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1 はじめに

本稿は，小規模飲食業を中心としたケース・スタディを行うことで，小規模企業における管理

会計導入の促進要因の考察を試みるものである 1。

伝統的には，「管理会計研究は長らく中小企業における管理会計の特徴を検討せずにきた」（頼

2004;LópezandHiebl2015,81）とされている。もっとも近年では，後述のように，少しずつ中小

企業における会計実践の実態が報告されるようになってきた。それでも，まだ「中小企業の管理

会計の特徴を明確に描き切ることは全くできていない」（LópezandHiebl2015,81）とされている。

中小企業の管理会計実践の特徴としては，十分な経営資源を有していないことから管理会計を

整備した形で実践することが難しく（本橋2015;水野2015），管理会計実践に要する費用が便益

を上回る場合がある（Lohr2012）ことが指摘されている。このことを考慮すれば，中小企業の中

でも特に規模の小さい企業ほど管理会計実践が整備されていないということになる。

しかし，管理会計実践が「整備されていない」ことは，必ずしも管理会計が「実践されていな

い」ことを意味するものではない。国内の実態調査によれば，従業員数10名以下の小規模企業に

おいても，福岡市内の企業で約6割（飛田 2012），熊本県内の企業でも約5割（飛田 2011）2が，

経営管理において実際原価計算・標準原価計算・予算管理のうちの少なくとも一つ以上を利用し

1 小規模企業の定義は国によって多様であるうえ，小規模企業の定義が先行研究に明示されていない場合もある
ため，後述する先行研究で取り上げられている小規模企業の範囲も必ずしも完全に一致するものではない。そ
こで，便宜的にではあるが，本稿で扱うケース・スタディでは，中小企業基本法に示されているように，常時
雇用する従業員数が20名以下の企業を小規模企業とみなし（中小企業庁2015），その規模範囲の企業からリ
サーチ・サイト3社を選定した。

2「会計情報を利用していない企業が本調査にそもそも回答しないというバイアスの存在は否定できない」（飛田
2012,65）ことには注意が必要である。とはいえ，飛田（2011,2012）の調査結果は，従業員数10名以下の小規
模企業においても，何らかの形で管理会計を実践している企業が一定数存在しているということを示すには十
分であると考えられる。
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ているという報告がなされている。もっとも，原価計算に関しては，これらの5～6割の企業の

