
 1 ．はじめに

　アメリカでは産業革命の結果として生じた企業組織の規模の拡大と複雑化が進んだ。これに伴

い，会計業務の量の膨大化を一つの背景として，会計職能が他の会社業務の秘書的財務的職能か

ら分離され，コントローラー制度が採用されるようになった（Jackson 1949, 9）。ここで求めら

れるコントローラーの職能とは，ただ決められたルールに従って計算を行うことではなく，「実

際の経営管理に用いることができるように会計をその束縛から解放する」（ibid., 25）ことであ

るとされる。換言すれば，それは「調査，分析，示唆，助言の職能であり，常にあらゆる観点か

ら企業を研究し，販売や生産の統制に関して業務がいかにあるべきかを説明すること」（ibid.）

とされる。

　一方，企業規模が拡大すると，コントローラーの部下たちは，コントローラー課に配属された

まま「現場」に配属される。彼らは「直接的には現業管理者に対して責任を負っているとしても，

機能的には直接にコントローラーに対して責任を負っているか，又は， 1 人以上の権限所有者 

〔コントローラー課における直属の上司〕を介在せしめることによってコントローラーに責任を

負う重要人物である」（Jarchow 1949, 117, 〔　〕内は引用者，以下同様）。その結果，事業部な

どに「出向」したコントローラーの部下たちは，経営者だけでなく，事業部長に対しても「調査

的，分析的，示唆的，助言的職能」を果たすことが期待される。

　欧米では，こうしたコントローラー制度が普及したため，本社コントローラー部門から事業部

に出向した「管理会計人（management accountants）」が，事業部の管理者との関係において

どのような役割を果たすかについて研究が進められてきた。伝統的には，本社からの事業部に対

する「お目付け役（watchdog）」の側面が注目されてきたが（例えばHeacock 1949: 7; Caplan 

1970: 92），近年では会計情報を活用して事業部長の意思決定を支援する「ビジネス・パートナー

（business partner）」の役割にも注目がなされるようになってきた（例えばJärvenpää 2007; 

Burns and Baldvinsdottir 2005; Granlund and Lukka 1998; Goretzki et al. 2018）。
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　その一方で，日本では，戦後1950年代前半を中心にコントローラー制度を導入しようとする動

きがあったものの，実際の導入・普及は容易ではなかった（細井  1964，21）。そして，導入を試

みる動きがあった後，日本企業のコントローラー制度導入に関する実態を明らかにした研究は極

めて少ない。本稿では，日本企業における管理会計人の役割を考察するための足掛かりとして，

松下電器産業株式会社（現・パナソニック株式会社，以下では「松下電器」と略記）における経

理社員制度の誕生と展開に関して考察を行うこととしたい。

　本稿の構成は以下の通りである。次節では，日本でコントローラー制度の導入が試みられた時

期の研究者および実務家による議論を振り返る。そのうえで第 3 節・第 4 節では，松下電器の経

理社員制度の誕生と展開の歴史を振り返る。そのうえで第 5 節では，経理社員制度の導入・展開

を促進した要因について考察を行い，第 6 節では結論と今後の検討課題について論じる。

 2 　先行研究の整理

2.1　コントローラー制度導入の試み

　「戦後の日本では，官民一体となって経済の復興と成長が実現されてきたが，一方では，通産

省が主導する経済政策・産業政策の一環として利益管理や原価管理に関する「指針」が発表され，

この側面では，管理会計が実践されてきた」（上總  1997，25）。その中で，「調達した資本を効率

的に利用するため，通商産業省（現在の経済産業省）の指導のもとで，内部統制制度……などを

中心にして，アメリカ管理会計技法の導入が積極的に展開された」（上總・澤邉  2006，10）。

　通商産業省は産業合理化審議会を立ち上げ，同審議会は1951年に答申『企業における内部統制

の大綱』（通産省産業合理化審議会  1951，以下『大綱』と略記）を発表した。ここで「内部統制

とは，企業の最高方策にもとづいて，経営者が，企業の全体的観点から執行活動を計画し，その

実施を調整し，かつ実績を評価することであり，これらを計算的統制の方法によって行うもので

ある」（ibid., 254）と定義された。すなわち，ここでいう内部統制とは，1950年の財務諸表監査

制度化に伴って公布された監査基準における内部統制1を意味するものではなく（日本会計研究

学会関東部会  1951，73-75），「計算的数値にもとづいて行われる」（ibid., 254）「経営管理の一形 

態」（通産省産業合理化審議会  1951，254）を指していた。

　内部統制の導入が必要な理由としては，「企業の規模が拡大し，その経営内容が複雑となるに

つれて，経営者は，整備した内部統制組織を基礎とするのでなければ，企業の円滑かつ合理的な

運営を行うことができなくなってきている」（ibid., 255）ことなどが挙げられている。そこで導

入が試みられたのが，先述のアメリカのコントローラー制度であった。これは以前から，何名か

の研究者によって検討がなされていた（例えば中村  1951；古川  1949；江村  1951）。そこで内部

統制制度の導入に際しては，この研究成果を踏まえて，「大規模企業においては，内部統制機能

を専門的に担当するものとして，統制部門のうちに独立したコントローラー部を確立し，これを

その主任者たるコントローラーに総監させることが望ましい」（通産省産業合理化審議会  1951，

257）とされた。ただし，それはコントローラーが内部統制を直接実施するという意味ではない。 

「内部統制の権限は取締役社長に所属しており，コントローラーは社長を補佐してその実施を担

当するにとどまる」（ibid., 257-258）のであり，「とくに計算制度による統制的機能の専門担当者」

（ibid., 258）として位置づけることが念頭に置かれていた。したがって，『大綱』では，日本企

業で内部統制制度を導入する場合には，経理部を改変することによってコントローラー部門とす
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ることが想定されていた（ibid., 259）。

