認識され

うな利用法を採用している企業の事例を示すこ

ていたが，クラウド企業の経営者であっても実

とや，効果的な応用方法を究明することが求め

際利用するのは固定型デスクトップのパソコン

られるであろう。

が多く，その優れた機能を有効に活用していな

最後に，クラウド会計の堅牢性については，

いことが明らかとなった。また，非クラウド

クラウド企業の経営者はセキュリティーやプラ

企業の経営者は，クラウド会計のアクセシビリ

イバシーリスクの存在をある程度割り切って採

ティーについての良さを認識しつつも，会社の

用している状況がみてとれた。既存のサービス・

業種や規模によりメリットを十分に享受できな

プロバイダーはこの点についてさまざまな対応

い場合があるという印象により，採用を断念し

をとっており，その状況を理解することで許容

ている可能性があることも判明した。セキュリ

できるリスクも数多くあると考えられる。この

ティーの観点からアクセシビリティーに制約が

点についても，企業経営者がクラウド会計の理

かかる場合があるが，中小企業だからこそ高め

解を深めることが重要になってくると考えられ

られるモビリティもあるはずである。クラウド

る。

会計サービスを介して経営に関与する職業会計

以上のように本研究では多くの示唆を提示す

人などの専門家とのアクセシビリティーも含め，

ることができたが，限界も存在する。最も大き

より効果的な方法を模索し構築することが求め

な研究の限界としては，今回実施した実証研究

られるであろう。

の元になったデータ数が僅かであり，結果を一

第３に，クラウド会計の採用により，関連す

般化できないという点である。より多くのデー

る IT や会計に関わる人件費を低減できるとい

タを得られれば，本研究で明らかとなった業種

う印象が，その採用決定に影響を与えていると

や規模別にクラウド会計採用への影響要因をよ

解釈することができた。クラウド会計を採用す

り詳細に分析することも可能となる。また，本
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調査で明らかにできなかった重要な要因が新た
に発見できるかもしれない。今回の研究の反省
を踏まえて，将来の研究ではより多くのサンプ
ルを収集し，本研究を拡張したいと考えている。
さらに本研究では，t 検定を採用してクラウ
ド企業と非クラウド企業の経営者の印象の差を
分析したが，本リサーチ・セッティングの場合，

Saarinen, T. 2019. Impact of accounting process
characteristics on accounting outsourcing –
Comparison of users and non-users of cloud-based
accounting information systems, International

Journal of Accounting Information Systems , 34.
Changchit, C. and C. ChuChuen. 2018. Cloud
C o m p u t i n g : A n E x a m i n a t i o n o f F a c t o rs
Impacting Users’ Adoption, Journal of

クラウド企業がクラウド会計を導入しなかった

Computer Information Systems , 58（1）：1-9.

場合の経営者の意識や非クラウド企業がもしク

Dimitriu, O., and Matei, M. 2014. A New Paradigm

ラウド会計を導入した場合の経営者の意識につ
いては検証することができていない。この点も
本研究の大きな限界である。何らかの介入を実
施する場合と実施しなかった場合の効果の差に
ついては，Rosenbaum and Rubin（1983）で紹
介されている傾向スコアを用いた疑似実験など
の統計手法を応用することで限界を克服する努
力は可能であると考えられる。このような改善
点についても将来の研究では，実施していきた
い。
クラウド会計は，特に中小企業が導入するこ
とで，企業活動を支援する効果的なツールとし
て有効活用できるといわれる。本研究によって，
クラウド会計に対する認識を少し変えることで，
より多くの中小企業が当該サービスを採用し，
経営活動の質や財務基盤を高めることに繋がる

Dimitriu, O. and Matei, M. 2015. Cloud accounting:
a new business model in a challenging context,

Procedia Economics and Finance , 32：665-671.
Flaherty, S. 2018. Bookkeeping in the Cloud:

Advancements in Accounting Software , Honors
Thesis in Appalachian State University, May
2018.
Gangwar, H., Date, H. and Ramaswamy, R. 2015.
Understanding determinants of cloud computing
adoption using an integrated TAM-TOE model,

Journal of Enterprise Information Management ,
28（1）
：107-130.
Handoyo, S. and Anas, S. 2019. Accounting
Education Challenges in the New Millennium
Era, Journal of Accounting Auditing and

Business , 2（1）：35-46.
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ことを期待している。

Examining cloud computing adoption
intention, pricing mechanism, and deployment
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中小会社会計の目的の変化とその影響
―会計の DX 化と記帳の重要性に着目して―
星 野 有 理 子 （近畿大学大学院産業理工学研究科博士後期課程）

論文要旨

本稿では，旧商法および現行会社法における会計の目的の変化が中小会社に与える影響に

ついて明らかにし，昨今進展する会計 DX との関わりについて考察することを目的とする。旧商法では
多数の利害関係者のいる大会社を基本形としており，債権者保護の考え方に重きが置かれていた。現行
会社法では利害関係者のほとんどいない中小会社を基本形としており，利害関係者に対する情報提供機
能についても同様に重視されるようになった。このような会社の基本形が変化することによる会計の目
的の変化に関して , 中小会社では資金調達や取引先の拡大に資するための情報提供が重視されるように
なりながらも , 債権者保護の要請は依然として存在している。
近年は会計 DX の進展に伴う諸問題に関する議論が多くなされている。かつて電算機会計が普及した
ときには，作成された計算書類等の品質の是非が課題とされていた。これに類似した問題が，時代を経
ても唱えられており，AI や AI を操作する人間の不正防止や，会計処理の一連が自動化することによる
処理過程のブラックボックス化などがその一例としてあげられる。また，商業帳簿は訴訟に際する証拠
力があることからその品質が損なわれてはいけない。したがって，特に中小会社の場合，会計の基礎に
立ち返ることが必要であると考えられ，今後は計算書類に対する記帳の重要性が更に増していくものと
予想される。
キーワード

会社法会計，債権者保護，情報提供機能，会計の DX 化，記帳の重要性

を辿った。

１

はじめに

計算規定の改正がなされたことで，株式会社
が資本欠損に陥った場合に債権者保護が十分に

2006（平成 18）年の現行会社法 の施行に

機能しない状態におかれ，更に最低資本金制度

伴い，会社の会計の目的に変化が生じた。改正

の撤廃や一人会社の設立等機関設計の自由化が

前の旧商法の計算規定では，利益決定計算と利

制度化されたことで債権者保護が旧商法の理念

益分配計算が「『財産と資本が一体的なもの』

から消滅した。そこで，会社法では，会計帳簿

としてパラレルに機能することを前提とした理

の記帳要件の明確化，会計監査人設置を自由化

念」
（武田 2007，13）として統括されていたが，

することによる計算書類の信頼性の向上，会計

現行会社法の計算規則ではこれらが二元化の道

参与制度の創設による計算書類の質的向上など

1

※本稿は査読済み論文です（2022年２月19日決定）。
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が債権者保護のための新たな措置として講じら

業の経理内容を真実公正に利害関係人たる社

れた（武田 2007，10-14）
。

員・債権者に報告させること」
（以下，情報提

以上の変遷から，
会社法上における計算理念

2

は，旧商法における「債権者保護」から債権者
保護の新たな措置としての「計算書類作成の要

供機能と称する）の 2 点であるとされていた（矢
沢 1973，14-15）。
その後，1938（昭和 13）年，1950（昭和 25）

件強化」に変化し，計算書類の利益「決定」情

年の改正により，繰延資産や資本会計の導入が

報としての重要度が高まったことがうかがえる。

なされた。この段階で，旧商法の計算規定は出

しかしながら，ここで次のような疑問が生じる。

発点の考え方を維持してはおらず，財産計算と

証券市場に上場するような大規模公開会社で

異なる損益計算の要素が取り入れられた。

あれば，潜在株主を含む不特定多数の株主をは

そして 1962（昭和 37）年の商法改正にて資

じめとした利害関係者が投資判断の手段等とし

産評価の原価主義が採用され，さらに繰延資産

て会計情報を重視することから，計算書類の信

の範囲拡大や引当金の規制も設けられたことで，

頼性や正確性が必要であることは理解に容易で

会計の目的が債権者保護のための財産計算から

ある。その一方で，非公開を前提とした中小会

損益計算の立場へ移行した（矢沢 1973，16-18）。

社 でいえば，所有と経営が一致している場合

これに対して久保（2007，87）は，昭和 13

がほとんどで，利害関係者に関しても金融機関

年や昭和 37 年における会計処理に関する規範

や取引先など特定少数であることから，
「計算

の確立が「会計処理に関する規範定立が必ずし

書類作成の要件強化」という計算理念は，大規

も配当可能利益の調整という目的のみを追求し

模公開会社ほど重要ではないように思われる。

たものではなく , 実務の容認あるいは（損益法

このような旧商法から現行会社法における計

導入による）情報提供機能の強化という側面も

3

算理念に係る会計の目的の変化は，どの時代に

有していた」との見解を示している。

おいても社会的要請に応じて変化してきたもの

続いて 1974（昭和 49）年に商法改正がなさ

である。本稿では，中小会社の場合，昨今進行

れた背景には，大企業による粉飾決算があった

するデジタルトランスフォーメーション （以

ことは周知の通りである。この問題が会社債権

下，DX 化と称する）との関わりにおいてこれ

者や株主に大きな影響を与えることに着目し

らはどのような影響を与えるのかということに

て，会計監査人監査制度が導入 5 された（弥永

ついて考察する。

2018，13）。このことから債権者保護の目的の

4

なかでも計算書類の適正に関する観点が重視さ

２
2.1

 商法と現行会社法における
旧
会計目的の変遷

れるようになったことがうかがえる。

旧商法

の民主化に伴う立法や政策がなされたとする。

稲葉（2008）は昭和の時期の改正について，
戦後のわが国経済においては財閥の解体や証券

わが国の商法は，1899（明治 32）年に公布

これについては株式会社が経済成長のための役

され，逐次改正を繰り返してきた。それは企業

割を担うこととなり，「経済社会の要請に応じ

会計においても同様であり，さまざまな社会情

た効率性と健全性の確保」（稲葉 2008，5）の

勢に対応して整備・改善が行われている。法に

ための改正であったと述べる。

おける会計の目的は，
債権者保護の観点から
「配

次に，平成に入ってからは金融危機をきっ

当可能利益を適正に算定させること」
および
「企

かけとし，これに対応していくための改正が
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多くなされた。法務省と大蔵省は 1998（平成

計の目的は大会社と中小会社ではその重点が異

10）年に「商法と企業会計の調整に関する研究

なるのは当然であり，現行会社法においてもこ

会報告書」（法務省・大蔵省 1998）をとりまと

の傾向は続いているといえよう。

め，旧商法の会計目的について「公開会社のみ
ならず非公開会社を含む全ての会社を対象とし

2.2

現行会社法

て，債権者と株主の利害調整機能又は債権者保

武田（2006）は，現行会社法における計算の

護を中心としていると一般にいわれている。し

目的は利害関係者に対する「情報提供」と「剰

かし，これと並んで株主に対する情報提供機能

余金の配当等に係る分配規制」であるとする。

も重要な目的の一つとされており，財産計算の

特に，「情報提供」の点において，旧商法が目

みならず期間損益計算が一層重視されるように

指した計算の目的との相違がみられると述べる。

なってきたと考えられる。
」
（法務省・大蔵省

前述したような旧商法の会計目的は，ドイツ型

1998，Ⅰ -1）との認識を示している。

の計算思考からアメリカ型の計算思考へと変化

その一方で，中小会社には不特定多数の株主

した（武田 2006，67）。実際に，旧商法から現

が存在しないことから会計を通じた情報提供の

行会社法への改正により，債権者保護の商法計

対象は債権者に限られる場合がほとんどである。

算規定から，証券取引法のようなステークホル

したがって法務省・大蔵省（1998）がいうよう

ダーへの情報提供機能が重視されるようになっ

な会計目的の重点移行は大きく影響しないよう

た（武田 2006，72）。この背景には，金融市場

に思われる。実際に，2002（平成 14）年に中

のグローバル化に伴う国内企業の国際化が挙げ

小企業の会計に関する研究会が公表した「中小

られる。

企業の会計に関する研究会報告書」ではこの情

ここで，証券取引法とは異なる法理念 6 を持

報提供機能について，
「公開会社の会計の主目

つ商法において，これらのような会計基準を伝

的である投資家への情報提供機能の重要性は相

統的な原価主義を基礎とする商法計算規則の中

対的に低い」と述べられている。ただし，中小

でいかに調和させるかといった問題が生じた。

会社でも「商法の規定の下で，かつ，債権者・

これにより新たな会計基準と旧商法の計算関係

取引先に有意な必要最低限の情報を提供するた

規定との間に齟齬がみられるようになったこと

めの会計のあり方」
（中小企業の会計に関する

から，改正への積極的な動きがみられるように

研究会 2002，Ⅰ）を検討する発想は必要であ

なった（武田 2006，71）。しかし，会社財産の

るとされていることから，情報提供機能の意図

確保についてその要請が低下したかということ

する対象が異なることがうかがえる。

について神田教授は，会計の規制には「会社債

以上のように，旧商法上の会計の目的は債権

権者と株主の利害の線引き」（斎藤ほか 2005 に

者保護の観点から出発し，時代や社会情勢とと

おける神田発言，105）をする目的があると述べ，

もに変化していった。大規模公開会社などでは

その線引きが会社債権者保護を重視した旧商法

利害関係者に対して行う情報提供機能へと重点

の考え方から株主に対する情報提供を重視した

移行し，その一方で中小会社については「情報

考え方に「少し移動した」（斎藤ほか 2005 にお

提供機能」の重要性は低いままであった。株式

ける神田発言，105）ということであり要請が

会社の大多数は中小会社だが，株式会社は本来，

低下したということではないという見解を示し

「大規模な経営にふさわしい企業形態」
（石山
2003，2）であるとされていた。そのため，会
16
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計は，一般に公正妥当と認められる企業会計の