すべてが管理会計目的でこうした技法を用いているかどうかは明らかにされていない。しかし，

これは一定割合の小規模企業が何らかの形で会計情報を活用して経営に役立てている可能性を示

唆するものではなかろうか。比較的十分な経営資源を得にくい小規模企業において，管理会計シ

ステムはどのようにして導入されるのであろうか。そして，それを促進する要因はどのようなも

のであろうか。

本稿では，ケース・スタディの方法を用いることによって，小規模企業における管理会計の導

入がどのような要因によって促進されているのかを考察する。本稿の構成は以下のとおりであ

る。まず次節では，先行研究を概観したうえで，本稿の検討課題を設定する。3節ではケース・

スタディの方法をとった背景と概要を説明する。次いで4節では，本稿で考察する飲食店3店に

おける管理会計実践について概説する。5節ではそれらのケースについて先行研究を振り返りな

がら理論的な考察を加える。最後に6節では本稿の結論と残された検討課題について述べる。

2 先行研究の整理と本稿の検討課題

2.1 中小企業における管理会計実践の特徴と規模による実践度合いの傾向

前述のように，伝統的に多くの管理会計研究は大規模企業を主な考察対象としてきた。そして，

企業規模が考察対象とされた場合には，伝統的には小規模企業においては管理会計実践の程度は

相対的に小さいことが強調されてきた。例えばBrunsandWaterhouse（1975）によれば，比較的大

規模で洗練された技術を有する企業では，管理者が予算目標の設定と予算にかかわる活動に比較

的多くの時間を割く傾向を一つの特徴として有する。その一方，小規模で分権化の進んでいない

企業では，そもそも公式な予算にかかわるコミュニケーションは少なくなる傾向がある。その反

面，上司から部下に対して直接的な管理が行われ，頻繁に人的なコミュニケーションが行われ

（Merchant1981），従業員数が中小規模の企業においては管理会計技法の利用度合いは大企業に

比べて低い（Neubauer2012）。
もっとも，このことは中小企業において管理会計が実践されていないことを意味するものでは

ない。例えば，中小企業においても月単位以下の頻度で記帳している企業は90％を超えており，

記帳したデータを用いて定期的に会計専門家のチェックを受けている企業も6割を超えている

（株式会社富士経済 2014）。このことは，大企業ほど整備された形ではなくとも，管理会計が中

小企業において一定程度実践されていることを示唆するものと考えられる。

実は，大企業のような包括的な仕組みとは別に，会計知識の乏しい中小企業経営者が計画設定

や業績評価や意思決定を円滑に進められるようなツールが必要であることは以前より提唱されて

きた（DeThomasandFredenberger1985）。この点に関して，近年では，銀行の預金残高によって

経営業績の評価が行われていたり（Halabietal.2010），送り状や領収書などの証憑に基づいて作

成される管理日報を用いて限界利益や歩留率の管理が行われたりしていることが報告されている

（田村 2007）。また，経理部門を有さない中小企業の場合には，経理業務を外部業者に委託する

という方法もある（Barraretal.2002）。
このように中小企業でも，大企業ほど制度化された管理会計実践は行われていないものの，何

らかの形で管理会計が実践されている場合は少なくない。そしてその程度は，同じ中小企業の中

でも規模によって異なる。例えば，従業員数の多い企業や年度収益の大きい企業ほど財務諸表の
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報告・分析をより包括的に行う企業が多い傾向があることが報告されている（McMahon2001）。
また，経営管理において会計情報を利用する中小企業の割合は従業員数規模が大きくなるほど高

まる（飛田 2012）。一方で，企業の従業員規模が小さいほど管理会計数値の把握が遅いことが明

らかにされている。そして，その理由としては，小規模企業では経理事務の優先順位が下がる，

経理事務に割く時間がない，できる人材がいない，などの点が推察されている（大西 2016）。

2.2 小規模企業経営者の管理会計への関心の多様性

前述のように，大企業と中小企業を比べた場合と同様に，中小企業の中でも，規模が大きめの

企業と小さめの企業では，前者の方が管理会計実践がより整備された形で実践される傾向があ

る。とはいえ，やはりそのことも，小規模企業において管理会計が実践されていないことを意味

するものではない。

例えば，経営者の会計知識が十分でなくとも，会計士による経営改善アドバイスのサービスを

利用するという方法がある（Gooderhametal.2004）。Gooderhametal.(2004)によれば，通常の財

務諸表作成等のサービスに加えてこのサービスを利用するかどうかには，経営者が会計士の通常

サービスに対して有している信頼感や，経営者自身の自社の競争優位向上に対する意識の高さが

影響しているとされる。

一方，必ずしも小規模企業の経営者が管理会計実践を外部業者や会計士に委託しているわけで

はない。小規模企業に対して実施されたケース・スタディによれば，経営者が管理会計に対して

有している認識の度合いは多様である（MarriottandMarriott2000）。オーストラリア企業のケー

ス・スタディによれば，会計報告書をただ納税のために作成されるものと捉えており，会計知識

を有しておらず会計報告書が理解できない経営者がいた一方では，会計知識を一定程度有してお

り，会計情報を企業の業績評価に利用していた経営者もいた（Halabieta.2010）。例えば，小規模

企業であっても，設定される指標の数こそ少ないもののバランスト・スコアカードが導入されて

いる事例もある（Phadtare2010）。
それでは，小規模企業における管理会計実践の程度が多様な中で，管理会計導入の促進要因は

どのようなものであろうか。スコットランドの小規模企業に対する実態調査によれば，管理会計

システムの導入時期は，キャッシュ・フローの危機や財源不足，イノベーションなどの偶発的な

出来事が生じたタイミングと相関関係にあった（ReidandSmith2000）。
一方，小規模企業において経営者が管理会計に関する知識を得，管理会計実践を始めることは，

これらの偶発的事象と具体的にどのような関係性を有しているのであろうか。ReidandSmith（2000）
では質問票調査の方法が採用されており，この点についてはあまり明らかにされていない。そこ

で本稿では，この点について，次節に示すケース・スタディの方法を用いて明らかにしたい。

3 研究方法

前節で示した本稿の研究課題について考察を加えるため，筆者は広島県内に拠点を置く個人事

業の飲食店3店においてケース・スタディを行った。ケース・スタディの方法をとる理由は，一

般に「どのように」（how）あるいは「なぜ」（why）という問題を扱っている場合（Yin1994）や，

ある現象が起こっている背景の文脈が重要である場合（CooperandMorgan2008）に適していると

される。したがって，この研究方法は，小規模企業における管理会計の実践・導入が「どのよう
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に」してなされるかを考察するという本研究の目的に適したものと考えられたため，これを採用

することとした。

本稿において前述の3店の事例を取り上げる理由は以下の通りである。後述するように，本研

究でケース・スタディを行った各店では，経営者がそれぞれの経験した何らかの機会をきっかけ

として，管理会計を実践するようになった。そのため，先行研究であまり明らかにされていない，

「どのようなプロセスを経て小規模企業において管理会計が実践されるようになるのか」という

点を考察するという本稿の検討課題を考察するうえで適切なケースと判断した。

なお，ケース・スタディの方法は，①各店のオーナーに対する半構造化インタビューによる聞

取調査（2017年4月～6月，各店2～5時間），および②各店で利用している管理会計資料等の

検討，の2つの方法によった。①の調査方法から得られるデータの客観性にはどうしても限界が

ある以上，それを極力担保する必要が生じるため，内部資料（②）の検討を行った。

4 ケース・スタディ

4.1 飲食店A店における管理会計実践

4.1.1 飲食店A店における日次業績管理と見積材料費による価格設定

筆者はまず，比較的管理会計実践に力を入れている個人飲食店として，2017年4月に飲食店A
店でのオーナーへの半構造化インタビューを行った（調査回数1回，調査時間約2時間）。同店

