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序文 

 

21 世紀に入り、企業の価値と成長力の主要な部分が、有形資産からインタンジブルズ（無

形資産；Intangible Assets）へと移行しつつある。インタンジブルズには、特許権やのれ

んなどの知的財産、ブランドやコーポレート・レピュテーションなど貸借対照表に計上さ

れないインタンジブルズ、ならびに人的資産（スキル、ノウハウなど）、組織資産（組織文

化、チームワークなど）、情報資産（ネットワーク、インフラなど）が含まれる。 

企業経営における有形資産からインタンジブルズへの重点移行は、単なる概念的なパラ

ダイムシフトではなく、実体を伴った企業を取り巻く価値創造環境の進化である。例えば、

2001 年に『国際会計基準』第 38 号（International Accounting Standard No.38: IAS 第

38 号）「無形資産（Intangible Assets）」が公表された。また 2001 年 6 月には米国財務会

計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASB）の『財務報告基準』第 142

号（Statement of Financial Accounting Standards No.142: SFAS 第 142 号）「のれんとそ

の他の無形資産」が公表された。また IASB は 2004 年 3 月に IFRS（International 

Financial Reporting Standards: 国際財務報告基準）第 3 号「企業結合（Business 

Combinations）」、改訂後 IAS第 36 号「資産の減損（Impairment of Assets）」および改訂

後 IAS 第 38 号「無形資産（Intangible Assets）」を公表した、さらに 2008 年 1 月に IFRS

第 3 号を改訂した。これらの一連の動きは、世界中がインタンジブルズに注目を集めてい

ることを示している。インタンジブルズに注目した価値創造力の強化のあり方や企業経営

のあり方などのインタンジブルズに関する戦略的視点、すなわち、インタンジブルズが競

争企業に対して競争優位性を作り出す重要資産としての認識が必要とされている。 

日本においては、2002 年 2 月に政府は知的財産戦略会議を設置することを決定し、2002

年 7 月に「知的財産戦略大網」を発表した。さらに、2003 年 3 月には知的財産基本法を施

行し、同時に知的財産戦略本部を設置している。その後、知的財産戦略本部では、知的財

産権に関する国家戦略目標や政府が取り組むべき施策を「知的財産推進計画」としてまと

め、毎年改定している。2003 年 7 月 8 日には、「知的財産戦略大網」の具体的推進計画で

ある「知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画」1を発表した。また経済産業省

では知的財産を戦略的に活用できる経済インフラを整備するため、知的財産の流動化や開

示に向けての施策を打ち出している。さらに、2004 年 1 月には「知的財産開示指針」、2005

年 10 月には「知的資産経営の開示ガイドライン」が公表されたことを契機に、知的財産を
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含むインタンジブルズの開示をめぐる動きが企業の間に広がり始めている。また企業会計