　ところが，日本企業へのコントローラー制度の導入は，当初期待されたほど簡単なものではな

かったようである。 2 年後の1953年には，この大綱を実施する際の具体的手続きについて記述し

た『内部統制の実施に関する手続要領』（通産省産業合理化審議会  1953，以下『手続要領』と略記）

が公表された。同答申では，「『大綱』発表以来これに刺激せられ，真摯な研究がなされているが

具体的実施に着手している企業は，今日なお少数にとどまる状態にある」（ibid., 265）と，普及

が進まない状態に対する危機感が示された。そこでこの1953年の答申では，実務家との意見交換

などを踏まえ（例えば野田ほか  1952），コントローラー部と財務部の業務分掌や，内部統制にか

かわる各種の手続きについて具体的な説明が記載された。また，審議会の委員長を務めていた野

田教授は，コントローラー制度の導入手順について具体例を示す論文を発表した（野田  1953）。

2.2　コントローラー制度導入にかかわる論争

　それでも，やはりコントローラー制度の導入・普及は一筋縄にはいかなかった。その中で，『大

綱』や『手続要領』の内容について，実務家および研究者の間で議論が繰り広げられた。その代

表として，東京大学の江村助教授と，審議会の委員を務めていた一橋大学の古川教授との論争を

取り上げることができる（溝口  1953，47）。

　江村（1953a，123）は，「企業制度や諸慣習，更には，国民性その他において，我が国と決し

て無視しえない程の相違を持つアメリカにおいて，誕生成長したこの制度〔コントローラー制度〕

が，そのままの形で日本にも応用できると考える者は，おそらく全くない」と，厳しい評価を下

した。彼の厳しい評価は，主に以下の見解に基づくものであった。

①　コントローラーがライン部門の業務を直接統制することは難しく，彼らに求められる役割は

「コントロール機能の担い手に対する奉仕者
・・・

」（ibid., 126，傍点は原文）たることであるにも

かかわらず，「コントローラー」という呼称から，ライン部門の管理者にこの役割が誤解され

る恐れがある。

②　計算的記録によって企業経営の統制を補助する場合，経営者に対してだけではなく，「同時

にその他の部課長の如き種々の機能の執行責任者たる管理者に対しても奉仕すべき」（ibid., 

125）である。なぜなら，ピラミッド型組織においては経営者は管理者に権限と責任を委譲し

ているので，各階層の管理者に対しても資料の提供と奉仕を行うべきである。

③　コントローラーは，経営全般に対する統制活動を支援する以上，財務情報だけでなく，外部

統計や非財務情報も含めた「コントロールのための数字」全般を収集し，経営者・管理者に提

供する「ビジネス・インフォーメーション・センター」となるべきである（ibid., 126-129）。

　この論文に反応して古川（1953，183）では，上記の論点のうち，①については，「計算担当者

は決して経営者に代わるものではなく，あくまでもその補助者にすぎない……ということは，

……当然のこととさえいえる」と，江村助教授の指摘に理解を示していた。また，③についても， 

「コントローラー機能が，従来の会計機能から発達して，計算的統制機能であるとするのは，わ

れわれもまたこれをたんに決算会計数字のみに限定しているわけではない」（ibid., 187）と理解

を示している。

　ところが，前述の②の論点については，古川（1953）ではほとんど言及がなされなかった。そ

こで江村（1953b, 71）では，「現在の企業において責任と権限の委譲が行われている限り，……

コントローラーがこれらの人々すべてに対するマネジメント・インフォーメイション・サーヴィ
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スを行わずして，もっぱら，全般経営を担当するトップ・マネジメントにのみ奉仕することは，

やや行きすぎ」と，再度『手続要領』の問題を指摘した。

2.3　日本企業の経理部門の実態

　前述のように議論が白熱したコントローラー制度であったが，その論争から約10年後に公表さ

れた論文では，「全般的にみて，コントローラー制度がかならずしも十分に日本の企業の中で確

立されてきているとは考えられない」（細井  1964，21）との評価が示されていた。

　とはいえ，日本企業の経理・財務組織には，コントローラーに期待されていた役割が果たされ

ていないわけでは決してない。日本企業の経理・財務組織には社内外とのコミュニケーションを

積極的に行ってビジネス・ユニットを支援することを志向する傾向があるという研究結果も報告

されている（辻  1997，78）2。すなわち，こうした組織で管理会計関連業務を担う「管理会計人」 

は，会計知識を活用して経営者・管理者の支援を行うところに自らの役割を認識していることが

多い。実際，東証一部上場企業106社の経理担当部長への質問票調査によれば，過去10年間で情

報の分析・解釈の業務に費やす時間が増えたとの回答が 7 割近くを占めており，意思決定への関

与に費やす時間についても増加したとの回答が半数近くにのぼっていた（福田  2007，79）3。

　また，日本企業の事業部の経理担当者について，データの詳細は示されていないものの，興味

深い指摘もある。「事業部の独立性を高めるためには事業部に所属させるのが妥当であるが，人
・

事権については本社で統括しているケースが少なくない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

」（櫻井  1997a，7，傍点は引用者）。す

なわち，事業部に所属する管理会計人の人事権が本社にあるケースが少なからず存在している。

こうしたケースでは，本社経理部門が管理会計人の身分を保証することで，管理者に対する統制

＝経営者にとっての経営管理の支援の役割を十分に果たせる環境の構築が目指されている。

　これらの指摘に該当するケースは，①管理会計人が経営者と管理者の両方に対して支援を行う

役割として位置づけられている点，そして②この役割の発揮を担保するために管理会計人を本社

に在籍させておく点において，アメリカのコントローラー制度における管理会計人と共通してい

る。ただ，このようなケースが具体的にどのような背景のもとに発展してきたのかについては，

研究成果はほとんど報告されていない。

　とはいえ，実は実務家による報告事例や史料は皆無ではない。その典型例として挙げられる

のが，パナソニックの前身である松下電器産業株式会社（以下，松下電器と略記）で始められた 

「経理社員制度」である。同社で経理部長を経験した野正二氏によれば，同社では「経理本部は，

松下電器の社内の事業部に対して経理社員を出す義務と権限を持っている」（野  1982，49）。

同社では「経理とは“経営経理”でなければならない」（ibid., 42）という考えのもと，所属は

経理本部のままで全社の各事業部に「事業部長の女房役」（ibid., 45）として派遣される。

　そこで本稿の以下の部分では，この松下電器の経理社員制度に着目し，同制度がどのような背

景のもとで誕生したのかについて，同社の社史や野氏をはじめとする同社の関係者による著書

などの史料から検討してみることとする。

 3 　研究方法

　本稿では，前述の研究課題についての考察を進めるために，松下電器の経理社員制度に関連す

る資料の分析を中心とした歴史的な手法を採用する。本稿では，同社において「なぜ」「どのよ
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うに」経理社員制度が生み出されたかという説明的（explanatory）な問題を研究課題として扱う。