は，2005年にオーナーのP氏が広島県東広島市において独立開業した喫茶店である。従業員は時

間帯にもよるがおおむね数名程度で，席数は25席前後である。立地の周辺には田畑が多く，開業

以来，顧客の大半は近隣の農業従事者を中心とした中高年層である。A店では，地元の中高年層

の顧客に対して，「気を遣わず，休憩するところ」としての場を提供するという考え方（P氏，聞

き取り調査）から，メニューの変更はあまり頻繁には行われていない。むしろ，奇をてらわずと

も地元の顧客に対してなじみやすく抵抗感のないオーソドックスなメニューを継続的に提供する

ことが意識的に行われている。

同店では，オーナーのP氏がパソコンの会計ソフトを用いて日々の仕入と売上，諸経費等を毎

日ないしは数日に一度程度の頻度で記帳している。同店は，地元の顧客が朝食をとりに来ること

が多く，朝食の時間帯がピークタイムとなるが，その一方で昼下がりの時間帯は比較的人的キャ

パシティに余裕があることが多い。P氏は，そのようなアイドルタイムを活用して日常的に記帳

を行い，その実績が反映された試算表を確認することで経営業績を把握していた。P氏によれば，

A店は地元在住の常連の顧客が大半を占めているため，売上高にはあまり大きな変動はない。そ

こで，特に財務諸表中の経費の部分に関して，過去の同月の実績などを確認しながら，対売上高

比率に大きな無駄がないかを確認している。彼は日常的に経営業績を把握することの重要性につ

いて，以下のように述べていた。

今は（起業して以来の実績データの）年数があるので，前期，前前期，前年同月比，売上具合とか，良かった

ら何がよかったか。悪かったら何が原因かっていうのは考えますね。ああいうものをうやむやにしておくと，

後で何か対策しなければならない段階になった時には手遅れのパターンになりますからね（カッコ内は引用者）。

A店の場合，この日次の試算表は資金繰りの管理の役割を兼ねていた。P氏によれば，同店の
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損益計算書には，減価償却費など一部にはどうしても現金支出とタイミングが一致しない費用も

存在こそするものの，販売や仕入れをはじめとして，ほとんどすべての取引が現金取引で行われ

ている。P氏への聞き取り調査によれば，掛けで仕入を行った場合には支払いは翌月に発生する

が，翌月の売上高には不確実性が伴うため，買掛金の支払いに見合った売上額が確保できる保証

はない。そのため，日常的に「要る分を仕入れて，売ってお金にすればいい」と考えているとの

ことであった。

また，P氏はメニュー別の見積材料費についても，新規のメニューを考案する際に入念な検討

を行っていた。P氏が頻繁に取引を行っている材料の仕入れ先の業者は，会員の顧客に対して，

メニュー別の提案レシピ情報を提供している。その提案レシピには，材料の所要量と見積材料費

が示されている。P氏はこのレシピを参考にして新メニューを試作し，そこで要した材料の種類

と分量を確認し，最も高い業者から材料を仕入れた場合の材料単価を基にしてメニューの材料費

を計算する。そのうえで，その材料費を参考として販売単価を設定している。

4.1.2 管理会計実践の重要性に対するP氏の認識

聞き取り調査によれば，P氏がかくも会計の重要性を認識するようになった大きな契機は，起

業以前の経験にあった。P氏は起業以前，大手の喫茶店チェーンの店舗に1年間程度勤務し，そ

こで接客や喫茶店の業務フローについての経験を積んでいた。その店舗は大手チェーンの店舗で

あったことから，月次で店舗別に予算が編成されていた一方，日次で各店舗の実績が本社へと報

告され，予算の進捗状況について本社から店舗へと日々問い合わせが行われていた。P氏は当時

のことを以下のように述懐していた。

その日のデータを日報と一緒に送信して伝えて，チェックがあって，（数値が）おかしくなかったら帰れるわ

けですよね。おかしかったら本部から連絡ありますからね。ここの数字がおかしいとか，……極端に少ない

極端に多いとか。……少ない時はなんで少なかったとか，何か思うことがあるかとか，事細かく聞かれます

ね（カッコ内は引用者）。

P氏は，A店を起業する以前に勤務していた大手飲食チェーンの店舗において，本部による日

次の売上高を中心とした予算差異分析を経験していた。このことから，P氏は「数字は主観が入

りませんからね。そのまま出ますからね。……一番信頼できるものだと（思っています）。感覚は

やっぱりどっかに自分の主観が入るから，あれが良くない」（カッコ内は引用者）という認識を身

につけるに至った。

4.2 フランチャイズ飲食店B店における管理会計実践

4.2.1 B店における店舗別業績管理

図1のように，Q氏は，広島県内の3社の事業会社のオーナーであり，居酒屋チェーンのフラ

ンチャイズを2店舗とインターネットカフェを1店舗，お好み焼き店を1店舗，喫茶店を1店舗，

計5店を経営している。このうち前2者は1つの事業会社のもとで経営しており，筆者はこの事

業会社における管理会計実践のうち，居酒屋チェーンのフランチャイズ（以下，飲食店B店）に

おける事例を中心として，Q氏に半構造化インタビューを行った（調査回数2回，調査時間約5
時間）。
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調理師であったQ氏は約20年前，B店の居酒屋チェーンの運営会社の経営理念に共鳴し，フ