に対し，現行会社法では資本と経営が未分離か

慣行に従うものとする」
（会社法第 431 条）と

つ利害関係者のほとんどいない中小会社が会社

いう包括規定が設けられ，証券取引法で「一般

の基本形となった（鳥飼 2006，140）。そのな

に公正妥当と認められる企業会計の基準」で

かで機関設計の自由化が認められたことも大き

あるものも受け入れることとした（武田 2006，

な改正点である。中小会社では，取締役会等の

71-72）
。

機関の設置は任意とされ，それぞれの会社が選

その一方で，中小会社などの証券取引法の適

択することが可能となった。

用外の会社については税法に基づく会計慣行が

そのうえで，現行会社法における株式会社と

根付いているが，それが直ちに公正妥当なもの

その利害関係について類型化すると次の 3 つと

であるかとはいえないことから，この点につい

なる（鳥飼 2006，140-143）。

ては会社法がその基準を明らかにするのが制度

①

株主間の利害関係

本来の趣旨でなければならないとの指摘（稲

②

株主と経営者との利害関係

葉 2007，145）があった。これに応えるように，

③

株主と会社債権者との利害関係

2005（平成 17）年に日本税理士会連合会他 3

類型③は，中小会社の多くが該当する。この

団体が共同で「中小企業の会計に関する指針」

場合の会社債権者の中心は金融機関や取引先で

（以下，中小指針）を，2012（平成 24）年には

あり，融資や月々の支払などに対して会社債権

中小企業庁の中小企業の会計に関する研究会が

者の利益を保全するような会社の仕組み，特に

「中小企業の会計に関する基本要領」
（以下，中

健全な会計の仕組みになっているかについての

小要領）を会社法上の包括規定に該当するよう

関心が高いものと考えられる。したがって，
「会

な会計基準として公表した。自らの経営の役に

社債権者に不安を与えない組織を構築し，適正

立つということ以外には，債権者保護のための

な運用であることを確保するため」（鳥飼 2006，

利害調整や債権者へ計算書類を通じた情報提供

143）には機関設計上の工夫が必要となると考

を行うことがこれらの主目的であるとされてい

えられる。

る。
3.2

３
3.1

会計参与制度の創設と現状

中小会社の機関としての
会計参与

た，定款の定めにより株式会社に設置すること

現行会社法における機関設計の自由化

第 2 項）
。会計参与は計算関係書類（会社法施

旧商法の改正および現行会社法の制定に伴い，

会計参与は現行会社法の制定に伴い導入され
のできる機関のひとつである（会社法第 326 条
行規則第 2 条第 3 項第 11 号）を取締役と共同

会計の目的が，債権者保護の観点から情報提供

作成し，株主総会での説明や計算関係書類およ

機能への重点移行がみられたことは先に述べた

び会計参与報告書の備え置きをし，株主・債権

とおりである。

者への開示等の対応を通じて計算関係書類の記

とはいえ多くの中小会社はその限りではない

載の正確性と信頼性を高めることで株主をはじ

場合も多く，更にヒト・モノ・カネ・情報といっ

めとする利害関係者の保護および利便に資する

た経営資源が乏しいのが実態である。旧商法で

ことを目的としている（日本税理士会連合会

は資本と経営が分離し多数の利害関係者のいる

2019）。

大規模な株式会社を会社の基本形としていたの
中小企業会計研究
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る中小会社では，税理士や公認会計士といった

ら，会計の専門家ではなく，健全なガバナンス

会計専門家に会社の会計に関する書類の作成を

への牽制が働いているとはいえない。このこと

委託している場合が多い。このような会計専門

から，会計参与制度は中小会社のガバナンス強

家が単に会計業務委託されているという立場か

化の一翼を担う存在ではあるけれども，普及に

ら，会計参与に就任し法的責任を問われる立場

関して伸び悩んでいることが課題であるといえ

で関与するようになると，会社の計算の適正が

よう。

より確保されやすくなる（浜田 2005，80）
。そ

その一方で，会計参与制度は今後変化してい

こに会計参与制度の意義があるものと考えられ

く中小会社の会計，特に会計の DX 化への対応

る。

を迫られる中小会社の経営者や取締役，そして

岩原（2000，4-10）は，1997（平成 9）年以

経理担当者等に対する実務指導はもちろんのこ

降に目まぐるしいばかりの法改正・立法が行わ

と，変化に伴う諸問題をガバナンス面からの規

れたことについて，いずれもわが国が経済的な

律づけを行う役割を担うことができよう。した

危機を迎えているときであったと述べる。株式

がって，本稿では会計の DX 化と中小会社のガ

会社の新たな機関として創設された会計参与制

バナンスに関連して特に会計参与制度との関わ

度についても，経済的危機に起因して低迷する

りについて検討する。

日本経済において中小企業金融の円滑化をいか
に図るかという社会情勢の要請に応えたものと
位置づけられている（坂本 2006，179）
。

４

昨今の DX 化における中小
会社の会計と記帳の重要性

4.1

近年における DX 化の進展

わが国の中小会社の多くは間接金融に依存し
ており，主たる債権者は金融機関と取引先であ
る。更に，中小会社はわが国の会社総数の 9 割

社会的要請により会計の目的の変化が生じる

以上を占めることから，中小企業憲章の基本理

と仮定し，昨今の中小会社をとりまく社会的環

念でも「中小企業は，社会の主役として地域社

境の変化にまなざしを向けてみれば，会計の

会と住民生活に貢献し，伝統技能や文化の継承

DX 化の進展は無視できない論点である。

に重要な役割を果たす。
」
，
「中小企業は，国家

わが国の DX 化は，2018 年に経済産業省が

の財産ともいうべき存在である。
」と述べられ

提唱した「2025 年の崖」8 などの経済的危機が

ている。

懸念されてはいるものの，企業全体として遅れ

中小会社の金融円滑化を図るためには，計算

をとっているという（デジタルトランスフォー

書類の正確性を高める必要があり，資金支出・

メーションの加速に向けた研究会，2020）。国

支払能力の程度，損益を正確に表した財務情報

際社会の急速な DX 化に伴う情勢の変化への対

を与信機能とするとの方向へ政策転換が迫られ

応を迫られているが，現状はそうはいかないよ

ていた（髙田 2006，180）
。

うである。

しかしながら実際には会計参与制度が創設さ

会 計 の DX 化 に つ い て の 先 行 研 究 と し て，

れてから 15 年ほど経過した現在，導入の状況

Ebert and Duarte（2018，19）によれば，DX

は決して芳しくはない 。中小会社においては，

を支える技術のタイプは協働装置，付加製造や

監査役を設置すれば計算の適正性は図れるので

3D プリンティング，IoT 機器，アイジャル開発，

はないかという見解が一部にはあるが，その監

ブロックチェーンやハイパー帳簿 9，オープ

査役の多くは経営者の親族や知人であることか

ン API（Application Programming Interface）

7
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と マ イ ク ロ サ ー ビ ス， 人 工 知 能（Artificial
Intelligence：以下，AI と称する）の 7 種であ
るとしている。

4.2

証拠としての帳簿

前節の先行研究で示されているような問題は，
DX 化に伴う粉飾決算および従来は人間が行っ

更に坂上（2021,17）はこのうち会計に関連

ていたことを AI などが行うことによりブラッ

するものとしてブロックチェーンやハイパー帳

クボックス化した会計の一連の処理について，

簿，オープン API とマイクロサービス，AI と

如何に信頼性を高めていくかといったことに集

いった技術は会計のデジタル化において多くの

約されよう。

影響をもたらしていると述べる。また，AI や

したがって，これについて考察するとき，基

クラウドサービスの技術革新などで会計のデジ

礎的な考え，つまり記帳の適時性と正確性に着

タル化が進行していく中で，強力な AI の能力

目することが重要であると考えられる。

を使った巧妙な粉飾決算を行う者たちが出てく

中小会社会計では，「正規の簿記の原則」が

る可能性に対する懸念を示し，更に AI の自動

重要視されている。坂本（2011）は「会計帳

仕訳機能が暴走し，それがきっかけとなって企

簿の品質は，『適切な簿記』に大きく依存して

業を破綻させるような事態が発生することにつ

いる。」
（坂本 2011，6）と述べる。中小会社は

いて指摘している。そして，今後会計の DX 化

一般に，「経営者の専断的な決定による事実の

の仕訳データやシステム内部の記録データ（元

歪曲」
（坂本 2006，227）や，内部統制機構が

帳データ）の標準化の必要性が課題であるとし

未発達で信頼性が低いこと，経理担当者の人材

ている（坂上 2021，18-19）
。

不足などの特質がある。したがって，「記帳の

次に田口（2021，23-24）はテクノロジーを

品質が決算書の信頼性に大きな影響を及ぼす

めぐる会計実務・研究のトレンドとして，
「仕

という事実」（坂本 2006，227）を鑑みれば特

訳をビッグデータとして取り込んでの融資判

に記帳の重要性は高いものと考えらえる。また，

断や不正探知」，
「AI を用いた不正探知研究」
，

2012（平成 24）年公表の中小要領でも，
「経営

「SNS やアプリなどの最新のテクノロジーを介

者が自社の経営状況を適切に把握するために記

した会計情報開示のあり方」の 3 点を挙げてい

帳が重要である。記帳は，すべての取引につき，

る。

正規の簿記の原則に従って行い，適時に，整然

そして，経済活動の全体を描写できるのが会

かつ明瞭に，正確かつ網羅的に会計帳簿を作成

計利益の強みであるとし，会計利益が企業価値

しなければならない。」（中小企業の会計に関す

を創造するナッジ（nudge）として機能する可

る検討会 2012，3）と他の企業会計原則とは独

能性があるとする一方で，この理論が成り立

立してその重要性が記載されている。

つのは「『人のテクノロジーへの信頼』
（AI が

わが国では，1980 年代頃に伝票の発行や元

予測する情報に対する信頼）
」
（田口 2021，27）

帳作成といった会計事務処理の効率化のため

があってこそと指摘する。
「
『人は，人に対して

に多くの中小会社で導入されたオフィスコン

は信頼を抱くが，テクノロジーに対しては，信

ピューター（以下，オフコンと称する）につい

頼を抱かない』場合に，どうしたら人がテクノ

て，「電算機会計の品質の是非」に関する問題

ロジーを信頼するような社会を構築できるか」

があり，その結果として日本の会計制度の悪質

（田口 2021，28）といった点が今後の会計の
DX 化の論点であると述べる。

化が加速する懸念がされていた（飯塚 1983，3）。
更に，オフコンの時代から，原始的簿記から始
まる一連の会計処理について，インプットとア
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ウトプットの途中の過程が不明確であり，これ

確保のためにも記帳の重要性が更に増していく

がブラックボックス化しているという問題が

であろうし，拠るべき基準として中小指針や中

あった。

小要領といった中小会社向け会計規範の必要性

特に一連の会計処理における諸問題を現在の
わが国における DX 会計に置き換えたとき，依

も高まっていくであろう。
また，記帳の重要性に重きを置き計算書類の

然として同様の懸念があり，瀧（2021，35）は，

適正性を担保することが，中小会社の経営者に

近年における深層学習を含む機械学習を活用し

対するガバナンスによる規律付けにとって重要

ている状況がみられることから一層のシステム

な役割を果たすものと考えられる。ここで会計

開発が重要であるとする一方で，機械学習等に

参与制度に立ち返ると，
「『計算書類の共同作成』

関してその結果の品質を保証する手法がなく，

によって『虚偽表示の抑制』を実現し，他方で

深層学習の学習内容が必ずしも可視化されたり

『計算書類の別保管』によって『計算書類の改

解釈されない，いわゆるブラックボックス化し

ざんの可能性の排除』を実現するというスキー

ていることを指摘しており，参考となるガイド

ム」
（坂本 2011，491）が構築され，中小会社

ライン

のガバナンスに対して一定の効力を発揮するも

10

が近年わが国で公表されているもの

の，工学的な課題が残されるとしている。

のと考えられる。

更に現行会社法においては，会計帳簿の記帳

更に会計参与には独立性がある。会計参与設

条件に「適時性」と「正確性」が条文化（会社

置会社にとって会計参与は内部機関であるもの

法第 432 条第 1 項）されたことから，DX 会計

の外部の会計専門家しか就任することができな

が進展した場合にもこの記帳条件は達成されな

いという点で「実質的に独立した第三者」（坂

ければならない。なぜなら旧商法から現行会社

本 2011，496）であることは明らかである。

法における計算理念が「債権者保護」から計算
書類等を通じた「情報提供」へ重点移行したこ
とによって，計算書類等の作成の基礎となる会
計帳簿が裁判上の証拠書類になりうるのである。