説明的な問題を扱ううえでは，この方法以外にケース・スタディや実験という方法もあるが，後

述のように，同社において経理社員制度が誕生したのは90年近く前の1930年代であった。このよ

うにすでに発生してしまった過去の事象を扱う必要から，本稿では資料分析を中心とした歴史的

な手法が適していると考えた（Yin 1994, 8）。

　また，資料分析にあたっては，経理社員導入の当事者による著書だけでなく，彼らの導入活動

に関する別の人物による説明や，松下電器が刊行した資料などを検討した。「他のすべての情報

源に対して完全な長所を持つような情報源泉は一つもない」（ibid., 80）のであり，それらの資

料の執筆者によるバイアスや記憶違いによる解釈の偏りを極力防ぐためには（ibid.），複数の立

場から記述された資料を同時並行的に分析することが妥当であると判断した。具体的には，分析

対象とした資料は以下の通りである。

　松下電器の創業者であり，経理社員制度導入の意思決定を行った松下幸之助氏自身の著書 

（松下  1978，1982，1983）

　経理社員制度導入に大きな役割を果たした，当時の経理担当者であった高橋荒太郎氏および

野正二氏の著書（高橋  1983；野  1982）

　松下電器が刊行した，同社の社史（松下電器  1968；松下電器産業株式会社社史室編　1981）

　松下幸之助氏へのインタビュー記録（松下  2007a，b）

　松下電器元社員による松下幸之助氏・高橋荒太郎氏に関する著書（平田  1998）

 4 　松下電器産業における経理社員制度の形成過程

4.1　急速な事業規模拡大

　松下電器は，松下幸之助氏が1918年に配線器具製造の事業を始めるために「松下電気器具製作

所」を設立したのが始まりである。この当時の「人手は，所主松下幸之助と夫人，義弟の 3 人

だけという小さな個人企業であった」（松下電器  1968，39）。松下氏が創業後まず設計に取り組

んだ製品は配線器具の「アタッチメントプラグ」であった。「このころ一般の家庭では，電灯

が 1 ， 2 灯しかついていなかったので，コードを延長して離れた場所に電灯をつけるのに，この

器具が使われていた……。……このプラグは，品質がよいうえに，一般のものより 3 割も安い価

格で売り出すことができたので，一般の評判もよく，大量に売れはじめた」（ibid., 40）。

　その後も松下電器の事業拡大はとどまることを知らなかった。図表 1 は，松下電器が創業され

た1918年からの15年間の従業員数の推移と事業進出を示したものである。

　図表 1 に示されるように，1923年にはランプ，1927年にはアイロンをはじめとする電熱器，

1930年にはラジオの事業に進出するとともに，1931年には乾電池メーカーを買収した。その結

果，松下電器は1920年代から1930年代にかけて，目を見張るほどの急拡大を遂げた。そしてつい

に1932年には，販路が海外にまで広がり，これに伴って松下電器は新たに貿易部を設けた（ibid., 

93）。この急拡大により，次項4.2で論じるように，松下電器は分権化の必要性に迫られることと

なった。
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4.2　事業部制採用と分社化

4.2.1　事業部制採用と「任せる行き方」

　日本国内では他社に先駆けて事業部制を導入した企業として有名であるが，これについて社史

では以下のように説明されている。

　「昭和 8 年〔1933年〕　5 月，〔松下幸之助〕所主は，事業を製品分野別の責任経営にすることを 

決定，まず工場群を 3 つの「事業部」に分け，ラジオ部門を第一事業部，ランプ・乾電池部門は

第二事業部，配線器具・合成樹脂・電熱器部門は第三事業部とした。……翌 9 年〔1934年〕　2 月

には，……第三事業部から電熱器部門を第四事業部として分離した。この機構改革によって，各

事業部は，それぞれ参加に工場と出張所を持ち，製品の開発から生産販売，収支までを一貫して

担当する独立採算の事業体になった」（ibid., 111-112）。

　社史によれば，事業部制採用の背景について，松下幸之助氏は次のように説明していた。「私

が小規模でやっていたときは，私だけの支配でこと足りた。しかし，さらに新しい仕事ができ

てくるとなると，私自身も一人では，どれもこれも，よくわかるということはできない」（ibid., 

112）。松下電器の事業規模の拡大に伴い，各事業に関する松下氏の意思決定事項が増えてきたた

め，事業部制組織を採用し，事業部長を設置して分権化をはかったのである。

　松下氏によれば，「事業部を作ってやることによって，成果がはっきりわかってくる。責任経

営になってくる。……こういうことから……早くいえば経営者が生まれてくる」（ibid., 113）。

松下氏は，こうした成果の明示が従業員の士気向上につながると考えていた。松下氏は以下のよ

うに述懐している。「自分で小規模の個人経営をやっていましたでしょう。小さいながらも毎月

決算をして，数字を公開していた。……ぼくのところは，10人ぐらいの世帯の時から決算を〔従

業員に対して〕公開していた。「今月の数字はこれこれや」というとみんな喜んでくれた。……

独立採算制度というものが自然とできていたわけですわ」（松下  2007a，71）。

　また，分権化を進めた背景には，彼の経験に裏打ちされた人材育成方針もあった。彼は著書の

図表 1 　松下電器の従業員数推移と事業展開

年 従業員数 主な事業への参入

1918 25 配線器具

1919 30

1920 32

1921 35

1922 40

1923 50 ランプ

1924 70

1925

1926

1927 電熱器

1928 300 ラジオ

1929 477 乾電池

1930 886

1931

1932 1,102 販路を海外に拡大

1933 1,597

　　　　　　　　　（出所）松下電器（1968，39-93，資料 9 ）の内容に基づいて筆者作成。
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中で，以下のように述べている（松下  1978，81）。