ランチャイズ店舗としてB店の1店舗目を広島県内で開業した。その後Q氏は，B店の2店舗目

やインターネットカフェなどに進出した。B店に関しては，席数は60席程度，従業員は平均する

と，毎日店長1名とアルバイト従業員3名程度が出勤している。メニューに関しては，フラン

チャイズ経営であるため，レシピが全国共通のメニュー（グランドメニュー）が大半を占めてい

る。

ただしその一方では，店舗ごとに自由に設定が可能な非グランドメニューも存在する。そのよ

うなメニューを新たに開発する場合には，店長が発案し，店長とQ氏が内容やターゲットの顧

客，原価などについて話し合いながら決定する。Q氏によれば，新メニューの提案は店長に経営

者意識を持たせることを一つの目的として実施されている。Q氏によれば，

店長というのは僕は最小単位の経営者だと思っているので……無駄なメニューも必要だと思うんです。……

それをやってダメだった時に初めて店長が学ぶと思うのでそういう無駄なメニューも大事です……。だから

メニューは店長がこれやりたいって言ったらじゃあなぜこれをやりたいのか，これをやるには原価をどうす

るのかっていう話を……したうえでやります。（カッコ内は引用者）

Q氏は，会社全体でキャッシュフロー計算書を作成する一方，月次で店舗別の損益計算書を作

成しており，これが店舗ごとの業績測定に利用されている。また，B店では，この損益計算書の

数値をさらに分析するための資料も整備されている。売上高に関しては，日次単位で売上高・客

数・客単価・人時売上高（従業員1名1時間当たりの売上高）前年同月との対比が可能になって

いる。

その一方で，費用に関しては，比較的売上高に占める割合の高い労務費と材料費を分析するた

めの資料も作成されている。前者に関しては，労務費だけでなく売上高やレジの資金を管理する

目的で「日計表」と呼ばれる資料が店舗単位で作成されている。これは毎日FAXでデータが店舗

から送付されてくるレシートなどのデータをもとに，Q氏が作成している。そこには，その日の

売上高・組数・客数・客単価や現金残高に加え，概算の労務費・時間帯別の集客数やアルバイト

従業員の労働時間などが記入される。また，材料費の管理目的では，「ロス一覧表」が作成されて

いる。そこには，食材ロスが発生した日付，ロスの発生した部位・商品名，ロスの発生した材料

図1 Ｑ氏の経営する事業会社と本稿で考察対象とするＢ店
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の単価・数量・発生金額，ロスを生じさせた人物の氏名，ロスの発生理由が記載されている。

これらの資料は，月に一度の全体会議および週に一度のミーティングで活用される。前者はQ
氏とB店2店舗の各店長が集まる会議であり，後者はQ氏が各店舗を回って，雑談なども交えな