基準委員会（Accounting Standards Board of Japan；ASBJ）でも会計基準の国際的統合

（Global Convergence）へ向けたプロジェクトが進展している。2009 年 12 月 18 日に公

表した「無形資産に関する論点の整理」において検討して同時にコメントを求めている。

これらの一連の取り組みは、日本が国家戦略として知的財産を含むインタンジブルズの蓄

積・活用に本気で取り組む姿勢を浮き彫りにしている。 

日本の会計制度においては、貸借対照表上にインタンジブルズとして計上されるものと

して、特許権や借地権、商標権のような法的な権利、経済的な資産であるのれん（営業権）、

さらに一定の条件を満たすソフトウェア制作費などが認められている。貸借対照表に計上

できなくても、一定の条件がそろえば無形資産評価が可能な場合がある。それは株式時価

総額を基準にする方法であり、企業の純資産額と株式時価総額との差額をその企業の無形

資産総額とする考え方である。もちろん、純資産額と株式時価総額との差額の中には、貸

借対照表に計上されていないが測定可能な固定資産・負債それぞれの時価も含まれており、

さらに外的要因に起因する評価変動部分も存在するわけであるから調整が必要である。 

現代において企業価値を創造するインタンジブルズは、情報資産、顧客資産、人的資産

といった要素から構成されている。これら構成要素は互いに相関関係があり、その関係が

効率的に維持された場合、企業価値の創造が期待できると言われている。その関係が経営

上効率的に維持されるためには、そのインタンジブルズを評価・測定・定量化し、経営戦

略に活用し、そして、その結果のフィードバックにより新たな経営戦略に反映させるとい

ったインタンジブルズのマネジメント・コントロール・プロセスの確立が必要とされる。

つまり、目に見えない価値を構築するという姿勢ならびに戦略や結果について会計手法を

通じて情報開示あるいは IR（投資家向け広報活動）のような自主的な開示などによりステ

ークホルダーにインタンジブルズの価値を認識させ、それにより総合的に評価される企業

価値を高め、そしてフィードバックするという価値循環を行うことが現代の企業には要請

されているのである。 

本論文は、以上のような問題意識に基づいて検討したものである。 

 本論文の構成は、管理会計におけるインタンジブルズの諸問題をテーマに、インタンジ

ブルズの基本概念、インタンジブルズとしてのマーケティング資産や人的資源およびコー

ポレート・レピュテーションの管理、会計情報としてのブランドや知的財産、研究開発費

等のインタンジブルズのディスクロージャー、バランスト・スコアカード（Balanced 
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Scorecard；BSC）や IFRS の進展によるインタンジブルズの管理の新動向についてさまざ

まな問題を検討し、3 部 10 章立てで論述している。 

 

構成 

 

第 1 部 インタンジブルズの管理  

 

第 1 章では、管理会計におけるインタンジブルズの基本概念について検討している。企

業の価値や競争力を左右するものとして、インタンジブルズに大きな関心が寄せられてい

る。そこで、本章では、インタンジブルズの研究背景を述べたうえで、財務会計上と管理

会計上におけるインタンジブルズの定義と分類を論じた。さらに、Kaplan＆Norton による

インタンジブルズの分類や広瀬教授と櫻井教授によるインタンジブルズ概念の比較などを

検討した。最後に、インタンジブルズの管理上の特徴として、インタンジブルズがどのよ

うに創造され、利用されるかによって価値が異なること、ならびに、インタンジブルズは

他の資産と結びついて価値をもたらすため、そのマネジメントにおいては複合的なマネジ

メント・システムが求められることを示した。 

 

第 2 章では、マーケティング資産について論じている。King の論文を参考にして、マー

ケティング資産概念ならびにマーケティング資産の会計問題と六つの性質を述べたうえで、

マーケティング資産の重要性はそれ自体、ビジネスを継続的に行う基礎と会社を発展させ

るための基盤を提供するという意味で容易に論証できるということを論じた。次に、イン

タンジブルズとしてのブランドについて論じた。さらに、インタンジブルズとしての顧客

について論じた。最後に、ブランドを持つ企業と顧客に対する機能という観点からまとめ

た。 

 

第 3 章では、人的資源について検討している。人的資源会計の変遷を論じたうえで、人

的資源の重要性に着目し、インタンジブルズのうち、人にかかわるもの、具体的には人及

び人的組織の持つ知識や能力、高い動機づけの焦点に当て、戦略的マネジメントに資する、

インタンジブルズとしての人的資源の管理について検討した。また、人的資源やそのマネ

ジメントが果たす戦略実行への貢献を強調し、戦略による規定や戦略実行を通じた財務業
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績・企業価値向上への貢献について、バランスト・スコアカード/戦略マップで示されるモ

デルの限界と新たな研究課題について検討した。さらに、バランスト・スコアカードを洗

練された HR スコアカード（Human Resource Scorecard）という斬新な戦略ツールについ

て検討した。人的資源をひとつの戦略資産として管理することへの新たなアプローチがも

たされた。人的資源の管理は企業経営の一番重要で難しい問題である。 

 