５

おわりに

旧商法から現行会社法への改正に伴い会計の

中小会社の場合，会計処理の一連の流れを通

目的が債権者保護のみならず計算書類作成の要

して，インプットデータの信頼性がアウトプッ

件強化といった利害関係者への情報提供機能が

トデータとしての計算書類の情報の信頼性に依

重視されるように変化した。本稿では，証券市

存することから特にエントリー・データとして

場に上場するような多数の利害関係者のいる大

の「記帳の品質が決算書の信頼性に大きな影響

会社以外の中小会社について，会計の目的の変

を及ぼす」（坂本 2006，227）とする。このプ

化がどのような影響を与えるのかということに

ロセスは，従来のように人間が行うか，DX 化

ついて，昨今進行する会計の DX 化の観点から

した会計システムで行うか，手法に違いはある

考察した。

ものの本質的には同一の会計行為であるはずで
ある。会計帳簿には訴訟に際する証拠力

金融危機などをきっかけとして中小会社も自

が

ら新たな資金調達先や取引先を開拓していくこ

あることからその品質に差異があってはならな

とが求められていくなかで，直接的な利害関係

い。

者に向けた会計情報が必要となってきた。しか

11

DX 化の進展に伴い会計行為の一連がブラッ

し情報提供機能が重要であるとはいえ利害関係

クボックス化するからこそ，会計情報の品質の

者が少数であり，資本と経営が未分離であるこ
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とからその意図する対象は大企業のそれとは異

ともに，業務そのものや，組織，プロセス，企

なっている。したがって中小会社にとっては債

業文化・風土を変革し，競争上の優位性を確立

権者保護も同じく重要で，現行会社法において
も旧商法における会計への要請が低下したとい

すること。
」
５

第 71 回衆議院法務委員会
（昭和 48 年 4 月 6 日）
にて当時の国務大臣であった田中伊三次は，会

うわけではないといえる。

計監査の充実を図る理由として，「大規模の株式

また，DX の進展に伴い AI の暴走を抑止す

会社にあっては，株主をはじめ，従業員，取引先，

るような仕組みを開発する取り組みが早々にな

下請企業者等の利害関係人の保護のため，その

されている 12。会計の DX 化の場合は，会計

経理の適正を期することが特に重要」と述べて

処理の過程がブラックボックス化していること

いる。

にともなう粉飾決算の横行が懸念されることや，

６ 「法理念」とは，旧商法では「債権者保護」を
意味し，証券取引法では「投資者保護」（武田

技術的に未発達であることなどが今後おこりう
る問題点として懸念が示されている。ここで中
小会社は会計処理の自動化が進んでいるからこ

2006，70）を意味する。
７

帝国データバンクが公表した「平成 24 年度中
小企業における会計の実態調査事業報告書」の

そ原始的簿記などの会計の基礎に立ち返ること

調査によると，「会計参与制度」を導入している

が必要となり，記帳の重要性を損なわないよう

中小企業は 5.2%，今後の導入を予定している中

な会計の DX 化の仕組みが求められていくので

小企業は 1.1% であった。ここで注目したいのが，

はないだろうか。たとえば，会計情報の正確性

導入の是非を考える前に制度自体を知らなかっ

をチェックする体制として会計参与が関与して

たので検討していないという経営者が 32.4% 存
在することである。このことから，会計参与制

いくことが考えられる。これらについては今後
の社会情勢を注視しつつ検討していきたい。

度の認知度は決して高くないことがうかがえる。
８ 「DX レ ポ ー ト 〜 IT シ ス テ ム『2025 年 の 崖 』
の克服と DX の本格的な展開〜」
（以下，DX レ

（注）
１

ポートと称する）では，あらゆる産業における

本稿においては「旧商法」は 2005（平成 17）

既存システムが残存し続けた場合，2025 年まで

年改正以前の商法の規定を指し，「現行会社法」

に予想される IT 人材の引退やサポート終了等に

は，2005（平成 17）年に施行された「会社法」

よるリスクの高まり等に伴う経済損失は，2025

を指すものとしている。

年以降，最大 12 兆円／年（現在の約 3 倍）にの

２ 「計算理念」とは，旧商法では「債権者保護」

ぼる可能性があると指摘している（デジタルト

を意味し，現行会社法では「計算書類作成の要

ランスフォーメーションに向けた研究会 2018，

件強化」（武田 2007，13）を意味する。
３

本稿は，現行会社法とのかかわりで論じてい
るため，中小会社として会社法第 2 条第 6 項で
定められる大会社以外の株式会社を想定してい
る。

４

経済産業省の「デジタルトランスフォーメー
ションを推進するためのガイドライン」では DX
の定義を次のようにしている。「企業がビジネス
環境の激しい変化に対応し，データとデジタル
技術を活用して，顧客や社会のニーズを基に，
製品やサービス，ビジネスモデルを変革すると

中小企業会計研究

26）
。
９

ハ イ パ ー 帳 簿（Hyperledger） と は，Linux
Foundation のプロジェクトチームにより開発さ
れた法人向けブロックチェーン開発のためのフ
レームワークやツール及びライブラリの開発に
着目したオープンソースのプラットフォームで
ある（Hyperledger Foundation，2022）
。

10

たとえば AI プロダクト品質保証コンソーシ

アム（QA4AI コンソーシアム）が公表した「AI
プロダクト品質保証ガイドライン 2020．08 版」
は AI 製品の品質保証に対して共通の指針を与え
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たものである。
11

経済安定本部企業会計制度対策調査会．1950．『中

裁判所は訴訟当事者に対して，帳簿の全部ま

たは一部の提出を命ずることができる（商法第
19 条第 4 項および会社法第 434 条）。
12

小企業簿記要領』大蔵財務協会．
坂上学．2021．
「会計 DX の歩み―商用コンピュータ
登場から AI まで―」
『企業会計』73（4）
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田隆二編著『新会社法と中小会社会計』中央経
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済社：221-242．
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坂本孝司．2011．『会計制度の解明―ドイツとの比

であり，わが国企業においても情報通信業を中
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社．

電子版 2019 年 6 月 13 日付）。
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■課題研究委員会 最終報告

中小企業事業承継における課題と展望
顧

問

加藤恵一郎（税理士・公認会計士）

委 員 長

成川正晃（東京経済大学）

委

大槻晴海（明治大学）

木下貴博（松本大学）

中島洋行（明星大学）

久田英詞（税理士・公認会計士）

古川忠彦（アルパーコンサルティング㈱）

増山英和（税理士）

宮地晃輔（長崎県立大学）

山浦佑太（税理士）

員

事業承継における会計の役割が指摘されてきた

１

リサーチクエスチョンと
研究経過

とはいえないと認識している。
そこで，本課題研究委員会は，リサーチクエ
スチョン設定のための現状分析を行ってきた。

2017 年に中小企業庁から公表された「経営

その結果，「中小企業の事業承継時における会

者のための事業承継マニュアル」では，事業承

計の役立ちに関する研究」を本課題研究委員会

継に向けた準備の必要性の認識→経営状況・経

のリサーチクエスチョンとして設定した。

営課題等の把握（見える化）→事業承継に向け

なお，本課題研究委員会はコロナ禍の影響も

た経営改善（磨き上げ）というステップを通し

あり，活動期間の１年延長を経て，これまで

て，→事業承継計画を策定し，→事業承継の実

に 13 回の研究会を開催して研究を進めてきた。

行がなされるという流れが示されている（中小

研究会の開催は，図表 1 のとおりである。

企業庁 2017，8）。事業承継においては，会計
（情報）の果たす役割が重要であると考えられ
る。しかしながら，必ずしも，今まで明示的に
図表１

24

研究会の開催

回

開催日

場所

回

開催日

場所

回

開催日

場所

1

2018年11月2日

東京

2

2018年11月20日

東京

3

2019年2月27日

東京

4

2019年6月28日

東京

5

2019年9月30日

東京

6

2020年1月27日

仙台

7

2020年4月25日

Zoom

8

2020年5月16日

Zoom

9

2020年9月26日

Zoom

10

2020年10月17日

東京

11

2021年2月13日

Zoom

12

2021年6月12日

Zoom

13

2021年7月17日

東京
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事例である。税理士法人 A は日常よりコンサ

２

研究方法と成果

ルティング事業に注力をしている税理士法人で
あり，国・自治体や公益財団法人の補助金・助

本課題研究委員会は，理論的仮説設定型研究
から，事業承継ケース研究，アンケート調査，
さらにインタビュー調査をそれぞれが分担しな
がら行ってきた。

成金制度の効果的な活用を提案し，これにより
経営改善のサポートを行っている。
本研究では，税理士法人 A が X 社に提案を
行った経営改善計画書認定支援事業（405 事業）
を活用した事業承継計画の促進の事例を観察対

2.1

戦略的廃業概念の導出

象として，事業承継計画の促進を図ることの意

「経営者のための事業承継マニュアル」で示

義を検討した。

された５つのステップを事業承継の理論的支柱
としながらも，中小企業の事業承継時には，最
初から事業承継ありきではなく，廃業という選

2.3

アンケート調査

インタビュー調査に先立ち，2019 年 11 月，

択肢がありうることを確認し，
「戦略的廃業」

12 月にアンケート調査「わが国中小企業の事

概念を提唱した（成川・加藤 2021）
。

業承継に関する実態調査」を実施した。インタ
ビューガイドを作成するためにも，各調査対象

2.2

事業承継ケース研究

企業の傾向を把握するためにも，パイロット的

ケース研究として，宮地晃輔氏（長崎県立大

にアンケート調査を実施し，分析視角の絞り込

学）が「小規模事業者における経営改善計画策

みを行なった。その結果 205 社から回答をえた。

定支援事業を活用した事業承継の促進－税理士

ここで得られた知見をもとに，インタビューガ

法人コンサルティング事例を用いて－」を行っ

イドを作成した。

た。
本研究では，人口減少・過疎化のスピードが

2.4

インタビュー調査

速い長崎県平戸市において小売業（スーパー事

インタビュー調査は，前述したアンケート調

業）を営む小規模事業者 X 社の事業承継問題

査に回答があった 205 社のうち，特徴ある企業

を研究（観察）対象として，国の補助事業であ

を選定したうえでインタビュー調査への協力依

る経営改善計画書認定支援事業（405 事業）を

頼を行い，それに応じた 4 社を対象として半

活用した事業承継計画の促進を図ることの意義

構造化インタビューにより実施した。インタ

を検討した。

ビュー調査の概要は，図表 2 のとおりである。

本研究では，X 社を小規模企業に位置づけて

インタビュー調査では，事前に作成したイン

いる。
中小企業基本法第 2 条第 5 号によれば，
「こ

タビューガイドに基づき，共通質問事項 4 問

の法律において『小規模企業者』とは，おおむ

（「経理体制」，「経理担当社員の役割」，「事業承

ね常時使用する従業員の数が二十人（商業又は

継に向けた業績改善に対するアクション」およ

サービス業に属する事業を主たる事業として営

び「事業承継を見据えた後継者教育」）と，ア

む者については，五人）以下の事業者をいう」

ンケート調査に基づき作成した各社に固有の質

とされている。

問事項 3 ～ 4 問を尋ね，さらに必要に応じて派

本研究に登場する X 社事例は長崎県に所在
する税理士法人 A におけるコンサルティング
中小企業会計研究

生的な質問を行った。インタビューは調査対象
者の了解を得て録音した。
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図表２
企業名