がら各店長と個別に実施される（聞き取り調査）。全体会議では，前述の店舗別の損益計算書実績

をはじめとして，日計表やロス一覧表などが一通り各店長からQ氏に報告される。そして，店長

同士がお互いの業績について質問しあうこともある。

また，日計表やロス一覧表については，週一度のミーティングにおいても店舗経営改善のたた

き台に用いられることが多い。Q氏によれば，例えば日計表の時間帯別の集客数とアルバイト従

業員の労働時間のデータを比較して見ることで，労務費の使い方についての店長と話し合うこと

があるという。

早い時間からお客さんがいて，間が暇で遅い時間にお客さんがいたと言われると，……そういったところも

この日計表……で見ておくということですよね。（例えば，一見すれば）「人件費使いすぎじゃないか」（と思

わせるようなデータ）でも，……（早い時間と遅い時間にお客さんが）いたら仕方ないよねって……。（カッ

コ内は引用者）

ロス一覧表については，材料費の管理の意味合いもあるが，店舗の従業員に一覧表の作成・提

出を通じてメニューの安全や衛生といった品質管理の意識を徹底させるという側面もある。Q氏

によれば，

絶対に忙しい時ってロスが出るんですね。アルバイトにも，ここに書けば許すからとにかく書けという形に

しています。だからこれで焼きすぎたとか……本人に書かすようにしています。これはロスを少なくするっ

ていう目的もあるんですけど，ロスはロスでちゃんと申請するっていうことと，それを妥協しないっていう

いろんな意味をも含めて本人に書かせています。洗い場の人間がグラスの口のところに欠けがあったら，そ

れは見つけた人間が……書く。そうしたら，よく見つけたな（と褒める）という形です。（カッコ内は引用者）

4.2.2 管理会計実践の重要性に対するQ氏の認識

こうした月次での管理会計実践の重要性について，Q氏は以下のように述べていた。

何かあった時のために保険に入るのと一緒で，会社に何かあった時のために利益を追求して，内部留保を増

やしていかないと。何をするにしても利益がないと銀行も向いてくれないです。……チャンスが来た時に，

受け入れる態勢にするのが，内部留保だと思うのです。利益を出していれば，借りることもできます。

利益イコール儲けではなく，将来のためにです。今年に入ってでも××店で冷蔵庫が2つ壊れたり，ネット

カフェのエアコンが壊れたりといろいろあります。……その……ために借り入れを起こすかといったら，

……店舗の損益が下がるので起こしません。内部留保からやるかという話になっても，持っていなかったら

出せません。

このように，Q氏は利益管理の重要性について，内部留保の確保による一定の自己資本が銀行

借り入れに必要である点と，急遽大きな支出が必要になったときのためのリスク管理の役割があ
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る点を認識していた。

とはいえ，調理師出身のQ氏は，起業当初は管理会計に抵抗感を抱いており，「会計，会計っ

ていったら鳥肌が立つような感じです」と答えていた。特に，短期的な利益を追求することに

よって商品やサービスの品質が下がり，結果として顧客満足度の低下に結び付きかねないことに

ついては，今でも強く懸念しているという。Q氏によれば，

数字を求めすぎると内容が悪くなるんですよ。……で内容を求めすぎると数字はどうでもよくなる。だから

そこをうまく均等化するっていうのは大事ですよね。……でそれをどうするかっていうのは一つの課題では

あります。

にもかかわらず，なぜQ氏は上述のような独自の管理会計実践を綿密に行うようになったの

か。Q氏が管理会計の必要性を認識し，導入に着手したのは，2000年前後の不況期であった。当

時不況によって売上高の伸び悩みを経験したQ氏は，B店では不況によって売上高が伸び悩んだ

当時を述懐してQ氏は以下のように説明した。

このままではいけないということに気づいて，まずいけないのは何かという問題点をさらけ出そうとしたの

です。問題点をさらけ出すためには，データを集めよう，データを集めるためには，どうしようというので，

こういう資料がいる……ということが始まりました。

そこでQ氏は，管理会計資料の作成・収集に向け，書籍やインターネットなどで情報を収集し

た。その一方で，Q氏が自社独自の管理会計資料を作成するうえで最も参考にしたのは，同業者

との情報交換であった。これについてQ氏は以下のように述懐していた。

一番は，同じ（飲食業界の）経営者の方との話です。……個別にお酒を酌み交わしたり，食事をする中で，

今，自分がこんな状況なのだと話します。……まずは，教えてもらえる環境をつくるということで，人と触

れ合うというのが，大事だと思います。人と触れ合った後に，自分が今，こんなことで悩んでいると言った

ら，「お前，こんなのしとるか？」と言ってくれるのです。……僕は，FL3（飲食業経営において材料費と労

務費が売上高に占める比率が重要な指標の一つであること）も最初は，知りませんでした。（カッコ内は引用

者）

Q氏は，上述のように飲食業界の他の経営者との情報交換の中でヒントを得，それを参考にし

ながら自社オリジナルの管理会計資料を作成していった。Q氏によれば，

そういう人（飲食業界で管理会計を実践している経営者）から資料をもらえるのであれば，もらいます。そ

れをただ，物まねするのではなく，それを元にネットで調べたり，他の（方法）をやって……自分流にアレ

ンジをします。……例えばFLという言葉を知って，資料をもらったのであれば，「FLって何だろう？他は，

どうやっているのだろう？」と調べて，それで良いとこ取りをして，自分のものをつくるのです。（カッコ内

は引用者）

3 飲食業の損益計算においては，材料費と労務費が比較的大きな割合を占める。そこで，飲食業界ではこの材料
（Food）費と労務（Labor）費の二大費目をまとめて「FLコスト」と呼ぶことが多い（高桑 2008）。
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このように，前述のキャッシュ・フロー計算書や月次の店舗別損益計算書，日計表・ロス一覧