　何でもあれこれ命令してやらせるのでは……言われたことしかしない人ばかりになってしまう。やはり仕事は

思い切ってまかせることである。そうすることによって，その人は自分でいろいろ考え工夫するようになり，

その持てる力が十分発揮されて，それだけ成長もしてくる。私どもの事業部制はいわばそういうことを一つの

制度化したものであり，それによって人が育つという大きな長所があることを私は経験から感じている。

　ただし，当然これは管理を行わないということではない。松下氏は続けて言う（ibid., 81）。

　もちろん，大幅に仕事をまかせるといっても，基本の方針というものはピシッと押さえておかなくてはいけな

い。それなしにまかせたのでは，それぞれが勝手にやるということになって，全体がバラバラになってしまう。

あくまで一定の方針に基づいて権限を与えるのである。

　このように松下氏は，基本的な「一定の方針」を前提として，大幅な責任と権限の委譲を行う

ところに人材育成の根本をみていたようである。この人材育成方針は，事業部制を導入した際に

も松下氏自身の口から管理者に対して説明されている。彼は1934年正月の年頭挨拶で以下のよう

に説明している（松下電器  1968，113）。

　仕事を忠実にやるだけでは十分ではない。どんな仕事でも，一つの経営と観念するところに適切な工夫もでき

るし，新発見も生まれるのであり，これが本所の業務の上に大きな効果を生むだけでなく，諸君各自の向上に

も大いに役立つ。

　彼の分権化を通じた人材育成方針は，社史では「任せる行き方」と表現されている。松下氏が

「任せる行き方」を重視するようになった動機は，社史では以下のように説明されている（ibid., 

45）。

　創業後まだ日が浅く一般にも知られていない個人企業として，人手を揃えるのが容易でなかったという事情も

あるが，〔松下幸之助〕所主は，もともと体が弱かったために，ものごとは自分一人だけの力ではできないこと

を自覚し，他人に任せることを学んでいたからである。

　松下氏の個人的な体験を一つの土台として生み出された「任せる行き方」が人材育成方針とし

て展開され，それが具現化したのが松下電器の事業部制であった。

4.2.2　「公明正大の精神」に基づく分社化

　この「任せる行き方」は，事業部制採用の翌々年にさらに徹底されることとなった。松下電器

は1935年12月，松下電器は個人事業の「松下電器製作所」から株式会社に改組して「松下電器

産業株式会社」となった。そして同時に，「これまでの事業部制を，さらに発展させた」（ibid., 

136）分社制を採用し，事業部門別に 9 社の子会社を傘下に設立することとなった。これについ

て，松下氏は「いっそ株式会社に変えるのであれば，それまでの事業部をひとつの会社にしてし

まうほうが早い。そのほうがさらに自主責任体制がハッキリすると思った」（松下  2007b，117）

と述懐している。すなわち，分社化は，事業部制導入によって進められた分権化を強化するとと

もに，規模が大きくなった各事業を株式会社化し，業績を対外的に公表することをねらいとして

行われた。それは社史に残されている当時の松下幸之助氏の以下の発言からも確認することがで

きる（松下電器  1968，137）。
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　　組織変更といっても，その内容的には従来と異なるところはなく，世間では往々にして資本を他に求めるとか，