インタビュー調査の概要

事業内容

実施日時

インタビュイー

製缶板金業

2020年5月15日
13：25～14：20

山形洋司氏
（代表取締役社長）

車両販売，車検，
修理業

2020年5月15日
16：25～17：15

加藤木幸夫氏
（代表取締役社長）

3 株式会社Y社

（非公表）

2020年11月9日
16：00～16：50

B氏
（代表取締役社長）

4 株式会社Z社

美術品の梱包，運送，
設置等

2020年11月16日
14：00～15：20

C氏
（代表取締役社長）

1 山藤鉄工株式会社
2 ビッグオート株式会社

インタビュー調査後，録音したインタビュー

2.4.3

株式会社 Y 社

は，専門業者による文字起こし（逐語記録）を

社長の B 氏は，M&A による事業承継の可能

行ったうえで，QSR International 社が提供す

性も排除せず，当社の事業価値向上に取り組ん

る質的データ分析支援ソフト「NVivo」を活用

でいる。その取組みは，創業者である父親の急

して分析を行った。各社のインタビュー調査要

死により計らずも事業を承継した後から行って

旨は以下の通りである。

きた，借入金の返済，労働環境の改善，事業の
選択と集中からなる。現在，事業価値の「見え

2.4.1

る化」が，当社の事業承継上の主要な問題となっ

山藤鉄工株式会社

事業承継後に就任した顧問税理士の指導によ

ている。

り，「年表」の作成，年表に基づく「事業計画」
の策定，金融機関と社員向けの「決算報告会」

2.4.4

および「経営計画発表会」の実施などの改革を

社長の C 氏は，10 年以内に長男への親族内

行い，これらは現在も続いている。売上高重視

承継を予定し，自身の経験から現場業務だけで

から経常利益重視の経営に転換を図り，事業承

なく経営面（特に経理や財務）の専門知識・ス

継後の経営成績と財政状態を劇的に改善するこ

キルを身につけさせようとしている。また，税

とに成功した。

理士事務所担当者と相談しながら，月次決算に

株式会社 Z 社

よる経営状況の把握，顧客拡大による売上高の
2.4.2

向上，借入金の削減，専門人材の育成などの経

ビッグオート株式会社

ローカルベンチマークを積極的に採用し，事

営改善に取り組んでいる。

業領域別に戦略，目標を定めたうえで，財務お
よび非財務情報を組合せたアクションプランを
策定している。アクションプランに基づく損益
計画として早期経営改善計画をまとめて，粗利
重視から顧客ライフサイクルを通じた売上高の
確保へと戦略の転換を果たし，業績向上に結び
つけている。

３

暫定的結論と今後の課題

事業承継のケース研究では，事業承継計画の
促進を図る意義が確認された。
また，４社の質的インタビュー調査では，さ
まざまな興味深い点が観察された。たとえば４
社とも事業承継を経験してきている企業であっ
た。それぞれの企業，業界における独自性はあ
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中小企業事業承継における課題と展望

るものの，過去の事業承継時に抱えていた問題

あるとの副次的仮説が導出できる。中小企業は，

については，それを認識し，次の事業承継（や

このような体制を会計事務所等との間で築いて

M&A）時には活かそうという考えが見て取れ

いくことの重要性は指摘できる。

る。また，事業承継における会計の役立ちにつ

したがって，今後の課題は，会計のどの部分

いても，４社ともに認識していることがわかっ

に事業承継時の役立ちを認識しているのか，ま

た。

たそのような考えに至る原因がどこにあるのか

しかし，会計といっても，たとえば借入金に

を，会計事務所との関係も含め明らかにしてい

注目している企業であっても，借入金をゼロに

く質的研究の深掘りの必要性を認識した。また，

してから事業承継すべきであると考える経営者

他企業の分析も加え研究蓄積を重ねる必要があ

もいる一方で，後継者の育成という面を考え，

る。今後の課題としたい。

借入金（負債）も承継させるべきだという経営
者もいた。このような違いは，経営哲学の違い

【参考文献】

も色濃く反映されていると理解した。

中小企業庁．2017.「経営者のための事業承継マニュ
アル」中小企業庁．

その上で，なぜこのような事象が観察できた

成川正晃・加藤恵一郎．2021．「中小企業事業承継

のかについは，検証が必要であるが，1 つの仮

の５つのステップと戦略的廃業概念」『東京経大

説として，「会計情報の活用頻度の高さ」を指

学会誌（経営学）
』310：85-94.

摘することができる。活用頻度の高さとは抽象
的な表現であるが，会計情報を適時適切に経営

（中小企業会計研究学会

者が活用できる状況を整備することが肝要で

＊

旨集

＊

中小企業会計研究

第 9 回大会

研究報告要

一部改変）

＊
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■課題研究委員会 中間報告

日本の中小企業会計の基礎概念に関する研究
―文化的視座からのアプローチ―
委

員

委

長 平賀正剛（愛知学院大学）
員

飯島康道（愛知学院大学）

市川紀子（駿河台大学）

沖野光二（大阪経済大学）

小野正芳（千葉経済大学）

櫛部幸子（鹿児島国際大学）

宗田健一（鹿児島県立短期大学）

野口倫央（愛知学院大学）

古山

徹（嘉悦大学）

和田博志（近畿大学）

・第 5 回／令和 3 年 3 月 6 日／オンライン／

１

中間報告までの研究経過

市川
・第 6 回／令和 3 年 5 月 16 日／オンライン

本委員会は，令和元年 9 月に本学会理事会に
承認され，発足した。当初は 2 年間を研究期間

／沖野
・第 7 回／令和 3 年 8 月 1 日／オンライン／

とすることが予定されていたが，令和 2 年春頃
から始まった新型コロナウィルス感染症の流行
により必要な調査等の実施に困難が生じたこと
を理由に，学会理事会より研究期間の 1 年延長

宗田，野口，平賀
また，本研究は，以下の 3 部から構成される
（括弧内は主な担当者）。
・第 1 部：問題提起と日本の「企業文化」の

をお認めいただいた。

検証（飯島，宗田，野口，古山）

委員会発足以来，研究会は初回を除き，すべ

・第 2 部：現行の日本の中小企業会計制度の

て Zoom を用いたオンライン形式で行った。中
間報告までの研究会の開催状況は以下に示す通

分析（市川，小野，櫛部）
・第 3 部：中小企業会計の概念フレームワー

りである（回数／開催日時／開催場所・形式／
主な報告者）
。

クの検討（沖野，和田）
第 9 回全国大会では第 1 部の内容を中間報告

・第 1 回／令和元年 11 月 24 日／名古屋／宗
田，平賀，和田

として発表した。以下，その概要を記すことと
する。

・第 2 回／令和 2 年 5 月 23 日／オンライン
／櫛部
・第 3 回／令和 2 年 7 月 26 日／オンライン
／野口，古山

本研究の目的と問題意識

本研究の目的は，日本の中小企業の企業文化

・第 4 回／令和 2 年 12 月 13 日／オンライン
／小野
28
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を視座とし，会計（特に財務会計）の基礎概念
を考えることにある。この研究目的は，①会計
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日本の中小企業会計の基礎概念に関する研究

制度とは本来，
文化の反映されたものであり
（河

者と当家に長年仕える非血縁者による「家族」

﨑 2016, 54）
，②ボトムアップ・アプローチに

から構成される組織が「家」であり，家として

よる中小企業会計基準設定の出発点となる中小

維持・継続ならびに繁栄を最大の目的とみなす

企業の属性（河﨑 2016, 48）には文化も含まれ

点に「家の論理」の特徴がある。

るはずである，という問題意識に根差している。

三戸（1991a；1991b）は「家の論理」を日本

ところが，諸外国の会計基準設定主体や IASB

固有のものとしているわけではない。ただ，西

（国際会計基準審議会）によって設定された中

洋においては，資本主義の発展とともに，「家」

小企業会計基準の概念フレームワークを見る限

から生産活動としての単位が独立し，合理的に

り，属性としての文化が考慮されているものは

利益のみを追求する「企業」へと進展したが，

ほとんどないように思われる。

日本では戦前の法体系や労使対立の抑制を通

そこで本研究では「文化」を「企業文化」と

じて「家の論理」がそのまま企業に残存し，戦

捉えるとともに，Schein（1985）に示された

後にも継承されていったことを指摘する。日本

企業文化モデルに基づき，会計を企業文化の

企業の本質について，過去からの連続性を描

表層である「文物（Artifact）
」
，その下層文化

いている点が，本研究において三戸（1991a；

である「信奉された信条と価値観（espoused

1991b）を仮説のベースとする最大の理由であ

belief and values）
」および「基本前提（basic

る。

assumption）」を中小企業会計基準設定の基礎

前述のように，今回の中間報告で発表するの

となる「企業属性としての文化」と位置づける。

は，本研究の第 1 部の内容である。第 1 部では，

その上で，伝統的日本型会計の基礎をなす「企

現在の日本の中小企業に「家の論理」に基づく

業属性としての文化」を明らかにするとともに，

企業文化が残っているか否かを，定量的方法お

その企業文化をより意識して日本の中小企業会

よび定性的方法の 2 つを用いて解明していきた

計の概念フレームワークを作成しようとすれば，

い。

その主要な諸概念はどんなものとなりうるかを
考察する。さらに，日本の中小企業の企業文化
解明にあたっては 1 つの仮説を立てる。それは，
日本の中小企業の属性としての文化は，三戸
（1991a；1991b）が論じた「家の論理」である
という仮説である。

３

中小企業に「家」的特徴は
残存しているか？―上場企業
をサロゲートとして―

本節において述べるのは，野口委員によって

日本の企業文化を考えていく上で示唆を与え

担当された，「家の論理」に基づく企業文化が

てくれるのは，いわゆる日本型経営に関する研

中小企業に残っているかどうかを定量的に検証

究である。このテーマに関する研究は数多いが，

した研究の概要である。そこでは「家の論理」

歴史的・文化的観点から企業経営を捉え，かつ

から導出される経営上の特徴の有無を，統計的

近世から戦前・中・後における連続性という観

に検証していくことに主眼が置かれる。

点で日本型経営を論じた研究としては，三戸
（1991a；1991b）に止めを刺す。

「家の論理」では組織体の存続自体が最大の
目標とされる。換言すれば，企業はその永続を

「家の論理」については紙幅の都合上詳述は

最重要視することになる。このことは，短期的

避けるが，要は封建時代の大名家やかつての商

な利益追求やシェア拡大といた株主重視の近視

家のように，家長を頂点に，直系・傍系の血縁

眼的な経営ではなく，長期的視野に立った，ス
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テークホルダー重視の経営につながるという

紙幅の都合上，詳細は割愛するが，分析の結

解釈が可能となる。このことから，次の仮説が

果，仮説 1 および 2 は概ね支持され，また仮説

導出される。また，従業員を擬制家族とみなし，

5・6・7 は支持される一方，仮説 3 は予想と反

これを保護する傾向が生じると考えられること

対の結果となり，仮説 4 は支持されなかった。

から，従業員を重視した経営を行う可能性が指

以上の結果から，中小企業のサロゲートとさ

摘できる。さらに，代々伝わる家憲・家訓（家

れた企業は，それ以外の企業に比して，①ステー

長の方針）が最大限に尊重されるため，家長の

クホルダー重視の経営を行っていること，お

意思決定を阻害する構造を回避するとともに，

よび②経営者の意思決定を促進する株式所有構

家長の意思決定を助長するような企業集団を形

造を有していることが明らかになった。これら

成する傾向が強まると考えられる。

は「家」的な特徴から説明可能なものであった。

以上の点から，以下の 7 つの仮説が構築され
る。

一方で，「家」的特徴の一つである従業員重視
という傾向は必ずしも観察されなかった。

【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。
【仮説 3】中小企業の従業員は平均勤続年数
が長い。

４ 日本における中小企業の企業観
本節において述べるのは，宗田委員によって

【仮説 4】中小企業は労働分配率が高い。

担当された，定性的方法による研究の概要であ

【仮説 5】中小企業は外国人持株比率が低い。

る。具体的には，宗田委員が実施した中小企業

【仮説 6】中小企業は金融機関持株比率が低

の経営者または管理職に対するインタビュー調

い。

査の結果から，日本の中小企業の企業観を試行

【仮説 7】中小企業は株式持合比率が高い。

的に探ることをその内容としている。調査対象

ここで問題となるのはサンプルのデータ収集

は 11 社と限られてはいるものの，以下の点が

である。中小企業はそのほとんどが非公開企業
であるため，研究に必要かつ十分なデータの入

明らかとなった。
①

所有の状況，会社の規模，利害関係者の

手が難しい。本研究においては，中小企業とし

範囲が異なると，中小企業でも企業観が

て創業者または創業者一族によって所有され，

異なってくる。

資本金 1 億円以下の比較的長寿の企業を想定し

②

会社＝「家」いう考え方は，経営者・経

ていることから，上場企業の中で①創業 50 年

営幹部の年齢により違いがあった（高齢

超，②役員持ち株比率が高く（5％超）
，③中小

な経営者ほど，その思考が強い）。また，

企業基本法における中小企業の定義（製造業そ

会社＝「家」の思考は事業承継時に多分

の他：資本金 3 億円以下・従業員数 300 人以下，

に意識される。

卸売業：資本金 1 億円以下・従業員数 100 人以

③

より効率的な（コストのかからない）経

下，サービス業：資本金 5 千万円以下・従業員

営が可能であることを理解しつつも，多

数 100 人以下，小売業：資本金 5 千万円以下・

様な利害関係者の利害を調整しながら経

従業員数 50 人以下）といった 3 つの要件が当

営を行っている。つまり，利益至上主義

てはまる企業を仮想中小企業（サロゲート）と

ではない経営を行っている。

して置付け，これらの企業に「家」的特徴が発
現するか否かをロジット分析により検証した。
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図表１