表などは，Q氏が同業の先人との交流の中で情報を得ることによって，自社の経営する店舗の管

理にアレンジされたうえで構築されたものであった。

4.3 飲食店C店における管理会計実践

4.3.1 C店のメニュー別価格決定と業績管理についての課題認識

R氏は，広島県東広島市にて精肉店・焼肉店（以下，C店）・和牛肥育の牧場を経営している。

本研究では，C店における管理会計実践を中心として，R氏に対して半構造化インタビューを

行った（調査回数1回，調査時間約2時間）。

R氏の父親は1978年，精肉店とあわせてC店を起業し，その6～7年後に牧場を起業した。

こうして，この牧場で牛30頭程度を肥育しており，そこで肥育した牛を食肉加工業者に販売し，

その肉を精肉店およびC店で販売する事業モデルが構築された。C店は開業時には客席のテーブ

ルが4台分程度の比較的小規模な店舗であったが，その5年半後に規模を席数130席程度にまで

拡大した。

R氏は，精肉店・C店・牧場のすべての経営を2002年，父親から引き継いだ。牧場とC店の経

営は直接R氏が行っており，精肉店に関しては店長職の社員が1名働いている。C店の運営にお

いては，店長1名と社員1名，アルバイト従業員が6～7名（ピーク時）働いている。

C店では，メニューの価格設定の際に，メニュー別の売上原価が重視されている。すなわち，

メニューごとに材料費の計算を行って標準原価を設定し，それをもとにしてメニューの価格が決

定され，それは必要に応じて見直されていた。R氏によれば，

最初に値段設定をする時には，原価計算をして……決めています。実際にスタートすると，そんな中でもメ

ニューによって人気メニューとそうでもないものといろいろあります。……そういったところは，調整して

いかなければいけないのです。

こうした新メニューの開発に関する議論は，月に一度，R氏と精肉店店長と焼肉店の店長・社

員が参加するミーティングが開催されるため，その場で意見交換が行われる。その場では多くの

場合，新メニュー案の内容が社員から提案され，内容と合わせてその基準材料費や適切な販売価

格がどの程度であるかなどについて議論がなされる。例えば，あるメニューに少し材料を付け加

えることによって，商品としての付加価値を大きく高め，販売価格を高めることができれば，結

果としてそのメニューの売上総利益率を高めることが可能になる。このような点について，ミー

ティングでは話し合いが行われる。

ただ，R氏は現状のメニュー別価格設定の方法に関して，課題が残っているという認識を持っ

ていた。それは，価格設定の際に勘案する原価の範囲についてであった。R氏によれば，

本当は，料理（ごと）に（調理の作業時間と）アルバイトの時間給をかけて，（材料費に）足して出すべきな

のでしょうけれど，なかなかそこまでできません。……人件費は，……だいたいの計算で埋まるようにして

います。……これは，今からやっていくべきだろうとは思っています。（カッコ内は引用者）

このように労務費をメニューの原価計算に含めて価格設定を行いたいと考えている理由の一つ
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には，「正確な」原価を知り，調理に要する作業時間も加味しながら価格設定を行いたいという希

望があった。ただし，R氏がメニュー別の標準労務費を計算したいと考えている理由は他にも

あった。それは，労務費の原価標準を設定する際に必要な作業標準を従業員に明示することに

よって，メニュー構成や厨房の作業方法の工夫など，作業能率の向上や効率化に向けて従業員を

動機づけることであった。この点について，R氏は以下のように説明した。

料理をつくり，ストップウォッチを押して，仕上がりまでに何秒かかりましたというのは，あくまで見当で

厳密な計算は出ないと思うのです。実際の現場になると状況が変わってきます。……ただ，（作業標準を設定

して従業員に明示することで）一応，それだけの時間がかかるという基準をスタッフに意識づけることがで

きます。（例えば）「これは，10秒ぐらいで済ませなければいけない仕事だ」という意識づけをすることに

よって，全体の仕事のでき具合が変わってくるのです。（カッコ内は引用者）

一方C店では，店舗単位の業績管理に関しては，レジのデータなどを活用し，日次単位でラン

チタイムとディナータイムの客数・売上高・客単価の実績を把握し，エクセルベースで表が作成

されている。この表では，これらのデータに加え，週単位での合計実績が計算され，過去の実績

値をもとにして作成された週単位の予算と比較がなされるようになっている。また，そこでメ

ニュー別の売れ行きを分析するため，メニューごとの販売組数・販売個数および売上高の一覧表

が作成されている。

その一方で，C店では税務申告のための年次決算と別に管理会計目的での月次決算を行うこと

はしていない。そのため，R氏は月次・日次の損益については明確には把握していない。この点

については，R氏は自らの頭の中にメニュー全体の大体の原価率のデータを有しているため，売

上高の状況によって直観的に把握している。これについてR氏は以下のように述べていた。

頭の中は，売上が少なかったら単純に，「今日は，まずいな赤字だ」と思います。出ているスタッフの人数を

考えるとそこは，切実に考えます。……忙しかったらいてくれていいのですが，暇だと早くしまうようにし

ます。……一番気になるのは，人件費です。……30分長くなっても掛ける人数で，変わってくるのです。

とはいえ，R氏はその現状について楽観しているわけではなかった。彼はこの点について以下

のように説明していた。

（過去月の決算ができていないと）今の時点できちっと……どちらの方向を向いて行っているのかわからな

いのです。そういう意味では，できていないこと自体が気持ち悪いですね。がんばった結果が，決算に出る

わけだから。その数字を見て，今年度は，来年度は，こうしよう，ああしようということをやっていかない

といけないわけです。もっと経費を節約しようとか，ここは必要経費だからこうしようとか，何かイベント

をするとか，取り組めるという気になれるのですが，それが分からない状態だと（いうのが現状です）。

（カッコ内は引用者）

前述のように，R氏は，材料費標準を基点としたメニュー別の価格設定や，売上高・客数・客

単価と原価率に関する「直観」による利益管理を日常的に実践している。しかし，それではまだ

不十分であると認識しており，R氏自身，「いい材料を使って，訓練すれば，誰にでもできないこ
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とはないのですが，原価計算といったことも絶対にできないといけないことなのです。起業する