人材を他から求めるための必要性から株式会社組織にするのを見受けるが，わが社の場合は，これらとは全然

異なっております。

　　今日の松下電器は業容も相当大きくなり，人員も増加して，考え方によっては，社会の一大生産機関として

の実体をなしていると思われます。従って，今後ますますこの生産機関を拡充する責務が痛感され，同時に，

経営の実情を公開して世間に発表できるようにすることが公明正大の精神に合致するのであり，ここに今回の

組織変更の第一の理由があります。

　この「公明正大の精神」とは，事業部制が発足したのと同じ1933年に制定された，松下電器の

経営理念「五精神」4の一つであった。それは社史では，松下氏による言葉を引用しながら，以下

のように説明されている。「真に人としての道である。……松下は，取り引きをするにあたって，

無駄なかけ引きや術策は使わない」（ibid., 117）。

　この「五精神」は松下氏が1929年に従業員に示した「松下電器綱領」「信条」5の趣旨を言い換

えたものであるとされる（ibid., 118）。「松下電器綱領」も「信条」も，松下氏の「社会からの

預かりものである松下電器を正しく運営し，社会の向上のために尽くすのは当然の義務であり，

この方針を遂行する限り，事業は正当な利益を得て発展し，反映して行かねばならないという強

い信念」（松下電器  1968，74）を示したものとされる。松下氏が分社化の理由に挙げた，公明正

大の精神との合致とは，「社会からの預かりものである松下電器」の活動成果を社会に向けて公

表することこそが，大企業を経営する者の「人としての道」であると考えたのであった。

　その結果，「この改組によって松下電器産業株式会社（産業本社）は，持ち株会社として，主

として人事，経理の面で各分社を管理し，各分社は，これまでの事業部制のときよりも，一層徹

底した自主責任経営の立場で生産販売をおこなうことになった」（松下電器  1968，138）。分社化

の意義について，松下氏は以下のように評している（松下  2007b，117-118）。

　分社制度のいい点，悪い点は，見方によっていろいろありましょうが，ぼくは，これでいったほうがずっと成

果があると思いますな。いい点をいえば，まずみんなが責任意識に目覚めますわ。その人の持つ創意工夫が，

全面的に出てくる。……欠点はどうかというと，多少独走的というか，独断的な面が出てくることが悪い点でしょ

うな。……ただ，ぼくは独走してもかまわんと思うんですよ。……会社の指導理念に反するようなことは，ハ

タに強い影響を及ぼしますからやってはいかんですが，そうでない限りは独走してくれたほうがええわけです。

　なお，分社制は第二次世界大戦における日本の戦局の悪化に伴って一旦中止される。資材事

情が悪化してきたため，「資材と人員の総合的な活用を徹底させるために」（松下電器  1968，

167），1942年には電球関係の分社 4 社を，さらに1944年には無線，乾電池，蓄電池，電気工業の

4分社を吸収合併し，松下電器は 6 つの直轄製造部門を持つこととなった。この結果，「松下電器

の経営機構は，本来の事業分野を担当する製造所グループと，造船，飛行機など，戦時下の要求

によって新しく進出した事業を担当するグループに区分されることになった。そして戦後，松下

電器は，この製造所グループを中心に再建の体制を整えることになる」（松下電器  1968，168）。

4.3　経理社員制度の導入

4.3.1　「経営の羅針盤」としての経理社員

　松下電器の経理制度の変遷の概略を論じた『松下電器社史資料（経理編）』によれば，「昭和15

年〔1940年〕に「経理事務担当者の任免」に関する社主通達……が公布され，これが経理社員制
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度のルーツとして経理準則を支える柱となり，ここに松下経理の基盤が確立された」（松下電器

産業株式会社社史室編  1981，2）とされている。その通達は，以下のようなものであった（ibid., 

13）。

　経理事務担当者の任免に関する件

　拝啓　秋冷の候愈々ご勇健にてご精励の談何より喜ばしく存候　陳者近来時局の推移に伴い各社業務の遂行

益々多端と相成就中経理事務の処理に於ては相次いで発せらるゝ法令の準拠其他各般に亘り此の部門の担当者

は不断の訓練により熟達せる者を充つるに非ざれば完全なる処理を望み難き実状に鑑み，今後経理部員の任免

進退に就ては左記要項に依り行はれ度此段通達候也

　一，経理事務の処理運行は全て産業本社総務課の指示により行はれ度し

　一，経理事務を担当せしめ又は右担当者を他に転勤せしめんとする場合は必ず産業本社総務課長と相談の上決

定せられたし

　一，経理事務担当者の任免は各社の自由意志にて勝手に之れを行はざるよう厳守せられ度し

　「法令の準拠其他各般に亘り此の部門の担当者は不断の訓練により熟達せる者を充つるに非

ざれば」と記されているように，当時の各分社には，十分な訓練と経験を経た経理担当者がいな 

かった。具体的には，松下電器の副社長や会長を歴任した高橋荒太郎氏の述懐によれば，「各分

社の状況をみると，……各社ばらばらに独自の様式をつくろうとしていた。しかし，各分社とも

これまでにそういうことをやった経験がないので，わずかの期間に合理的な経理様式をまとめあ

げるというのは，現実問題としてむずかしい」（高橋  1983，189-190）という状況であった。そ

こで，松下電器本体から経理担当者を派遣し，「トップダウン」方式で各分社の経理機能の育成

を進めようとしたのであり，そこで導入されたのが経理社員制度であった。

　ただし，松下幸之助氏が経理担当者に期待した役割は，会計報告書の作成にとどまるものでは

なかった。1942年に経理事務担当者を集めて開催された「第一回松下電器経理大会」の冒頭に同

氏が行った訓示が，1942年 1 月号の社内新聞に掲載されていたが，そこには松下氏の考える経理

担当者の役割について，以下のように説明されていた（松下電器産業株式会社社史室編  1981，

14）。

　経理は経営の羅針盤

　経理担当者の責務や重大

　……従来経理は金銭の出入だと軽視されていたが，企業が大きくなり又時局下事務が複雑になるにつれて，経

理は段々と大きな使命をもつ様になり，経理部門に人を得るか否かによってその経営が大いに左右される程に

なって来た。

　このように松下氏は，経理担当者は「金銭の出入」の管理にとどまらず，「企業経営全体の羅

針盤の役割を果たすいわゆる経
・

営管理
・

，経
・

営経理
・

でなければならない」（松下  1982，3：傍点は

原文）という考えを持っていた。そこで，松下氏は，「経営管理ができる経理制度を確立してほ

しいと，二人に要望した」（ibid.）。この「二人」とは，前述の高橋荒太郎氏と，高橋氏のもと

で経理社員を務め，経理本部長や副社長を歴任した野正二氏である（ibid.）。以下では，この 

 2 人による著書の検討を中心として，経理社員制度の導入プロセスをみてみよう。
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4.3.2　高橋荒太郎氏による経理改革と経理社員制度導入