日本の中小企業会計の基礎概念に関する研究

中小企業と大（上場）企業の企業観

中小企業のキーストーン：存続
（共有価値の維持・創造）

大（上場）企業のキーストーン：株価
（企業価値の向上）

社員・従業員
国・地方自治体
50年先，100年先の経営

株主
（一族，創業家）
特定・
地域の顧客
一族・
家訓

存続

投資（機）家
証券市場
その時々の経営者
短期主義経営

債権者
（地域金融機関）

所有＝経営
利益＜現金
意思決定≦利害調整
開示＜非開示
会計＜税制
財務会計＜管理会計

取引先
地域社会
伝統

れらが当たり前のように取り組まれてい
る（もちろん，すべての SDGs 項目では
ない）
。

株主

株価

債権者
（金融機関，
社債権者）

所有≠経営
不特定
取引先
利益＞現金
多数の顧客 意思決定≧利害調整 （下請け等）
開示＞非開示
社員
国際社会
会計？税制
従業員
日本社会
財務会計≧管理会計

・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

また，インタビューにおいて語られた企業観
においては，企業の「存続」を重視するという
点が共通していると考えられる。この「存続」

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。

という概念が，中小企業の経営および会計を考

・キャッシュ（資金繰り）を重視した会計。

えていく上での鍵となるように思われる。以下，

・企業価値は株価ではなく，存続可能力とし

大（上場）企業との比較において中小企業の企
業観を石組みのアーチにたとえて描いたのが図
表 1 である。アーチを支える最も重要な石で

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。

あるキーストーンを企業観の中心概念にたとえ
れば，中小企業のそれは「存続」となり，これ
が企業観全体を支えているといえる。
また，このような企業観から会計観が醸成さ
れるとすれば，そこには，次のような特徴が生
じると考えられる。これをもって，本研究の第
1 部，ならびに中間報告の結論としたい。
・
「存続」を鍵概念とした会計。
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自著を語る

『経営管理システムをデザインする
―中小企業における管理会計実践の分析―』
を執筆して
飛田

要

旨

努 （福岡大学准教授）

本稿は，筆者が 2021 年 5 月に上梓した著書『経営管理システムをデザインする―中小企

業における管理会計実践の分析―』（中央経済社刊。以下，本書と略記する）の概略を述べるとともに，
そこから明らかになった研究課題を示すものである。
本書では中小企業における管理会計実践を明らかにするために，「デザイン」，とりわけ情報デザイン
に関する議論を基礎として，経営管理システム（Management Control System：以下，MCS と略記する）
や MCS を主として構成する管理会計システムがいかにして経営者によって設計されるかという視点を
導入することとした。とりわけ，経営者と組織成員との間にある概念ギャップを埋めるために，MCS
や管理会計システムがどのように機能しているのかを明らかにしようとした。
以上から，MCS のデザインは経営者が市場での競争状況や企業内部での進捗状況を把握するだけで
なく，そのデザインによって経営者が見えたものを経営者自身がどのように認識するのかという意味で
経営者の思考に大きく影響を及ぼす可能性があることを示唆した。また，今後の研究課題として，MCS
が持つフィードバック機能は中長期的な企業の存続可能性，企業経営者の思考に影響を与える可能性が
あり得るとともに，MCS が経営者（創業者あるいは事業承継者）の企業家精神（Entrepreneurship）に
影響を及ぼし，新規事業開発や次期以降の戦略，計画に影響を及ぼす可能性があるためさらなる調査研
究の必要性を示唆している。

依存する。しかし，中小企業の経営者がどのよ

１

はじめに

うにして管理会計技法を利用しているのか，組
織内部において組織成員が情報をどのように理

Mitchel and Reid（2000）によれば，中小企

解して使用しているのか，それによってどのよ

業は世界的に見ても現代経済の発展に大きな影

うな帰結がもたらされているのかについてはこ

響力を持ち続けてきたにも関わらず，管理会計

れまで十分に明らかにされていなかった。

研究においては長い間忘れ去られてきた存在で

それが「中小企業会計学会」が設立され，中

あるとされている。企業経営の実践において，

小企業における会計実践を対象とする研究報

企業経営者が自社の経営状態を把握するために

告を行う素地が整えられたことにより，この

どのような情報を必要とするのかはその目的に

10 年近くで多数の研究が行われるようになっ
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た。だが，中小企業やベンチャー企業，ファミ

よって得られるインプリケーションがいかなる

リービジネスを対象とした研究は増えてきてい

ものかは筆者には未だ理解できていない事柄が

るものの，国内的にも国際的にもその数はま

多い。その意味で，本書の執筆で一度は完結す

だ限られている（飛田 2014，Lòpez and Hiebl

るに思えた「中小企業の管理会計研究」がさら

2015，Senftlechner and Hiebl 2015，Heinicke

に深く幅を持って続ける必要を実感している。

2018，牧野 2020）
。

そこで，このような「自著を語る」機会を賜る

しかしながら，ある企業の管理会計システム

ことで少しでも著書執筆時の志を確認し，今後

の進化・洗練化がどのように進んでいくのかを

の研究の進展につなげていくことができれば幸

観察していくことは容易ではない。なぜなら，

いである。

そのシステムがどのように機能しているのかは
スナップショット的に把握することは可能だが，
企業成長のフェーズや外部環境の変化に応じて

２

本書の概要

当該システムがその設計者によってどのように

本節では本書の概要を述べる。まず，本書が

作り変えられ，機能するように再設計されてい

対象とする MCS や管理会計システムを「デザ

くのかを捉えることは難しい。
システムの進化・

インする」とは何を意図しているのかについて

洗練化を捉えるには経時的な研究が必要となる。

簡単に触れておきたい。そのために本書が分析

そこで，本書では「デザイン」
，とりわけ情

対象とする MCS がどのような構造をしている

報デザインに関する議論を基礎として，経営

ものなのかをデザイン，とりわけ情報デザイン

管理システム（Management Control System：

の観点から整理していく。そして，MCS のデ

以下，MCS と略記する）や MCS を主として

ザインを明らかにするために，なぜ中小企業を

構成する管理会計システムがいかにして経営者

対象とするのか，その結果として何を明らかに

によって設計されるかという視点を導入するこ

できたのかを述べることとする。

ととした。これにより，システムそのものにど
のような管理技法をプロットするか，プロット

2.1

分析視角としてのデザインとは

された管理技法によってどのような管理プロセ

社会科学の文脈における「デザイン」を論じ

スが構築されるのかというシステムそのものの

る際に外すことができないのは Simon（1978）

機能に着目するだけでなく，システム構築に携

に よ る 論 考 で あ る。 彼 は “The Sciences of

わる経営者や，管理される対象であるとともに

Artificial” と題した書籍の中で，
「現在の状態

情報の生成，あるいは利用を行う管理者や従業

をより好ましいものに変えるべく行為の道筋を

員といった組織成員が持つ概念モデルがシステ

考案するものは，だれでもデザイン活動をし

ムにどのような影響を与えるのか考察できるも

ている」（Simon 1978, 訳書 133）と述べている。

のと考えた。

彼は自然物に対して「人工物」に注目し，人工

こ う し て 本 書 で は， 中 小 企 業 を 切 り 口 に

物がいかにしてデザインされているのかを考察

MCS のデザインがいかなるものかを探究する

した。人工物には何かしらの存在理由があり，

ことで，その構造そのものを明らかにすること

作られる目的がある。その目的を達成するため

のみならず，できるだけ中小企業経営の現場で

に，人工物がいかに構成されるかを検討すると，

試行錯誤する経営者や現場で働く組織成員の声

内部環境，外部環境，接面（インターフェース）

を反映させることを心がけた。しかし，それに

という 3 つの要素で表現できるとした。そして，
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デザインとは，内外 2 つの環境の適合を求めて

かにあるとも言えそうである。

両者のインターフェースをかたちづくることだ

これを情報という観点から議論した「情報デ

と述べている。人工物は意図を持って作られる

ザイン」と呼ばれる研究領域がある。渡辺（2001）

ものであり，「与えられた環境で目的を達成す

は「情報デザインとは，（中略）人間の活動す

るために，さまざまな制約下で，利用可能な要

べてにかかわる情報を，的確な「かたち」にし

素を組み合わせて，要求を満足する対象物の

て表現したり，それを人から人へ伝えたり，多

仕様を生み出すこと」
（Ralph and Wand 2009,

くの人々のあいだで共有したりするための営為

108） が デ ザ イ ン で ある。すなわち，人工物

である」（渡辺 2001，11）と述べている。言う

は，望む機能を実現することを目的に何かしら

までもなく，わたしたちが研究対象としている

の構造を持って作られたものである。また，機

簿記や会計も，組織経営に関わる情報を貨幣的

能と構造だけではなく，さまざまな制約のもと

価値によって表現し，企業を取り巻く利害関係

で機能する構造を作ることがデザインであるか

者とのコミュニケーションに使われる情報シス

ら，その制約をもたらすコンテクスト（context）

テムである。また，渡辺（2001）は「インタラ

を考慮することが求められる。

クティブな情報メディアのデザインを行う場合

また，Krippendorff（2009）は「人間中心デ

には，自分がつくる対象だけではなく，それを

ザイン（Human Centered Design：筆者注）は，

使うユーザーの「使う」という経験まで含めた

基本的には ，他の人のためのデザインである

「かたち」を頭に描いておくことが欠かせない

ため，それは，二次的理解に基礎づけられるべ

ことになる」
（渡辺 2001，52）という指摘は示

きである」
（Krippendorff 2009，訳書 74）と指

唆的である。同様に，情報を用いて「効果的な

摘している。すなわち，人工物が他の人に認識

コミュニケーションを行うためには，まず，創

されるようにデザインされる場合，①提案され

造しようとしている体験の目標は何か，どんな

る人工物についてのデザイナーによる理解と，

メッセージを伝えたいのかを，プロセスの早い

②その人工物に対する異なったユーザー理解に

段階で明確にする必要がある」（Shedroff 1999,

ついてのデザイナーの理解という 2 つの側面が

訳書 224）とも指摘されている。

あることを理解しておくことが求められるとい

このことを本書の関心に引き寄せれば，組織

う。あることについての他の人の理解を理解し

内部に存在するであろう情報や見えている世界

ようとする時，それは自ずから理解の理解とな

のズレを調整するために，企業内部で用いられ

り，他の人の理解を自分の理解に埋め込む理解

る情報システムをどのようにデザインするか，

をすることになる（Krippendorff 2009，訳書

利用者にとって適合的な情報を作成するために

74）
。つまり，デザイナーは自らの理解に基づ

貨幣金額計算の基礎あるいは補助するための記

いて人工物を創造しているが，ユーザーの理解

録を記述するシステムをいかに構築するかが

は人工物とユーザーとの間で行われる。その人

重要になっていることを示唆している。そして，

工物が持つ意味はさまざまなユーザーの理解を

これは MCS や管理会計システムについても同

も含んでいるが，デザイナーはデザインを行う

じことが言えるであろう。

際にはこうしたユーザーの理解をしておくこと
が求められるということである。つまり，デザ

2.2

経営管理システムのデザイン

インが最も難しいのは，デザイナーとユーザー

MCS は， 中 期 経 営 計 画 や 予 算 を 中 心 と す

との間に生じるズレをいかに埋め合わせていく

る 管 理 会 計 シ ス テ ム を 中 軸 に， 人 事 制 度 や
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目 標 管 理 制 度， 企 業 統 治 機 構（Corporate