第４章では、コーポレート･レピュテーションについて検討している。レピュテーション

に類似する諸概念を整理し、コーポレート・レピュテーションの概念を明らかにした。そ

のうえで、コーポレート・レピュテーションの意義を検討し、さらに、コーポレート・レ

ピュテーションンと企業価値との関連性を確認する。そして最後に、レピュテーションの

管理と測定について検討した。 

 

第 2 部 会計情報としてのインタンジブルズ 

 

第 5 章では、コーポレートブランドの価値評価について考察している。コーポレートブ

ランドの概念を述べたうえで、ブランド価値を向上させるマネジメントを論じた、次に、

インターブランド社よるコーポレートブランドの価値評価を検討した、最後に、経済産業

省モデルによるコーポレートブランドの価値評価について検討した。 

 

第 6 章では、インタンジブルズのディスクロージャー戦略を検討している。日本ディス

クロージャーを注目された背景を述べたうえで、効果的なディスクロージャー戦略はいか

に企業価値創造に結びつくのかを明らかにするために、日本 IR 協議会および日本証券アナ

リスト協会が表彰されているディスクロージャー優良企業を対象にして、検討を行ったし、

ディスクロージャー優良企業から学ぶべきことも挙げた。また、ブランドのディスクロー

ジャーおよび会計基準から見たブランドのディスクロージャーについて検討した。 

 

第 7 章では、知的財産のディスクロージャーを検討している。日本や米国、英国および

国際会計基準における知的財産の会計処理を検討していた。そして、経済産業省が公表し

た「知的財産情報開示指針」を基づいて、開示事例を述べた。また、ディスクロージャー

と IR の異同を検討したうえで、知的財産に関するディスクロージャーの実態について考察
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した。最後に、ディスクロージャーと資本コストの関係について検討した。 

 

第 8 章では、研究開発費の管理とディスクロージャーについて考察している。研究開発

費の意義と概念を論じたうえで、研究開発費の財務会計と管理会計を検討した。そして、

研究開発投資による企業価値創造を論じた。最後に、IFRS の導入が研究開発費管理に及ぼ

す影響を検討した。 

 

第 3 部 インタンジブルズ管理の新動向 

 

第 9 章では、Kaplan＆Norton によるバランスト・スコアカードの変遷を論じたうえで、

日本におけるバランスト・スコアカードフレームワークの研究を検討した。バランスト・

スコアカードフレームワークを活用したインタンジブルズ管理に結びつくことについて論

じた。バランスト・スコアカードは規範的な理論ではなく、具体的な形をもった実践的な

マネジメント・ツールであることから、バランスト・スコアカードの構成要素とバランス

ト・スコアカード適用の枠組みについて論じた。またバランスト・スコアカードフレーム

ワークに関するインタンジブルズ管理を検討したい。 

 

第 10 章では、IFRS の導入について論じた、また日本における、IFRS 導入の進展につい

て述べた。IFRS 導入はコンバージェンス（Convergence；収束、収斂）とアドプション

（Adoption；採用、導入）に大別される。それを踏まえて、IFRS 導入の目的と方法につい

て検討した。また、IFRS におけるインタンジブルズ認識基準の変遷について検討したうえ

で、IFRS におけるインタンジブルズ の取り扱いを検討した。 

 

結びに代えてでは、インタンジブルズに関する今後の課題について検討した。本論文で

は、マーケティング資産や人的資源、コーポレート・レピュテーション、ブランド、知的

財産および研究開発費などのインタンジブルズについて個々に考察している。インタンジ

ブルズはますます注目されているし、企業価値にも大きな役割を果たしているため、管理

会計においてもインタンジブルズの管理を重視すべきであると考える。 
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序文 注 

                                                   
1 2003 年に発表された「知的財産の創造、保護および活用に関する推進計画」が 2004 年

から「知的財産推進計画」に変更された、それ以降、毎年改定されている。 
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第１章 管理会計におけるインタンジブルズの基本概念 

 

1．インタンジブルズの研究背景 

 