には，これは，絶対に必要なことなのです」と強調していた。

4.3.2 管理会計実践の重要性に関するR氏の認識

それでは，これから管理会計をより精緻に実践していくことを目指しているR氏が管理会計の

重要性を認識し始めたのはいつ頃だったのであろうか。R氏は以下のように述懐していた。

BSE問題が起きるまでは，毎年，どんどん（売上高が）上がっていっていました。とにかく働け，働けで，

焼きさえすれば儲かるという考えでやってきていました。それから，どんどん値が下がって，……売上が下

がってくると，「これではいけない，経費を節約しないといけない」といろいろなことを考え出しました。そ

ういうことを考え出した時に，原価計算も改めて考えました。その中で肉だけでなくいろいろな原材料（の

価格）が上がってきていて，「これではいけない」と思いました。それで，値段を考えなければいけないので

すが，値段を上げるだけではだめでお客さまはついて来ないので，原価を考えなければいけないということ

で，どんどんそっちの方に興味を持つようになりました。（カッコ内は引用者）

すなわち，R氏が管理会計，特にそれによる原価管理の重要性を認識し始めたのは，2000年代

初頭のBSE問題がきっかけとなって，C店の売上高が伸び悩み始めた時期であった。このことか

ら，前述のようにメニュー設計時に材料費標準を設定して検討することや，現在はまだ原価標準

の設定には至っていないものの，労務費の管理に対する強い問題意識が生まれたのである。

また，R氏は「業種が業種なので，銀行も極端に（売上高が）上がるというふうには見ていな

いので，人件費の削減とか経費の削減，原価のことも含めて努力していますかということを見る

のが，一番です」とも述べている。長年同程度の規模で経営しているC店では，突然売上高が急

激に増えることは考えにくい。そこで，融資元の銀行は，利益を確保するために原価管理がどの

程度取り組まれているかという点についてチェックを行うことが多い。このことも，R氏の原価

管理に対する問題意識を醸成した一つの要因となっている。

それでは，R氏はどのようにして現在のような管理会計システムを構築したのであろうか。ま

た，今後どのようにしてそのシステムを整備していく予定であろうか。聞き取り調査においてR
氏は以下のように回答していた。

自分で考えたり，いろいろ教えてもらったり，本を見たりしました。本……に計算の仕方が書いてあったり

したものです。単純にいくら入ってきて，製品にするのに何%減って，原価はいくらで，これぐらいの人件

費がかかりますというだいたいの考えです。そこからスタートです。

また，R氏は聞き取り調査の中で，飲食業を専門とする経営コンサルタントに指導を受ける中

で管理会計についての知識を習得したことにも言及していた。実際，C店では前述の月に一度の

ミーティングとは別に，R氏と計3名の店長・社員に加えて経営コンサルタントも参加するミー

ティングが月に一度開催されている。
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5 考察―小規模企業における管理会計導入プロセス―

以上，A店からC店までの3飲食店におけるケースにおいて，管理会計導入のプロセスを整理

すると表1のようになる。

3店とも，教科書に示されているような大企業向けの管理会計実践が行われているわけではな

い（Halabietal.2010）が，貨幣的情報が月次ないし日次で定期的に店舗の利益管理に活用されて

いるという意味では，大企業の管理会計ほど包括性はなくとも，管理会計が実践されていると考

えることはできよう。

次に，上表を先行研究で目下得られている知見に照らし合わせてみよう。まず，A店で特筆す

べきことは，経営者自身の起業以前の経験が管理会計導入の引き金になっているということであ

る。先行研究では，管理会計システムの導入時期が，キャッシュ・フローの危機や財源不足，イ

ノベーションなどの偶発的事象が生じたタイミングと相関関係にあるとされており（Reidand
Smith2000），こうした偶発的事象が管理会計導入の契機となりうることが示唆されている。とこ