内の組織構成員の好意的な納得と自発的な行動

Governance） と い っ た 企 業 の さ ま ざ ま な シ

を引き出すことが求められるとするものである。

ス テ ム か ら 構 成 さ れ る（Malmi and Brown

しかも，動機づけ機能は，管理会計と労務管理

2008）
。あるいは，こうしたシステムによって，

政策（例えば目標管理制度の導入など）と結び

Simons（1995）が定義するような 4 つのコン

ついて機能する。この時，気をつけなければな

トロール・レバー（信条，境界，診断的コント

らないのは，財務管理機能と動機づけ機能は独

ロール，相互作用的コントロール）によって目

立しているのではなく，相互補完的に機能して

標達成までのプロセスを統制する機構であった

いるということである。それぞれを独立して切

り，Merchant and Van der Stede（2017） が

り分けることができないがゆえに，有効に機能

定義するような目的志向的なコントロールシス

する MCS や管理会計システムの構築が容易で

テム（結果，行動，人事，文化）などと表現さ

はないと考えられる。

れる。MCS それ自体は論者によって定義が異

これを図表 1 にしたがって検討してみよう。

なるものの，戦略目標の設定とその実現のため

高寺（1967）によれば，会計プロセスは，企

に，経営に関わる諸情報を提供するものである。

業活動が原始情報として捕捉される収集プロセ

その MCS の中核を成す管理会計とは「営利

ス，原始情報が分類・総合されて会計情報が作

企業に所属し，管理者集団を目標利益や経営企

成される処理プロセス，会計情報に演出を加え

画にそう方向へと説得・誘導する管理者管理を

た報告情報が伝達される報告プロセスの 3 つの

目指して，専門経営者が企業目的の達成に向け

プロセスから構成されているとしている。ここ

て管理している企業活動に関する会計情報を会

で，人間はすべての情報を記憶しておくことが

計手段で収集・総合・報告する行為である」
（上

できないので，帳簿などの記録が利用され，情

總 2017, 17）としている。その上で，
上總（2017）

報が特定の媒体（例えば紙などの物理的媒体，

は管理会計が財務管理機能と動機づけ機能の 2

データなどの電子的媒体）に固着し，保存され

つを持つことを指摘している。

る。すなわち，記録だけが単独で展開されるこ

財務管理機能とは，専門経営者が企業目的の

とはなく，必ず会計情報を分類，総合していく

達成に向けて企業活動を合理的に管理するため

手続きが上層にあり，その下層に記録手続きが

に目標利益として事前に予定し，この目標利益

順次流れていく（高寺 1967，24）。そして，情

を実現するための手段として企業活動の管理を

報の処理プロセスにおいては社内外に公開する

行うが，その時経営者が定めた目標利益を基準

主体による意図が含まれている。意図は，管理

に管理者，そして従業員へと一連の管理基準

会計で言えば経営者の経営理念や経営戦略，策

の転換・連鎖を通じて，管理会計プロセスが展

定された計画，企業内部で共有される業績管理

開されることを指している。また，動機づけ機

指標などに反映される。一方で，組織階層の下

能とは，目標利益を組織成員の個人目標へ転換

部にいる従業員の活動成果は記録として捕捉す

し，これを管理基準として管理会計が展開され

ることになる。記録は計画や業績管理指標との

る。このとき経営者は企業全体の目標利益をか

差異分析に用いられ，活動成果を統制（control）

かる組織成員が個人目標として受容し，彼らが

するための基礎情報として利用される。記録を

この個人目標を自己の管理基準として意思決定

録ることは，経営者の意思決定に有用なばかり

を行い，適切に行動することを期待する。財務

でなく，管理者や従業員自身の活動の成果を測

管理機能をより合理的に遂行するために，企業

定することで，経営者が設定した目標に沿うよ
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図表１

MCSと管理会計システムのデザイン
フィードバック

経営者の
概念モデル
編集構造

企業業績

意思の伝達
目標の設定

活動成果の捕捉

経営者

Management Control System

認識の
ギャップ

組織成員の
概念モデル
編集構造

事業計画

中期経営計画，予算を中心とした管理会計システム，人事制度，目標管理，企業統治機構 など
（→記録を情報に転換するシステム）

意思の伝達
目標の設定

活動成果の捕捉

活動計画

活動成果

組織成員

動機付け機能

財務管理機能

＝

計画と成果のギャップを
認識するデザイン

＝

経営者と組織成員の認識ギャップを
調整するデザイン

出所：本書，15，図表序-3

うな活動を行うように自らを律するように導く

適切な情報を提供し，意思決定を促し，経営者

行為でもある。こうして管理会計システムは，

や管理者，従業員といった組織成員が期待する

時として物量情報や目標管理といった他の情報

成果を得られるように行動を導き，成果を得る

システムと連携しながら機能する。これがシス

ことが期待される。しかし，計画と成果に差異

テム（人工物）の基本的な構造である。

が生じることはあり得ることであり，管理会計

それでは，ユーザーの利用状況や環境とシス

や MCS を通じて経営者や組織成員は計画と成

テムが完全に適合的であれば最大限のパフォー

果のギャップを認識する。これを明らかにする

マンスが発揮されるのであろうか。ここで検討

ために，管理会計の財務管理機能に対応する「計

しておく必要があるのは，MCS や管理会計シ

画と成果のギャップを認識するデザイン」が必

ステムを利用することの成果（Outcome）をど

要である。

のように定めるかである。企業活動の成果を測

また，MCS や管理会計システムの設計者は

定するのに最も適切な尺度は利益であろう。こ

経営者あるいはスタッフであり，そのシステム

のとき，MCS や管理会計システムには大きな

によって管理される対象は事業そのものであり，

期待が寄せられる。管理会計で言えば，財務管

組織成員である。しかし，MCS や管理会計シ

理機能と動機づけ機能を発揮することによって，

ステムによって示された同じ指標を見ていても，
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そこからどのように意味を捉えるのかは，経営

また，高橋（2017）は，「記録行為の結果に

者と組織成員それぞれが概念モデルを持ち合わ

よる管理」と「記録行為そのものによる管理」

せているがゆえに企業内部で全員が同じように

という概念を用いて，組織内部における情報生

理解できているとは限らない。これをアライン

成のプロセスである簿記と会計情報の利用につ

メントするべきなのか，同一の方向づけを行う

いて説明をしている。すなわち，「記録行為の

べきなのか。デザインという視点を導入するこ

結果による管理」とは，「会計記録の情報を何

とによって，経営者が MCS や管理会計システ

かしらの分析・管理装置の中にインプットする

ムを通じて組織成員へ働きかけ，組織目標を達

ことで管理を行う」
（高橋 2017, 35）ことであり，

成するまでのプロセスを説明できるものと考え

予算実績差異分析のように「明確な意図を持っ

る。このように MCS や管理会計システムには，

た仕組のことをいい，何らかの目的・目標との

動機づけ機能に対応する「経営者と組織成員の

関係を持つもの」
（高橋 2017, 35）によって設

認識ギャップを調整するデザイン」も求められ

計される「装置」を用いて行われるものである。

る。

また，
「記録行為そのものによる管理」とは，
「会

以上のように，MCS や管理会計システムに

計による測定と記録という行為そのものが，管

は，「計画と成果のギャップを認識するデザイ

理機能を果たすという場合」
（高橋 2017, 35-36）

ン」と「経営者と組織成員の認識ギャップを調

をいう。具体的には，複式簿記は取引記録を価

整するデザイン」の 2 つのデザインが求められ

格と物量の情報で捕捉することになるが，これ

る。

を捕捉する行為そのものが管理を行うことと同
義であるという意味である。

2.3

中小企業を対象とした管理会計研究で
留意するべきポイント

欧米における MCS 研究では，組織成長と
コントロールの関係を考察する研究成果が発

次に，本書が対象とする中小企業の管理会計

表されている（Moores and Yuen 2001, Davila

研究で留意するべきポイントについて述べる。

2005, Davila and Foster 2005, Sandino 2007,

Anthony（1965）は管理階層ごとの計画設定

Sandelin 2008）。Davila（2005）は，米国シリ

と統制のウエイトが異なることにより，各階層

コンバレーにおけるベンチャー企業を対象に

に属する組織成員が持つ管理職能の相違に着目

サーベイ調査を実施し，ベンチャー企業におけ

をして，①経営者が行うような組織目的，そ

る MCS がいかにして企業内に定着していくの

の変更，目的達成に用いられる資源，および

かを明らかにした。そこでは，社歴あるいは従

資源の取得・使用・処分に際し準拠すべき方

業員数を代理変数とする企業規模によって，組

針を決定するプロセスとして戦略的計画設定

織における順応度が異なることが示されている。

（Strategic Planning）
，②管理者が組織目的達

すなわち，企業の成長度合いに応じて MCS が

成のために資源を効果的かつ効率的に取得し使

組織内で受容される度合いが異なることを指摘

用することを確保するプロセスとしてのマネジ

している。さらに，一連の研究において，公式

メント・コントロール（Management Control）
，

的な MCS を備えていることと企業成長には関

③従業員等が行うような特定の課業が効果的か

係性があることが明らかにされている（Davila

つ能率的に遂行されることを確保するプロセス

and Foster 2005，2007; Sandino 2007 な ど ）。

としての現業統制（Task/Operational Control）

すなわち，組織の規模，構造や組織の成長段階

に区分した。

において MCS の用いられ方が異なるというの
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図表２

企業規模と経営管理の階層化の関係性
中小企業
公式的

小規模事業者
非公式的
シンプルな構造
記録行為≒管理

企業規模の拡大に伴う
組織構造やMCSの複雑さ

複雑な構造
記録→編集→情報
による管理
記録行為の結果による管理

記録行為の結果による管理
戦略的計画設定

経営者
従業員

（Strategic Planning）

マネジメント
コントロール

（Management Control）

戦略的計画設定
マネジメント
コントロール

管理者
従業員

（Strategic Planning）

管理者

マネジメント
コントロール

（Strategic Planning）

経営者

（Management Control）

現業統制

（Task/Operational Control）

戦略的計画設定

経営者

（Management Control）

現業統制
（Task/Operational Control）

従業員

記録行為そのものによる管理

現業統制
（Task/Operational Control）

記録行為そのものによる管理
出所：本書，42，図表1-6

である。すなわち，小規模企業から発展的に成

決定を行うことがある。すなわち，3 つの階層

長していく過程の中で，組織の階層化が進み，

が一体化することになり，階層分化していない

管理会計や MCS が企業内においていかに整備

組織体における管理会計や MCS の意義を考え

されていくのかを経時的にあるいは横断的に調

る必要性を示唆する。

査していくことの意義を示唆している。そこで

また，成長途上にある中小企業やスタート

本書では図表 2 のような経営管理システムの

アップ企業では，これから組織の階層化が起き，

発展モデルを仮説的に設定し，企業規模に応じ

公式的な管理会計システムの整備を進めていく

た制度設計＝デザインがいかに行われているの

必要がある。組織規模の拡大は経営者の意図を

かを考察することにした。

理解し，実行する管理者を必要とし，その管理

図表 2 は，企業規模と経営管理の階層化の関

が必要となる。そして，それに対応して管理会

係性を概念的に模したものである。左から小規

計システムの階層化が発生し，その進化あるい

模企業，右へ行くに連れて企業規模が拡大し，

は洗練化されていく。

それに伴って経営管理の階層化が進む。

中小企業を対象とする管理会計研究では，技

例えば，組織階層が未分化である小規模事業

術的または組織的な機能レベルでの管理会計の

者では，経営者と現業に携わる組織成員という

進歩的な発展プロセスを明らかにすることが

2 層構造のもとで，経営者が現業に携わりなが

より明確で実践的な観測命題となる（Michell

ら情報に直接的に触れることがあり，会計情報

and Reid 2000, 387）。こうした指摘に対する 1

と現業に関わる物量情報の双方を見ながら意思

つのアプローチとして，わたしたちはより動態
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的に，経時的に中小企業の管理会計実践を観察

るためのものであり，経営者は組織成員それぞ

していく必要がある。しかし，実際にこれを行

れの現業を詳細まで把握はできない一方で，組

うことは容易ではない。

織成員それぞれは自らの目標が部門目標，企業

そこで本書では，中小企業の管理会計がどの

目標と関連づけられていることを，管理システ

ような構造になっているのかを明らかにするた

ムを通じて理解している。その時に，経営者は

めにサーベイ調査を実施したのち，先行研究や

当該企業をマネジメントするのに適合的な管理

サーベイ調査で明らかになった課題を明らかに

技法を用い，経営者自身が頼りにする判断尺度

するために経営者や組織成員に対するインタ

に関連する指標を組織成員に示すことになるが，

ビュー調査を中心とした研究を行った。具体的

その際に彼らが理解できるようにと技法や尺度

には，組織構造の階層化と管理会計システムや

にアレンジを加えている。これを経営者によ

技法の関係，MCS を機能させるためのさまざ

る MCS あるいは管理会計システムのインター

まな経営管理手法等の関係を中心に考察を進め

フェースのデザインだと言っても良いだろう。

る。そのときに，管理会計システムや MCS を

また，こうした特徴は，管理会計の 2 つの機能

設計するデザイナーたる経営者が何を考えてい

を MCS や管理会計システムに落とし込む作業

たのか，どのようにその考えをシステムに落と

を通じて形作られていくものだとも言える。

し込むのか，組織成員がどのような影響を受け
たと捉えているのかを検討した。

最後に，経営者自らが組織成員に対して設計
したシステムの構造，目的を明確に伝えること
ができ，組織成員もある程度理解できている。

2.4

中小企業における管理会計実践から

これは，システムを強制的に運用するのではな

明らかになったこと

く，組織成員の合意と納得を引き出しながら，

以上のようなフレームワークをもとに，本書

システムを浸透させていくというプロセスを経

では福岡市と熊本県に所在を置く中小企業を対

ることによって成される。この時，経営者自身

象としたサーベイ調査と，西日本を中心に各地

がシステム導入の目的を明示的に認識し，実行

で事業を営む中小企業 8 社の事例研究により，

プロセスに落とし込むことはもちろんではある

中小企業における管理会計実践を検証してきた。

が，組織成員がそのシステムを活用することで

これにより明らかになった点は以下のとおりで

企業目標と個人目標の双方が達成されるように

ある。

導くような仕掛けが必要だと言える。単純に時

第 1 に，管理会計の機能の 1 つである財務管

間を尺度にする，生産性を尺度にするというの

理機能の発揚として，経営者が経営状態を把握

ではなく，その尺度によってどのような行動変

するための判断基準を持っているということで

容を期待しているのかをシステムに埋め込むこ

ある。その基準が比較可能性の高い数値である

とが重要である。こうした第 3 の特徴は，管理

ことが重要で，売上や原価，利益や付加価値と

会計の動機づけ機能が反映されている。

いった財務的な指標に限らず，時間や数量と
いった物量情報であっても，経営者それぞれが
重視する指標が存在する。

３

今後の研究課題

第 2 に，その基準を組織成員にも見えるよう

企業において経営者は，事業と企業内部への

にするために自らシステムをアレンジメントし

対応をするための思考を繰り返している。この

ている。これは自らの意図を組織成員に説明す

とき，事業への対応とは事業の見通し，将来性
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や市場の変化，取引先や顧客との関係を中心に