「インタンジブルズ（Intangibles）」とは、貨幣的尺度で直接的に測定することが困難な

無形の価値要素であり、米国のブルッキングス研究所1のタスク・フォースによる研究およ

び同研究所がニューヨーク大学教授の Lev に委託した研究において使用されることによっ

て広く普及するようになった概念である。これらの研究の成果は、2001 年に、Blair＆

Wallman による Unseen Wealth （訳書名『ブランド価値評価入門』）および Lev による

Intangibles（訳書名『ブランドの経営と会計』）として刊行されていた。 

 同じ時期、日本においても、インタンジブルズに関して検討が加えられ、議論が活発化

した2。インタンジブルズに関連しては、2002 年に経済産業省から「ブランド価値評価研究

会報告書」が提出され、ブランドの評価に関する問題点がまとめられた。同年には知的財

産戦略会議が開催され、「知的財産戦略大綱」が公表された。さらに 2003 年には知的財産

基本法が施行され、同時に知的財産戦略本部が設置された。このように知的財産に対する

関心が社会的に高まってきたのは、日本企業がグローバルに今後さらなる進化・発展を遂

げるためには、知的財産を創造、保護、活用することを国家戦略として据え、取り組むこ

とが求められたからである。のれんの会計処理に関しては、2005 年に制定された「企業結

合会計基準」の中で制度化された。しかし、その他の無形資産、あるいは知的財産に関す

る詳細な会計基準は未だに確立できていない状況にある。 

 近年、知的財産を強化することによる産業国際競争力強化の議論が盛んである。ここで

は通常、知的財産は特許権や著作権といった、｢知的財産基本法｣3で規定されたものを中心

として論じられている。これらは通常、貸借対照表では記載されている財務情報としての

無形資産である。無形資産の創造が企業の価値を高めるであろうことについては、異論は

見られないが、管理会計の観点からは、まず、財務情報としての無形資産と非財務情報と

しての無形資産の本質とその区別が重要である。そこで、本論文では、企業評価との係り

で、非財務情報としての無形資産も含めてインタンジブルズを考えるべき背景とその本質

を論じ、企業会計との係りを考察することを目的とする。 

 財務情報としての無形資産とは、有形固定資産のように具体的な形態はないものの、長

期間にわたって利用され、収益獲得、ひいては利益獲得に有用な要素であり、特許権、実
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用新案権などの法律上の権利と経済上の優位性を示すのれん（営業権）に大別される。無