　高橋氏は1936年 3 月，監査課長として松下電器に入社した。松下幸之助氏によれば，高橋氏は

入社前の別の企業での経験に基づいて，分社の責任者に対して経営管理上の提言を行う「経営経

理」としての経理社員の位置づけと育成を進めた。松下氏は，彼による「松下電器独自の経営経

理制度の完成と実行は，戦後の発展の基盤としてきわめて大きな力となるものであった」（ibid.）

と評している。

　高橋氏がまず経理社員制度導入に際して課せられた使命は，「新しい経理組織によって各分社

の経営を統括できるような体制をつくり上げることであった」（高橋  1983，188）。分社化された

当時，松下幸之助氏は，「当時から，各分社に経営の自主性を求め，それぞれの独自性を要求した。

権限も大幅に委譲した。それだけに個性豊かな経営者が輩出し，……うっかりするとばらばら

になりかねないほどだった。それだからこそ 9 分社を統一する経理基準が必要だった。会社の業

績と財政状態をありのままに同一の尺度で正しく表現する経理基準と松下の経営理念を具体化し

た経理方針は，事業部制の根幹を支えるきわめて大事な辛抱の役割を果たすものだった」（平田 

1998，9）。

　高橋氏には，経理社員制度導入に際して，松下幸之助「相談役から，経理に関する限り，……

すべての権限が与えられていた」（高橋  1983，192）。大幅な権限移譲を受けて高橋氏が行った改

革は 2 つあった。 1 つは，「経理組織の統一」（ibid., 188）であった。当時は，前述のように各

分社の経理担当者が十分な経験や訓練を有していなかった。しかしながら分社化した以上，財務

諸表を各分社ごとに作成・公表しなければならなかった。とはいえ，「混乱した状況のもとで，

各分社の経理を監査しながら，しかも各社の比較対比を行なって正しい指導をしていくというの

は大変な手間がかかる」（ibid., 189-190）。

　そこで高橋氏は，「能率的な監査体制をつくるために，まず各分社に共通した勘定科目を決め，

これによって経理組織を統一することにした。そして，直ちに具体的な説明書を作成し，各分

社の担当者を集めて，全体教育を行なった」（ibid., 190）。そして，「基本的な経理の制度，考え

方をまとめた『経理準則』〔経理事務処理準則〕というものをつくり，さらにこの準則に基づい

て実際に記帳するための具体的な記載例と，帳簿の様式見本をそれぞれつくった」（ibid., 191）。

この準則は，社史では「松下経理の憲法」（松下電器  1981，2）と評されており，「その後幾度か

改訂はくわえられているが，この経理準則が今日の経理規程のルーツであり，基本は連綿として

受けつがれ，松下経理を支える柱となっている」（ibid.）とされる。

　その一方で，高橋氏の取り組んだ経理改革には，もう一つ大きなテーマがあった。彼によれば，

「もう一つ私が取り組んできた仕事は，経理社員本社直轄制度を確立することであった。……な

ぜそれが必要かといえば，……私は経験的に，経理が乱れると経営そのものが乱れるという考え

方が強かったので，その乱れを防止するために，経理をまず厳正にしようと考えたからである」（高

橋  1983，193）。これがいわゆる経理社員制度の誕生であった。

　この経理社員制度の一つの大きな目的は，前述の経理事務処理準則の各分社への徹底であった。

「経理社員は，各〔分社の〕専務の指揮に従って日常勤務しなければならないが，もし仮に専務

が経理準則に反するような要求をした場合，はっきりと『それはできません』と断わることがで

きなければならない。そのためには，経理社員の身分を本社が保証する形にしておかないと，な

かなか専務に直言するというわけにはいかなくなってしまう」（ibid.）。

　ここで注目したいのは，高橋氏が各分社へ「出向」した経理社員に期待した役割は，経理準則
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の徹底だけではなかったという点である。彼によれば，「経理は単なる数字を集める仕事であっ

てはならない」（ibid., 194）。経理社員は「集めた数字を分析して，いろいろな角度からデータ

を判断し，……責任者である事業部長6に対してどんどん提案できるような経理をやらなければ

いけない。私は，そういう判断のできる経理を“経営経理”と称している」（ibid.）。

　それでは，こうした「経営経理」の能力を身につけた経理社員は，どのようにして育成された

のであろうか。高橋氏によれば，これはOJTによってしか身に付かないという。すなわち，「こ

れは口ではなかなか教育できない。やはり実際に工場へ入っていって，ハダで覚えてもらうしか

ない。現場へも行かずに，机上の数字だけ見てやっているようではいけない。数字をいかに細か

く分析し，いろいろなデータで統計をとってみても，それだけでは統計は生きない。その統計を

どう活用するかが大事である」（ibid., 195）。

　もっとも，その後経理社員の育成の仕組みは洗練されたようである。野（1982，41）では，

後年の松下電器の経理社員育成について，以下のように説明がなされている。

　経理社員は 9 年計画で養成する。……すべてOJT（職場内教育）とレポートでやり通すわけである。最初の 1 年

は導入訓練。これを終わると一般経理社員としてのコース。…… 2 年間で一般経理社員コースを終わると，次

は中堅コース（ 3 年間），さらに上級コース（ 3 年間）へと進む。全コースを 9 年間で終えると，各プロフィッ

ト・センターの経理課副長クラスの資格が与えられる。

　このように，1982年時点で紹介された経理社員育成制度においては，OJTに加えてレポートに

よる研修が行われ，段階別にコースも設定されている。

4.4　事業計画制度採用と経理社員の「経営経理」としての役割の展開

　戦後になると，松下電器では，前述のように一旦廃止された事業部制が再度導入されるととも

に，各事業部に事業計画制度が導入された。これが経理社員による経営管理の支援の役割を前進

させた。そのきっかけとなったのは，終戦直後に作成された再建計画書であった。これについて，

松下電器産業株式会社社史室編（1981，3-4）には，以下のような説明がなされている。

　終戦処理業務も昭和24年〔1949年〕　4 月，企業再建整備法7による再建計画書の作成提出をもって終わりを告げ

ることとなるが，この計画書の作成が後の「事業計画制度」……制定への良き教訓となるのである。

　戦後，1948年から実施された日本政府の財政金融の引き締め政策や，GHQの経済 9 原則に基

づいて実施された厳しいデフレ政策（ドッジ・ライン）のために，経済情勢が悪化し，「松下電

器は支払手形の決済にも窮するという苦境に追いこまれた」（松下電器  1968，205）。そこで松下

幸之助氏は，1949年 1 月の経営方針発表会で「過去 3 年間続いた赤字経営を黒字経営に転換する

決意を表明し，全員の努力を要望した」（ibid.）。そのうえで，同年 4 月には，再建計画書を当

局へ提出するとともに，それを全社へ周知した。「この計画書は今日で言う長期計画にも等しい

内容で「予想貸借対照表」，「資金運用予想」の考え方を啓もうされ，その認識度を深めたのは経

理関係者に，綜合財務計画への窓を開いたとも言える大きな意義があった」（松下電器産業株式

会社社史室編  1981，18）。

　具体的には，この再建計画書作成の経験が事業部ごとの事業計画作成へとつながった。その翌

年の1950年，松下電器は事業部制を復活させ，本社機構を総務・人事・経理関係の業務だけを残

して徹底的に簡素化した（松下電器  1968，209）が，これに合わせて，「事業部ごとに事業計画
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の作成をはじめ」（松下電器産業株式会社社史室編  1981，3）たのである。ここでいう事業計画