ろが，A店の場合にはそのような偶発的事象ではなく，経営者であるP氏自身の起業以前の経験

がA店における管理会計導入のきっかけとなった。彼は，起業以前に大手の飲食チェーン店での

勤務の中で，日次での売上高実績を中心とした本社への報告および予算差異分析を経験してい

た。この中でP氏は，日常的に損益を確認することによって店舗経営上の問題点を早期に発見し

て対策をとることの重要性を実感した。したがって，彼はA店の起業後は日常的に記帳を行い，

試算表を作成して過去の実績データなどと比較することによって問題点を発見するための糸口と

して活用している。そしてメニュー開発時には見積材料費のデータを活用した価格設定を行って

いる。

一方，B店およびC店の事例をみてみよう。この2店においては，不況やBSE問題といった外

部環境の変化に起因した売上高の伸び悩みを経験しており，このことが管理会計導入の契機と

なった。キャッシュ・フローの「危機」や財源「不足」ほどの経営危機ではなかったものの，売

上高の伸び悩みという「偶発的事象」が管理会計導入の契機になったという意味では，この2店

表1 飲食店3店における管理会計導入および実践のプロセス

管理会計実践に
おける課題

調査時点での管理会計実践管理会計導入プロ
セス

管理会計導入の契機

日次：記帳と試算表の確認
メニュー開発時：見積材料
費の情報を活用

起業時より日常的
に記帳・試算表確
認

起業以前の管理会計
実践の経験

A店

月次：キャッシュ・フロー，
店舗別損益の管理
日次：日計表・ロス一覧表
による材料費・労務費管理

同業者との交流を
通じた情報収集・
試行錯誤

売上高の伸び悩みB店

作業標準による
労務費管理を検
討

材料費標準による価格設定
日次：売上高・客数・客単
価の管理

書籍および経営コ
ンサルタントとの
交流を通じた情報
収集

売上高の伸び悩み
（BSE問題）

C店
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の事例はReidandSmith（2000）の知見に符合している。この偶発的事象が契機となって，B店で

はキャッシュ・フロー管理や店舗別損益管理，そして日次の材料費・労務費管理が試行錯誤の末

になされるようになった。C店では，材料費標準の設定を通じた価格設定や売上高の日次管理が

行われるようになった。

その一方で，B店とC店では，偶発的事象の発生を契機としながらも，それが経営者自身の管

理会計知識の習得と自身での管理会計実践に向けた動機づけの要素となっていた。先行研究で

は，中小企業で経理担当者を別途雇用できない場合の対処法として，経理業務の外部委託（Barrar
etal.2002）や，会計士による経営改善アドバイスの利用（Gooderhametal.2004）が報告されて

きた。それに対して，B店およびC店では，売上高の伸び悩みという偶発的事象が，外部業者で

はなく経営者自身による管理会計知識習得および管理会計実践に向けた動機づけの役割を果たし

ていた。もちろん，両店とも，年に一度税務申告のための決算が税理士によって実施されており，

その際に何らかの経営アドバイスを受けている可能性はある。また，C店では，外部の経営コン

サルタントを交えて経営会議を開催しアドバイスを受けることも行われていた。しかしながら，

特にB店において顕著であったが，B店およびC店では，売上高の伸び悩みが契機となって，た

だ外部専門家へアドバイスを求めるだけではなく，経営者自らが管理会計知識を書籍や同業者と

の交流を通じて習得し，実践することとなった。

6 結論と残された課題

本稿では，広島県の飲食店3店舗におけるケース・スタディを通じて，小規模企業における管

理会計実践の導入プロセスについて考察を行った。その結果明らかになったことを示すと，図2
の太い枠及び矢印の部分のようになる。

具体的には，第一に，A店のケースにみられたように，管理会計導入の契機として，資金繰り

の危機やイノベーションといった偶発的事象（ReidandSmith2000）だけでなく，経営者が経営

者となる以前に得た管理会計実践に関する経験が機能する場合があるという点である。そして第

二に，管理会計導入の契機となる偶発的事象は，経営者自身による管理会計知識の習得と管理会

計実践に向けて動機づける効果があるという点である。先行研究では，外部専門家に経理業務や

会計情報を用いた経営アドバイスを委託する事例が報告されてきた（Barraretal.2002;Gooderham
etal.2004）が，B店およびC店の事例からは，売上高の伸び悩みという偶発的事象を経験した経

図2 小規模企業における管理会計実践の導入プロセス



24 県立広島大学経営情報学部論集 第10号

営者は自身の手によって管理会計に関する知識の導入と実践に向けた試行錯誤を行うよう動機づ

けられることもあることが明らかになった。

一方，本稿には残された検討課題が3点ある。その第一は，本研究がケース・スタディの方法

を用いていることによる限界である。特に本研究では，3つの小規模企業について半構造化イン

タビュー調査を行ったものの，調査時間が2～5時間と比較的短時間であった。本稿で提示した

結論の一般性を検証するためには，より時間をかけたケース・スタディ，他社へのインタビュー

調査，および質問票調査を用いた実証分析などの手法を用いた考察が必要となると考えられる。

また第二に，本稿で示したように，偶発的事象が経営者を管理会計知識の習得および実践に向

けて動機づけることがあるとしても，そのメカニズムは，なぜ，どのような場合に機能するので

あろうか。この点について，本稿では明らかにすることができなかった。今後のさらなる調査を

通じて，この点についても明らかにしていきたい。

また第三に，本稿では中小企業基本法に示されているように，常時雇用する従業員数が20名以

下の企業を小規模企業とする定義（中小企業庁 2015），に基づいて，リサーチ・サイト3社を選

定した。しかし，中小企業の中でも管理会計実践の整備度合いが異なる（McMahon2001;飛田

2012;大西 2016）一方で，小規模企業の管理会計実践を考察するにあたり，小規模企業の定義を

管理会計実践の状況と関連させて定義することは本研究を含めて行われていない。本研究および

先行研究では，考察対象とした小規模企業の範囲は人数，売上高などの観点から多様に設定され

ていたが，小規模企業の分析にあたっては，本来であれば管理会計実践の整備度合いから小規模

企業を定義しなおす必要があろう。この点についても今後の検討課題としたい。
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