形資産とはどのような資産であるかに関して、『財務諸表等規則』第 27 条に具体的な項目

が列挙されており4、第 28 条では無形資産の表示に関する規定がなされている5。米国財務

会計基準（Financial Accounting Standards Board : FASB）の定義によれば、「資産とは、

過去の取引またはイベントの結果としてある特定のエンティティ（Entity）によって取得さ

れ、あるいは支配される発生しそうな将来の経済的便益」6であり、FASB の基準書 SFAS 第

141 号「企業結合」では、「無形資産とは物理的実態をもたない金融資産以外の資産」と規

定されている7。 

 ブルッキングス研究所の定義によれば、インタンジブルズとは、「財貨の生産またはサー

ビスの提供に貢献するかそれらに用いられ、その利用をコントロールする個人または企業

に対して将来の生産的便益を生み出すと期待される非物的な要因」8である。インタンジブ

ルズは、発見、組織デザイン、人的資源の三つからなる9。インタンジブルズは一般に、優

れた研究開発成果、技術革新や経営上の革新、独自の組織デザイン、人的資源、高い評判

などによって生み出される。 

 伝統的な会計学では、法律上の権利や経済上の優位性を表す特許権、実用新案権、商標

権、のれん（営業権）などの物理的な形態をもたない資産は無形資産として議論してきた。

ナレッジ・エコノミーの時代に突入した現代の世界経済の下では、伝統的な会計学で認識

されてきた無形資産の他に、ブランド、ソフトウェア、コーポレート・レピュテーション、

人的資産、情報資産、組織資産といった企業価値の創造に大きな貢献を果たす無形の価値

要素の存在を無視しえなくなってきた。これらの無形の価値要素のことは、一括して知的

資産と称されることもあるが、本論文では、インタンジブルズと呼ぶことにする。 

 近年では、日本企業による M&A が増加しつつあり、それに伴い、インタンジブルズが企

業価値に与える影響力も検討されつつある。例えば、2003 年 10 月に発表された花王によ

るカネボウ化粧品部門の買収をめぐる攻防において、インタンジブルズの価値が争点とな

った。当時のカネボウの有価証券報告書によれば、化粧品部門の売上高は 2003 年 3 月期決

算で 2,116 億円、営業利益は 322 億円、資産が 1,140 億円であった。しかしながら実際に

は、カネボウの化粧品部門の価値は 4,000～6,000 億円前後で争われており、その資産の大

半がカネボウのコーポレートブランド、製品ブランドなど貸借対照表に計上されていない

インタンジブルズであると考えられる。M&A を通じて獲得したインタンジブルズを企業価

値に結びつけるにあたって、理念・ビジョンの浸透、ビジネスモデルや戦略、経営目標・
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計画達成に係る実行力が重要な役割を果たしている。 

 伊藤教授・本田氏では、インタンジブルズを「物的な実態を伴わない将来便益の請求権」

と定義し、①人的資源に係るインタンジブルズ、②顧客に係るインタンジブルズ、③イノ

ベーションに係るインタンジブルズ、④組織に係るインタンジブルズ、の四つに分類して

いる10。そのうえで、世界中に点在していた市場とそのルールがひとつの土俵に収斂するグ

ローバル資本主義の時代には、貸借対照表に計上されない、これらインタンジブルズを梃

子とする無形資産経営が企業価値創造のカギを握っている。 

 管理会計においては、Kaplan＆Norton が提唱したバランスト・スコアカード（Balanced 

Scorecard；BSC）に代表される、従来の財務的指標だけではなく、非財務的指標を加えて、

企業業績を管理するシステムがとりわけ注目を集めている。このようなシステムへの注目

は、財務的指標のみに傾注した業績管理を行う弊害が露呈し始めてきたことに起因する。

財務的指標と非財務的指標を併用するシステムに期待されている役割を明らかにすること

により、企業経営におけるインタンジブルズの管理がますます重視されるようになってき

た。 

 従来、先進諸国では業績管理を行う際に、財務的指標を主に利用してきた。それは株主

が企業に対して大きな影響力を有しているからである11。しかし、近年財務的指標に偏重し

た業績管理にはいくつもの弊害があることがさまざまな論者によって主張されている12。

Johnson＆Kaplan によれば、「管理会計システムは、企業の業務や戦略を支援するよう設計

され得るし、またそうあるべきである」と論じられ、「月次利益や四半期利益の測定しよう

とすることよりも最も重要なのは、種々の非財務的指標を測定・報告することである。そ

の指標は企業の戦略に基づくべきであり、製造、マーケティング、および R&D（Research 

and Development）の成功へのカギとなる尺度を含むべきである」とされている13。つまり、

管理会計担当者が企業の業績管理システムを構想する際には非財務的指標が重要であるこ

とが示唆されている。 

 

2．財務会計におけるインタンジブルズの定義と分類 

 

インタンジブルズの定義については、『国際会計基準』第 38 号（International Accounting 

Standard No.38: IAS 第 38 号）「無形資産（Intangible Asset）」において無形資産とは、

製造、供給、役務提供、賃貸、内部管理に供する物理的な実態を有しない事業資産で認識
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可能なものとされている。一方、2001 年 6 月に公表された米国財務会計基準審議会