図表 3 で言えば，MCS の中核を成す管理会

考える。一方，企業内部への対応とは社内にお

計システムはこの図の縦軸である組織構造に

いて事業を安定的に営むために，まずは経営者

よって生じる経営者と組織成員との間のギャッ

自身が自社の事業の存続可能性を検討したり，

プと，横軸である未然（未だ起きていないこと：

中小企業の多くがファミリービジネス（家族経

計画）と現実（成果）との間にあるギャップを

営）であることから「イエ」と「カイシャ」の

調整するために存在する。つまり，前者は「経

関係性を考える機会としての事業承継や自らの

営者と組織成員の認識ギャップを調整する」こ

経営者としての正統性をいかに担保するか，そ

とであり，後者は「思考（計画）と現実（成果）

して組織成員の合意や納得を引き出しながら彼

のギャップを認識する」ことである。管理会計

らのサポートを得て事業を存続，発展させるこ

システムや MCS はこれら 2 つの機能を調整す

とを考える。その時に，経営者は MCS を活用

ることを目的にデザインされると考えられる。

して，どのようにして目標を提示するのか，ど

つまり，経営者の思考（経営方針や企業観）と

のような手段を用いて統制するのか，それをシ

企業としての目標をいかに設定し，それを達成

ステムや指標を提示して組織成員を目標達成に

可能にするための装置（管理技法）をどのよう

向けて動機づけるようにすることが求められる。

に組み合わせてシステムとして構築するか，企

MCS は，事業と企業内部への対応を行うため

業規模の拡大に応じた階層の構築と MCS や管

の情報システムであり，それぞれの情報を捕捉

理会計システムの複雑化にいかに対応するかで

するために利用される。では，どのような対応

ある。

が実際に行われているのだろうか。ここでは 2
つの視点があると考えている。

これに加えて，本書での調査によって浮かび
上がった考察するべきポイントとして，中小企

第 1 に，事業に関わる情報の捕捉である。こ

業経営に大きな影響を及ぼすであろう「経営者

れは主に簿記システムを通じて会計情報が生成

自身の思考」と「現実」のギャップを認識する

され，企業において計画の進捗状況の把握，成

のに MCS が機能する可能性があることを見落

果（業績）
の測定などに用いられる。つまり，
「企

としてはならない。つまり，経営者が MCS を

業あるいは経営者」
（内部環境）と「市場」
（外

繰り返し活用していく中で，自身の企業観や事

部環境）への対応であり，
計画時点での思考（未

業観の形成に与える影響である。MCS のデザ

然）と，その実施の中で徐々に明らかになって

インは経営者が市場での競争状況や企業内部で

いく，あるいは 1 会計期間の期末，中期経営計

の進捗状況を把握するだけでなく，そのデザイ

画の期末などに明らかになる現実（成果）との

ンによって経営者が見えたものを経営者自身が

間にあるズレへの対応である。

どのように認識するのかという意味で経営者の

第 2 に，企業内部に関わる情報の捕捉である。

思考に大きく影響を及ぼす可能性がある。企業

管理会計システムのみならず，目標管理制度と

経営は経時的であり，ゴーイング・コンサーン

の併用，人事制度や組織構造，企業統治などの

であることが前提にあるが，当初の設計通りに

制度設計と組み合わせることを通じて，組織成

システムが機能しないこともあり得るし，現在

員の活動の進捗状況や成果を捕捉するために利

の MCS の設計では目的を達成する，あるいは

用される。つまり，
「経営者」
（自分自身という

そのための情報を十分に捕捉できないことが明

内部環境）と「組織成員」
（他者という外部環境）

らかになることで，新たに MCS を整備し直す

の認識のズレへの対応である。

ことになるかもしれない。MCS の進化プロセ
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図表３

中小企業におけるMCSと情報のフロー
経営者の思考（企業観・事業継続・将来見通し）への影響
MCSの機能を検証して
修正できるデザイン

経営者の
概念モデル
編集構造

現実（結果）

思考（未然）
経営者
意思の伝達
目標の設定

日常の中で更新される認識

Management Control System

認識の
ギャップ

中期経営計画，予算を中心とした管理会計システム，人事制度，目標管理，企業統治機構 など
（→記録を情報に転換するシステム）

意思の伝達
目標の設定
組織成員の
概念モデル
編集構造

活動成果の捕捉

日常の中で更新される認識

活動成果の捕捉

組織成員
現実（結果）

思考（未然）

経営者と組織成員の認識ギャップを
調整するデザイン

思考（未然）と現実（成果）のギャップを
認識するデザイン

出所：本書，303，図表終-2

スは，環境への適応の結果として経営者自身の

管理会計システムの関係を明らかにするには，

思考や認識がアップデートされることに依拠し

本書でこれまで行ってきた調査では不足してい

ている可能性があろう。

る。特に，特定企業における経時的な調査が必

このように，MCS が持つフィードバック機

要になるため，今後の課題としておきたい。

能は事業や日常的な活動そのものの短期的な
修正だけでなく，中長期的な企業の存続可能
性，企業経営者の思考に影響を与える可能性が

４

おわりに―著書を執筆して

あり得る。また，MCS が，経営者（創業者あ

以上のように，本書では中小企業における管

るいは事業承継者）が持っている企業家精神

理会計実践を「デザイン」という視点を導入す

（Entrepreneurship）に影響を及ぼし，新規事

ることにより，経営者が自社の経営目的を実現

業開発や次期以降の戦略，計画に影響を及ぼす

するためにいかに MCS や管理会計システムを

可能性があるのではなかろうか。

整備し，組織成員との間にある概念モデルの

しかし，可視化できたことによる影響，でき

ギャップ，現在，過去，未来という時間軸で生

なかったことによる影響というのは事後的に明

じるギャップを少なくし，その判断を適切に実

らかになるものである。企業家精神と MCS や

行し，統制できるようにするのかについて検証
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してきた。また，時間軸という観点から言えば，

ため，ともに働く組織成員とその家族を守るた

MCS のデザインは予算を基礎とした単年度だ

めに苦悩を重ねながら希望を見出そうとしてい

けでなく，戦略や計画から導き出される経営者

る経営者が経営管理システムをデザインし，運

が期待する未来像を具現化するために数年後ま

用する中で何を考え，表現しようとしているの

で見通すことを可能にするものだということを

かを丹念に記そうと心がけた。

検討してきた。

わたしたちはまだまだ中小企業経営の現場に

本書の執筆は「中小企業管理会計研究」の端

いる彼・彼女たちの会計実践から学ぶべきこと

緒であるに過ぎない。本書への書評において

が多々ある。だから，システムの観察に注視し

「『中小企業管理会計』という領域は存在するの

過ぎるがあまり，そこにいる人々を等閑視して

か」
（高橋 2021, 55 頁）という根源的な問いが

はならない。中小企業という観察対象は，そこ

なされている。わたしたちは研究対象たる「中

にいる人の営みが目に見えやすい。そして，会

小企業」をどこまで具体的に捉えられているの

計とわたしたちがどのように関わっているの

であろうか。もしかしたら漠然と，上場企業や

かを観察しやすい。優れた管理会計実務を行う

それに類する「大企業」の会計と異なるものが

中小企業経営者は，経営状況を判断するための

あると考えているのかもしれない。その一方で

尺度を日々の活動と体系化された管理会計技

会計や簿記そのものが普遍的であるとも考えて

法（理論）から紡ぎ出して形にしている。彼・

いるのかもしれない。となると，そもそもわた

彼女らは経営をより良い方向に導く管理会計シ

したちは何を議論しようとしているのであろう

ステムを創るデザイナーでもある。わたしたち

か。

はそうした経営者が持つ優れた管理会計実践を

今回，本書において表題を『経営管理システ

観察し，学ぶことで，彼・彼女らが持つ管理会

ムをデザインする』としたのは，中小企業を対

計システムや MCS の設計思想に触れることが

象に分析することによって，それまでの管理会

できる。会計とはなにか，管理会計とはなにか，

計研究が見落としていたかもしれない本質に迫

そしてなぜ人（経営者）は「経営管理システム

ろうとしたからである。

をデザインする」のかを考えるためにも中小企

会計は企業における重要な情報システムを構

業は格好の研究対象となる。本書がそうした考

成する一部である。しかし，
「私たちのコミュ

え方を表現し，少しでも多くの研究者，経営者

ニケーションにおいては，情報交換の構造が先

に伝わったのであれば望外の喜びである。

にあるのではなく，その場に生じている先行的
な編集構造が先にある」
（松岡 1999, 119）から，
経営者にとって使いやすいシステムであっても，
それが組織成員にとって望ましいシステムであ
るとは言い切れない。ここに情報システムとし
て MCS をいかに「デザイン」するかが重要だ
と考える理由がある。だから，本書では単に管
理会計システムや MCS がいかに機能している
のかを分析するのではなく，日々実務の中で試
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成川正晃理事のご逝去を悼んで
中小企業会計学会会長

河

﨑

照

行

本学会理事の成川正晃先生（東京経済大学教授）が，本年（令和 4 年）4 月 6 日にご逝去されました。
先生は，本学会の発起人のお一人であり，研究担当理事の重責を担われ，学会誌『中小企業会計研
究』の編集委員長として，学会誌に関する諸規定の整備にご尽力されました。また，学会活動では，
課題研究委員会「中小企業事業承継における課題と展望」の委員長として，中小企業の事業承継問
題を会計的視点から解明され，その将来を展望する貴重な研究成果を取り纏められました。さらに，
第 4 回全国大会（平成 28 年）では，大会準備委員長として全国大会を見事に成功させるなど，本学
会に対する先生のご貢献は，語り尽くせないものがあります。
先生の中小企業会計に対するご貢献は，研究面に止まりません。教育面では，わが国で最初に「中
小企業会計」を大学の講義科目に採用され，会計教育の新たな分野を切り拓かれました。学会員一
同を代表いたしまして，先生の中小企業会計の研究・教育におけるご功績に対し，深く感謝申し上
げるとともに，深甚なる哀悼の意を表したいと思います。
先生との永遠の別離は，まさに青天の霹靂でした。ご逝去の数時間前，公益社団法人全国経理教
育協会の新たなプロジェクトに向けて，ご一緒に夢を語りあい晩餐を楽しんでいたからです。晩餐
会の後，先生は私を宿泊先まで見送って下さいました。別れ際に，
「中小企業会計学会と新しいプロ
ジェクトのことをよろしくお願いします」と申し上げたところ，先生はにっこり微笑まれ，
「河﨑先
生のことは，最後まで私がお世話します」とおっしゃって下さいました。それが先生の最後の言葉
でした。私が先生を天国にお見送りしなければならない現実に，ただただ限りない無念さと寂しさ
を覚えます。
先生の温かな眼差しと穏やかな笑顔を思い起こすたび，大きな支えを失った悲しみがこみ上げま
す。とりわけ，課題研究委員会の研究成果の上梓を目前に控え，先生のお喜びの笑顔を拝見できな
いことに，悔しさが募るばかりです。
しかし，成川先生のこれまでの歩みは，決して後向きではなかったように思います。むしろ，先生は，
常に前向きに物事を処してこられ，多くの学会員を励まされ，学会の発展のために献身的に尽くし
てこられました。学会運営にあたり，幾多の困難に直面したとき，何とかして下さるのが先生でし
た。「苦しいときの成川頼み」
，先生の明るさと強力なリーダーシップが，学会活動の困難を乗り越え，
本学会の歩みを確かなものにして下さいました。そのような先生の生き様を，私ども学会員は先生
の教えと体し，今後，本学会の発展のために，常に前進することをお誓いいたします。
成川正晃先生の真摯な研究・教育活動に深甚なる敬意を表すとともに，中小企業会計学会への多
大なご貢献に対して感謝の誠を捧げ，心よりご冥福をお祈り申し上げます。
（令和 4 年 5 月 31 日）
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成川正晃理事のご逝去を悼んで
熊本学園大学大学院教授