とは，「経営基本方針」および「年度経営方針」を受けて，事業部単位で策定される短期経営計

画をさす（野  1982，119-121）。

　ここで注目したいのは，松下電器が，この事業計画制度導入について，「“行動する経理”はこ

の時点から芽生えた」（松下電器産業株式会社社史室編  1981，3）と評している点である。すなわ 

ち，その導入は，「経理部門が経営計画立案に参画することによって，記帳経理から管理会計，

そして“経営経理”へと展開する大きな足がかり」（松下電器産業株式会社社史室編  1981，3）

となった。そして，事業部ごとに事業計画を作成する制度は，1952年に公式的に採用され「事業

部制を支える一つの柱となった」（ibid., 18）

　このように，1950年の事業部制復活にあわせて，各事業部において事業計画が策定され，これ

に基づいて各事業部での事業運営が行われるようになるとともに，その事業計画の策定には，各

事業部に派遣された経理社員が関与する体制ができあがった。そのうえで，1954年には，事業計

画を作成するための手続きやルールを記した「「事業計画作成要綱」，「経営基本要綱」をトップ

から事業部長に手交されるに及び，経営契約書として位置ずけられた。この制度が経営経理に立

脚した，松下経理の画期的な展開であり，事業部制を支える一つの柱となった」（ibid., 4）。

　それでは，事業計画制度の導入によって経理社員はどのように「経営経理」の役割を担うよう

になったのであろうか。前出の野氏は，以下のように説明している（野  1982，121）。

　各事業場が，事業計画策定の大綱をつくるとともに，生産，販売計画をはじめ新製品開発計画，設備投資計画，

原価引下げ計画，宣伝・拡売計画などの重要な基本政策を決定するときに，経理部門が積極的に参加する。そ

して，事業場の各部門の計画策定に必要な資料を積極的に提供し，問題点を指摘してその対策も織り込むなど，

総合調整を行なって，社長や事業場の責任者の方針にもとづいた事業計画をまとめあげる。

　ここで野氏が述べる「積極的に参加」というのがどの程度の意思決定への参加をさすのかは

明らかではない。ただ，「問題点を指摘してその対策も織り込むなど，総合調整を行な」うとい

う説明からすれば，経理社員は事業部内で各部門からあがってきた事業計画案について，自らが

持っている情報に基づいて問題点を指摘し，それへの対応策を盛り込むために計画案を修正し，

さらには各方面との調整を行って事業計画を取りまとめるという業務を担っていたと考えられ

る。

　なお，「このような経理の働きは，単に計画策定時だけにとどまるものではない。例えば，月々

の生産販売会議や新製品の企画会議などでの重要事項の決定にも，経理が参画し，同じような考

え方に立って，その職責を果たしている」（ibid.）ともされる。すなわち，各事業部の「重要事

項の決定」の際には，経理社員が意思決定の場に参加できるようにもされていた。

 5 　考察

　戦後，日本ではアメリカのコントローラー制度の導入が試みられたものの，あまり普及するこ

ともなく，その後はほとんど研究対象とされてこなかった。一方，櫻井（1997a，7）では，人

事権を本社経理部門で担保された管理会計人が，事業部門で管理者の意思決定を支援するという，

アメリカのコントローラー制度に類似した仕組みが，日本企業にも存在している可能性が示唆さ

れていた。そこで本稿では，松下電器関係者による著書や史料を手掛かりとして，そのような仕
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組みの一つである同社の経理社員制度の発展過程を検討してきた。

　それによれば，同制度誕生の鍵となったのは1935年の分社制導入であった。分社制導入がどの

ように経理社員制度の導入に結び付き，同制度の展開へと至ったのかを整理すると，図表 2 のよ

うになる。図表 2 によれば，分社制の引き金となったのは，1920～30年代にかけての急速な事業

規模の拡大であった。この急速な拡大の中で，松下幸之助氏は自らの経営意思決定にかける時

間が足りなくなってきたことを悟り，自らの人材育成方針であった「任せる行き方」に従って，

1933年に事業部制の導入に踏み切った。

　その一方で，松下氏は，松下電器を「社会からの預かりもの」と考えており，公明正大の精神

に鑑みれば，「経営の実情を公開して世間に発表できるようにする」（松下電器  1968，137）こと

が必要であると考えた。分社化がなされれば，財務諸表の作成を通じて経営の実情を世間に発表

することが必要になる。そこで同氏は，1935年，事業部制を分社制に切り替え，「任せる行き方」

の徹底によって，さらなる分権化をはかり，それに伴う人材育成と事業成長を目指すこととした。

　ただ一方で，この事業部制・分社制の採用において松下氏は，「各分社に経営の自主性を求め，

それぞれの独自性を要求した」（平田  1998，9）。これに呼応して，各分社の経営者は「うっかり

するとばらばらになりかねないほど」（ibid.）の独自性を発揮することができた。その一方で，

急速に事業規模を拡大してきた松下電器にとって，もはや「経理は経営の羅針盤」（松下電器産

業株式会社社史室編  1981，14）であった。当時同社では適切な会計情報の生成と分析に基づい

た経営管理の必要性がますます高まっていた。換言すれば，「経理の乱れ」が「経営の乱れ」に

つながるリスクが高まってきた時期であった。

　この状況を受けて1940年に導入されたのが経理社員制度であった。そこには，少なくとも 2 つ

の特徴があった。 1 つは，経理社員は事業部長の部下として配属されるのではなく，本社経理部

門から「派遣」されるという点であった。日本企業へのコントローラー制度導入が試みられた頃

には，コントローラーによるライン部門への統制には限界があるという批判がなされていた（江

村  1953a）が，松下電器ではこの限界を極力引き下げるために経理社員「派遣」が行われた。

これによって，経理社員の人事権を本社に置いておくことを通じて，本社から各分社に対する統

制力を高めることが可能になった。しかも，当時の各分社に不足していた経理業務の知識やノウ

（出所）筆者作成。　　　　　

図表 2 　分社化と経理社員制度の導入・展開
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ハウを補うことが可能となった。