（Financial Accounting Standards Board: FASB）の『財務報告基準』第 142 号（Statement 

of Financial Accounting Standards No.142: SFAS 第 142 号）「のれんとその他の無形資産

（Goodwill and Other Intangible Assets）」では、無形資産を単純に「物理的な自体を有し

ていない資産（金融資産を除く）」と定義している。 

 無形資産の例として IAS 第 38 号は、コンピュータ・ソフトウェア、特許権、著作権、顧

客リスト、漁業権、フランチャイズなどを挙げている。M&A、企業結合に係る無形資産に

ついての会計基準である『財務報告基準』第 141 号（SFAS 第 141 号）「企業結合（Business 

Combinations）」は、無形資産を顧客、契約、技術、法的登録、人的資源、企業組織などの

視点から分類して例示している（図表 1 を参照されたい）。このうち実務でよく問題となる

のは商標権、技術ノウハウ、製造プロセス、製造フォーミュラ、データベース、リース契

約、顧客リスト、販売契約、受注残、競業避止条項、許認可などである。 

一方、日本の『企業会計原則』においては無形資産の定義や認識基準、計上要件を詳細

に規定したものは存在しない。『企業会計原則注解』の注 25 においては「営業権、特許権、

地上権、商標権などは、無形資産に属するものとする」と規定されており、『財務諸表等規

則』第 27 条においてさらに細かく具体的な無形資産を例示している。 

(1)『国際会計基準』第 38 号（IAS 第 38 号）「無形資産（Intangible Assets）」 

無形資産の会計について、まず注目すべきは IAS 第 38 号である。IAS 第 38 号によると、

無形資産とは、「財貨・役務の生産、供給や貸付、管理目的で企業が保有する物理的実態を

もたない識別可能な非貨幣性資産」である14。加えて、IAS 第 38 号は「（a）過去の事象の

結果として企業が支配している、（b）それを通じて企業に将来経済的便益が流入する」と

いう二つの要件によって、資産と定義している15 。つまり、ここで挙げられる無形資産の

要件は、物理的実体の欠如、識別可能性、非貨幣性、企業による支配、将来の経済的便益

流入の可能性の五つである。 

(2)『財務報告基準』第 141 号「企業結合（Business Combinations）」および第 142 号「の

れんとその他の無形資産（Goodwill and Other Intangible Assets）」（SFAS 第 141

号および第 142 号） 

 SFAS 第 141 号では、無形資産を「物理的実体を欠く資産（金融資産を除く）」としてい

る。ここでの要件は、物理的実体の欠如と非貨幣性である。 
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図表 1 SFAS 第 141 号のインタンジブルズの分類 

 

マーケティング関連のインタンジブルズ 

(1)トレードマーク(商標)、トレードネーム(商号)、サービスマーク(役務標章)、コレクティブマ

ーク(団体標章)、サーティフィケイションマーク（証明標章) 

(2)商品包装(独自の色、形またはパッケージデザイン) 

(3)新聞のマストヘッド 

(4)インターネット・ドメインネーム 

(5)競争制限協定 

顧客関連のインタンジブルズ 

(1)顧客リスト 

(2)受注残高または生産残高 

(3)顧客契約およびこれに関連する顧客関係 

(4)契約によらない顧客関係 

芸術関連のインタンジブルズ 

(1)演劇、オペラ、バレエ 

(2)書籍、雑誌、新聞その他に係る著作権 

(3)作曲、作詞、コマーシャルソングなどに係る著作権 

(4)絵画、写真 

(5)動画、ミュージックビデオ、テレビ番組をはじめとする映像および音響作品 

契約に基づくインタンジブルズ 

(1)ライセンス、ロイヤリティ、スタンドスティル契約 

(2)広告、請負建設、管理、役務提供または商品納入契約 

(3)リース契約 

(4)建設許認可 

(5)フランチャイズ契約 

(6)事業権および放映権 

(7)抵当回収業務契約などの回収契約 

(8)雇用契約 

(9)掘削、水資源、大気、鉱物資源、森林伐採および道路使用などに係る使用権 

技術に基づくインタンジブルズ 

(1)特許権を取得した技術 

(2)コンピュータ・ソフトウェアおよび半導体作製のための遮蔽板 

(3)特許権を取得していない技術 

(4)権原証明書類をはじめとするデータベース 

(5)秘密の製造工程、プロセス、レシピなどの取引上の秘密 

出典：広瀬[2009] p.273。 

 