佐

藤

信

彦

令和 4 年 4 月 6 日，畏友成川正晃先生がご逝去された。長年にわたりご厚誼を賜った者としてこ
こに一文をしたためる。
中小企業会計学会の第 4 回全国大会は，成川先生を準備委員長に東北工業大学で開催された。し
かし，前年度の第 3 回全国大会（於：中央大学）の懇親会で，次回開催校の挨拶をしたのは，熊本
学園大学に所属する私であった。実は，平成 28 年 4 月までは，第 4 回全国大会は熊本学園大学にて
開催予定であったが，熊本大分大地震が起き，この年度での開催ができない状況が発生した。
覚えておられる方も多いと思うが，同年 4 月 14 日 21 時 26 分に熊本地方で震度 7 の地震が起き，
さらに 16 日未明も再び震度 7，その後も，震度 6 強・弱の地震が合わせて 5 回発生した。その被害
はすさまじく，私の研究室も当初はドアを開けることすらできない状態であった。床一面に書籍と
書類の層が腰のあたりまで堆積していたからで，若手事務職員の力技で何とかドアを開けることが
できるようになったのであるが，当然，しばらくの間，講義は休講で，自宅待機をすることとなった。
このような状況で，予定していた 9 月に学会の開催ができるかどうかを学内の関係各部署にあたっ
たが，学会等の行事の開催については，5 月下旬または 6 月にならないと判断できないということで
あり，それでは開催できないとなったときに取り返しがつかないので，本学での開催は先延ばしし
て他の大学にお願いすることにした。九州内の他大学にお願いするという案も浮かんだが，それで
は同じ九州にある熊本学園大学でしばらく開催はできにくいことになるので，次年度（平成 29 年度）
に熊本学園大学で開催するためにはできるだけ離れた場所がいいと判断し，私が成川先生に学会の
開催をお願いしたわけである。
自然災害という不可抗力によるものであるということもあってか，窮地を救っていただいたわけ
であるが，思い返せば，成川先生は，いつも私だけではなく，多くの方々の窮地・苦境を救ってお
られていたように思う。
亡くなられたとき，成川先生は本学会の機関誌『中小企業会計研究』の編集長をされていた。前
任者である編集委員長から辞退の申し出が理事会で出たときに，その業務の大変さを知っているの
で誰も引き受け手がなかったのであるが，そのとき一肌脱いだのが成川先生であった。前任者の高
校の後輩ということもあって，押し付けられた感（？）もあったが，編集委員長不在という学会の
窮地を救ったのである。このような誰の目にも明らかな形もあるが，それだけではなく，成川先生
に助けられたという者は多い。目に見えない形で，さりげなく，それとなく，いろいろと助けてい
ただいたことを後から知るのである。それゆえ，私も含め，
「成川先生にお世話になった」と多くの
者が思うのである。
ところで，編集委員会はなぜだか沖縄（那覇）で開催されることが多かった。那覇で開催する必
要性はないように思うが，構成メンバーの希望からその必然性はあったのかもしれない。また，成
川先生自身も，沖縄を気に入っておられたこともあるのであろう。松山地区にあるカラオケスナッ
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クに泡盛「北谷長老」のボトルをキープされてもいた。もともとは独身時代に私が同じ銘柄の泡盛
をキープしていて，そこに一緒に行っていたのであるが，私がいなくても成川先生がグループで行
くようになり，成川先生もボトルをキープし，そうこうしているうちに，いつの間にか，私のボト
ルは成川先生のボトルと統合されてしまったのである。しかし，それが全く嫌だという気持ちが生
じないのであるから不思議なものである。成川先生の人徳のなせる業（わざ）であろうか。
その穏やかな人柄と謙虚な姿勢から，先生の周りにはいつも人が大勢集まった。学会のスタディ・
グループなどの代表者またはそれに準ずる立場で広範な論点の取りまとめを行ったり，若手を糾合
して「ビジネスセンス」という新たな視点のテキストを刊行したりもしている。多くの者を引き寄
せる人望ある成川先生だからこそなしえたということであろう。学会や研究会の後の懇親会後には，
必ずと言っていいほど，成川先生を中心に 2 次会・3 次会が成立した。たいていご一緒させていただ
いたが，和やかな雰囲気で心地よい会合に終始したものである。
成川先生と頻繁にお会いするようになるのは，先生が嶌村会計学研究会や森川会計学研究会に参
加されるようになってからである。もちろんその前から存じ上げてはいたが，それほどお話をする
機会はなかった。しかし，どちらの研究会のあとでも，必ずと言っていいほど，懇親会が開かれた
ので，頻繁に一献傾ける機会が増え，親しくなっていったのである。控えめで穏やかな成川先生が
いると，その場が和み，学部の同級生ということも後から分かり，その気安さから，いろいろと相
談にも乗ってもらっていた。私のスマホには，3 月 7 日に成川先生との交信履歴が残っている。ある
学会の準備委員会に関する相談をしたもので，的確なアドバイスをいただいたのであるが，そのよ
うなこともこれからはできなくなったのが，残念であり，とても寂しい。最近は，コロナの影響も
あり，学会や研究会はオンラインで実施されて，懇親会がなかったためにそれほど感じていないが，
今後，対面での学会や研究会が再開すると，その懇親会に成川先生がいない違和感を覚えることに
なるのであろう。
今も成川先生のはにかんだお顔が思い出される。慈愛に満ちたあの笑顔を思い出すと，何とも言
えない寂寥感を覚えるが，今はただただ，先生のご冥福を衷心よりお祈りする。
（令和 4 年 8 月 10 日）
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Journal of Accounting Research for
Small- and Medium-sized Entities(SMEs)
No.82022
Summary and Keywords
REFERRED ARTICLE

An Empirical Study on Cloud Accounting Adopted by
Small and Medium-Size Enterprises in Japan
Satoshi Sugahara (Kwansei Gakuin University Professor)
Keita Kano (Prefectural University of Hiroshima Assistant Professor)

Summary
This study aims to determine the factors influencing acceptance of cloud accounting among the executive
managers of the Small and Medium-size Enterprises (SMEs) in Japan. We conducted an questionnaire-based
survey to collect quantitative data regarding SMEs executive managers’ perceptions towards cloud accounting in
terms of 1) the effectiveness, 2) accessibility, 3) cost efficiency, 4) management participation, and 5) robustness as
the functions of the cloud accounting. We collected data from the SME CEOs or other executives who were the
members of the Hyogo Association of Independent Small and Medium Enterprises of Japan. In total, we obtained
34 responses. The data was classified into two groups; SMEs that have already incorporated cloud accounting
(CA SMEs) and those that have not incorporated cloud accounting (Non-CA SMEs), and implemented statistical
comparisons by using t-test analysis technique.
Our main findings, which are not last but at least, are as follows.
1) W
 hether SME executives accepted and decided to adopt cloud accounting or not relied on their perceptions
towards the effects of this technology. If they believed the functions they obtains from the cloud accounting
meets the needs of the company with the managerial activities, they would decide to adopt it, or vice versa.
However, it was also found that the executives of Non-CA SMEs had a tendency not to decide using cloud
accounting although they did not really know about the features of this technology.
2) A
 lmost of all SMEs executives who participated in this research had understood the cloud accounting
allows users to access easily to wide range of financial data. However we found they tended to use cloud
accounting through their desk-top computers in their office. This means that such an advantage in data
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accessibility of cloud accounting is not likely to be effectively used among the users, even though they
have already equipped its technology in their companies.
3) W
 e unfortunately failed to find the fact that the adoption of cloud accounting would encourage employees
to participate more activities in the managerial activities. In this regard, some quantitative responses or
interviews from the supplementary studies suggest further calls for the further research focusing more on
variety customized settings of accounting systems using cloud accounting.
These results provide new insights regarding acceptance of cloud accounting and some key influential
factors affecting to SME exectives’ decisions of its acceptance. Furthermore, the findings will assist accounting
professionals, tax authorities, and standard setters to develop better communication.
Keywords
Cloud Accounting, Digital Technology, Cloud Computing, Small and medium-sized enterprises (SMEs),
Empirical Study
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REFERRED ARTICLES

The effects in the purpose transition of accounting for
Small and Medium-sized Entities
-Focusing on the DX of accounting and importance of book entryYuriko Hoshino (Graduate School of Humanity-Oriented Science and Engineering, Kindai University)

Summary
The purpose of this paper is to clarify the effects of changes in accounting objectives under the formerly
Commercial Code and the current Companies Act to Small and Medium-sized Entities (SMEs), and to consider
the relationship with accounting DX that is progressing in recent years. Under the formerly Commercial
Code, large public companies were the basic form of the company, and the idea of protecting creditors was
emphasized. On the other hand, the current Companies Act, SMEs are the basic form of the company, and
the function of providing information to stakeholders has also become more important. About the change
in accounting purpose due to such as the basic form of companies, SMEs are placing more importance on
providing information to contribute of funding and expansion of business partners, but there is a demand for
creditor protection too.
In recent years, there have been many discussions on various problems associated with the progress of DX
of accounting. In the past, when computer accounting became widespread, the quality of prepared financial
statements was concerned. Even now, problems similar to these are still in existence, such as the prevention
of fraud in AI and humans who operate that, and the black box of processing by automating of accounting
processes. In addition, the quality of financial statements must not be impaired because they have evidence in
proceedings. Therefore, especially in the case of SMEs, it is necessary to return to the basics of accounting, and
it is expected that the importance of book entry for financial statements will increase further in the future.

Keywords
Companies Act Accounting, Creditor Protection, Information Provision Function, DX of Accounting,
Importance of Book Entry
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Talk about my book

Tobita, T. 2021. Designing Management Control Systems:
An Analysis of Management Accounting Practice in SMEs
Tsutomu Tobita (Fukuoka University Associate Professor)
Summary
This paper outlines the book “Designing Management Control Systems: An Analysis of Management
Accounting Practice in SMEs”, which was published by the author in May 2021, and presents the research
issues revealed in the book.
To clarify management accounting practices in small and medium-sized enterprises (SMEs), this paper,
based on discussions on 'design', particularly information design, examines how management control systems
(MCS) and management accounting systems that mainly comprise MCSs are designed by managers. The
perspective of how MCS and management accounting system are designed by management is introduced.
In particular, we tried to clarify how the MCS and management accounting system function to bridge the
conceptual gap between management and organisational members.
The above suggests that the design of the MCS may not only help managers to understand the competitive
situation in the market and progress within the company, but may also have a significant impact on their
thinking in terms of how they themselves perceive what they see through its design.
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編集後記
学会誌『中小企業会計研究』第 8 号を無事に発刊することができました。学会誌編集委員会を代
表いたしまして，ご投稿，ご寄稿，査読をご担当いただきました学会員の皆様，学会誌発行のため
にご寄附いただいております TKC 全国会様，学会理事会，本誌の製作協力をいただいた株式会社中
央経済社には，この場を借りて厚く御礼申し上げます。
第 8 号には 4 本の論文投稿があり，ダブルブラインド制に基づく厳正な査読プロセスの結果，2 本
の論文を査読付論文として掲載いたしました。また，
「自著を語る」と称して，本学会会員である飛
田努先生が 2021 年 5 月に上梓されました『経営管理システムをデザインする―中小企業における管
理会計実践の分析―』について，著者の立場から飛田先生にご寄稿いただきました。さらに，2021
年 9 月に開催された第 9 回全国大会（開催校：愛知学院大学，準備委員長：平賀正剛先生）におけ
る課題研究委員会報告（中間報告と最終報告）をそれぞれ掲載いたしました。
学会誌は，投稿者だけでは成立せず，投稿論文を査読し，改善に向けた助言を行っていただく査
読者の存在があってこそ初めて成立するものです。査読をお引き受けいただきました学会員の皆様
にはあらためて御礼申し上げます。これまでのご協力に感謝いたしまして，
『中小企業会計研究』創
刊号から第 8 号までに査読をご担当いただいた学会員の皆様のご芳名を巻末に記載いたしました。
学会誌編集委員長といたしまして，第 4 号から第 8 号までご尽力いただきました成川正晃先生が
2022 年 4 月 6 日にご逝去されました。成川先生は理事として，また学会誌編集委員として，学会の
創設から今日まで多大なる貢献をされました。成川先生のご逝去は誠に残念であります。学会を代
表いたしまして学会長である河﨑照行先生に，友人代表といたしまして佐藤信彦先生に，追悼文の
ご寄稿をお願いいたしました。成川先生はご生前，常々，
「学会誌を大きく育てていくことが学会の
充実につながる」と仰っていました。今後も学会誌のさらなる充実に向けて，学会誌編集委員一同，
努めてまいります。引き続き，会員の皆様方にもご協力をお願い申し上げます。
（2022 年 8 月 15 日）
学会誌編集委員会
委 員 長

中島洋行（明星大学）

※2022年5月2日より委員長

編集委員

鵜池幸雄（沖縄国際大学）

上野清貴（松蔭大学）

小川晃司（税理士）

坂本孝司（愛知工業大学）

宗田健一（鹿児島県立短期大学）

戸田龍介（神奈川大学）

仲尾次洋子（名桜大学）

中西良之（北海商科大学）

宮地晃輔（長崎県立大学）
幹

事

坂根純輝（長崎県立大学）
（中島・記）
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