　経理社員制度のもう 1 つの特徴は，各分社に派遣された経理社員が，分社長に対して会計情報

の生成・分析に基づいて経営管理上の提言を行うことが求められていた点である。コントロー 

ラー制度の導入が試みられた際には，管理会計人が経営者だけでなく管理者にも奉仕する必要性

が訴えられていた（江村  1953b）が，松下幸之助氏は「経理は経営の羅針盤
・・・

」（松下電器産業株

式会社社史室編  1981，14，傍点は引用者）という考え方のもとにすでにこのことを認識してい 

た。そして，この発想を前提として経理社員の「派遣」が行われた。

　ただし，松下電器の社史が「行動する経理」の芽生えを1950年の事業計画制度導入時としてい

ることから推察するならば（ibid., 3），経理社員による各事業部・分社への経営管理への参加は，

戦前の段階ではまだ発展の余地を残していたようである。それは，史料には明示されていないも

のの，第二次世界大戦中に分社制が一旦廃止されたことと関係があった可能性もあり，改めて検

討する必要がある。ただ，戦後には，1949年に企業再建整備法に基づく再建計画書を作成・提出

した経験が契機となって，1950年の事業部制復活にあわせて事業部ごとに事業計画書が作成され

るようになった。その作成には経理社員も参画することとなり，具体的には計画作成時の提言や

計画書の内容の調整・取りまとめを担うようになった。そして事業計画書制度は1952年に松下電

器全社で公式化され，ここに経理社員の「経営経理」としての機能が確立した。その後この制度

は，本社経理部門が実施する研修制度を土台としながら，松下電器のさらなる成長・拡大を支え

ることとなった。

 6 　結論と残された検討課題

　本稿では，松下電器の経理社員制度の導入・展開の過程を史料からたどった。その結果，1940

年に導入された同制度のもとでは，松下電器の経理社員は，会計情報の生成・分析を通じて経営

者だけでなく管理者に対して彼らの管理業務を支援する役割，そして経営者の支援の一環として

管理者に対する統制を支援する役割を担っていた。後者の役割は，事業部に派遣される経理社員

の人事権を本社に残しておくことによって実現していた。

　会計情報の生成・分析を通じて経営者を支援するという役割は，1950年代前半に日本企業にコ

ントローラー制度の導入が試みられた時期，コントローラー部門が担うべき役割として期待され

たものであった。しかも，松下電器の経理社員の役割には，江村（1953a，b）によって「手続

要領」（通産省産業合理化審議会  1953）に欠如した視点として指摘された，本社からの各部門の

管理者に対する統制と支援という役割が当初から含まれていた。それは，松下幸之助氏の分社

制導入という徹底的な分権化方針のもとで，分権化された組織を本社から統制する必要性と，そ

の統制手段として会計情報の意義を強く認識していた同氏の思想が相まって生み出されたもので

あった。そしてこの経理社員制度における経理社員の支援の役割は，戦後の事業計画書制度導入

によってさらに後押しされることとなった。

　一方，本稿には残された検討課題もある。その一つは，戦前と戦後の経理社員制度の比較・検

討である。社史では，戦後の事業計画書制度導入によって経営経理としての経理社員の役割が充

実された（松下電器産業株式会社社史室編  1981）とされていたが，経理社員制度導入以降，戦

前の松下電器において経理社員が果たした役割の実際はどのようなものであったのだろうか。そ

して，それは戦後と比べてどのような点が異なっていたのであろうか。



日本企業における管理会計人の管理者支援の役割に関する考察 61

　また，第二に，経理社員に期待されていた役割を十分に機能させる要素についての分析が不十

分である。例えば，戦後かなりの時間を経てから出版された文献では，経理社員を事業部の管理

者の支援に対して強く動機づけている要素として，彼らの評価に出向先の事業部の業績が反映さ

れていた点が挙げられていた（石山  1967，24）。これはいつ，どのような必要から導入された仕

組みなのであろうか。また，経理社員の研修・訓練の仕組みがどのような展開を遂げてきたのか

についても，本稿では明らかにできていない。これらの点については，今後さらなる史料の収集・

分析を行うことによって検討する必要がある。

1 監査基準では，内部統制は，「不正過失を発見防止するとともに，企業の定める会計手続が守られているか否
かを検査する」（企業会計基準審議会  1950，152）ことを目的とした活動とされている。

2 辻（1997，78）は，こうした特徴を持つ経理・財務組織を「競争的（competitive）チーム」として位置づけて
いる。なお，競争的チームというのは，櫻井（1997b，19）によれば，以下の特徴をあわせ持つ組織のことと
されている。すなわち，「①グローバルな外部競争市場および企業内部の顧客との接触を積極的に図り，②コ
ミュニケーションは機能組織における立て組織だけでなく横組織とのマトリックスがみられ，③フォーマルな
コミュニケーションだけでなくインフォーマルなコミュニケーションがみられる」。

3 なお，日米の比較調査から，意思決定への関与に費やす時間はそれでもアメリカ企業に比べると少ないという
指摘も行われている（福田  2007，79-80）。このことから，「管理会計担当者のビジネスパートナーとしての役
割変化は米国企業ほど進んでいなかった可能性」（池側  2020，26）があるとの指摘がなされている。

4 残りの 4 つの「精神」は，「産業報国の精神」，「和親一致の精神」，「力闘向上の精神」，「礼節を尽すの精神」であっ
た（松下電器  1968，116）。

5 「松下電器綱領」は，「営利ト社会正義ノ調和ニ念慮シ，国家産業ノ発達ヲ図リ，社会生活ノ改善ト向上ヲ期ス」
（ibid., 73）とされており，後年，松下電器の「経営基本方針」となっている。また，「信条」はこれを補うも
のとして，「向上発展ハ各員ノ和親協力ヲ得ルニアラザレバ得難シ，各員自我ヲ捨テ互譲ノ精神ヲ以テ一致協
力店務ニ服スルコト」（ibid.）と定められた。

6 この部分の引用元である高橋（1983）が執筆された当時は，松下電器は事業部制を採用しており，経理社員は
各事業部に出向していた（高橋　1983，194）。

7 「この法律は，会社経理応急措置法の適用を受けるものについて，戦時補償特別税を課せられること等に因り
生じた損失を適正に処理し，その速かな再建整備を促進し，以て産業の健全な回復及び振興を図ることを目的
とする」（企業再建整備法第 1 条）とされている。
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