(3)『財務報告基準』第 10 号（Financial Reporting Standards 10: FRS 第 10 号）「のれ

んと無形資産（Goodwill and Intangible Assets）」        

 FRS 第 10 号によると、無形資産は「物理的実体がなく、識別可能であり、かつ管理また

は法的権利を通じてエンティティにより統制される非財務固定資産」であるという16。FRS

第 10 号の無形資産の要件は、物理的実体の欠如、識別可能性、管理可能性、統制可能性、

非貨幣性の五つである17。 
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 (4)日本の『企業会計原則』 

 日本の会計基準における無形資産に関する規定はかなり限定的であり、また、その多く

は貸借対照表における表示分類に関する事項である。したがって、米国の財務報告会計基

準や『国際会計基準』における無形資産のような厳密な規定はない。 

『企業会計原則』には、資産の認識基準については規定されていないが、第三の四(一)B

に、「営業権、特許権、地上権、商標権などは、無形固定資産に属するものとする」とし

て、無形資産に属する資産項目の例示を行っている。そして、営業権については、有償で

譲り受けまたは合併によって取得したものに限り貸借対照表に資産計上できるとしている

18。 

 インタンジブルズの価値測定による効果としては、ひとつには、利害関係者に開示され

る適正情報の充実が挙げる。投資家・経営者、内部・外部を問わずニーズにあった適正情

報が多ければそれだけ会計情報の有用性は高まる。さらに、企業の経営管理における経営

改革・改善の尺度となりうる可能性をもっている。企業評価を行う場合、従来は財務諸表

に基づいて計算された流動比率や負債比率、株主資本利益率（ROE）、総資本利益率（ROA）

などの経営指標が使用されてきた。つまり、企業規模や財務的な指標に左右されていた。

しかし、最近では企業としての成果や価値創造力の測定に焦点がおかれ、会計利益に修正

を加えた業績指標として、市場付加価値（Market Value Added；MVA）や企業付加価値

（Enterprise Value Added；EVA）などの新しい評価指標が示されている。これらの指標

は、無形資産価値を定量化するといった点で、従来の財務諸表を用いた経営指標と比べて

優れていると考えられる。 

 

3．管理会計におけるインタンジブルズの定義と分類 

 

  管理会計において検討されるインタンジブルズには、将来の経済的便益（Future 

Economic Benefit）が備わっていることが必要である。しかしながら、財務会計で要求さ

れる資産性に関するその他の要件19にも合致しなければならないというわけではない20。こ

れからの管理会計研究の焦点は、インタンジブルズを活用した知識主導型の戦略マネジメ

ントに移行していくことが予見される。今後、インタンジブルズによって生み出される企

業価値の割合がますます増えていくと思われる。 

 従来の会計学では財務会計が提供する情報と管理会計が提供する情報とを明確に区別し
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てきた。両者は峻別された世界の中で論じられてきた。しかし、インタンジブルズの研究

について事情は大きく異なる。インタンジブルズの問題は、財務会計でも管理会計でも盛

んに論じられており、かつその重点は財務会計の重点から管理会計に移行しつつある。管

理会計でもインタンジブルズの研究が盛んに行われるようになり、インタンジブルズ管理

の研究も行われるようになってきた。1980 年代に入って、投資家への情報提供やプロパテ

ント政策21の推進を目的として、知的資産やブランドの測定と評価がなされるようになった。

コーポレート・レピュテーションが企業価値に多大な影響を及ぼすようになってきた。1990

年代の半ばからは、コーポレート・レピュテーションもまた学際的な領域で議論されるよ

うになった。管理会計の立場からも、社会業績との関係からコーポレート・レピュテーシ

ョンの問題にアプローチする研究者が現れた。21 世紀の初頭になると、管理会計の領域で

は、人的資産、情報資産、組織資産をいかに戦略的に管理すべきかが本格的に議論される

ようになってきた。 

 インタンジブルズについて、その定義や分類に必ずしも定まったものはない。またそれ

らをどのように測定・評価するかについても、今もって必ずしも定まったものがあるとは

言えない。Blair＆Wallman によると、インタンジブルズは「財貨の生産またはサービスの

提供に貢献するかそれらに用いられ、その利用をコントロールする個人または企業に対し

て将来の生産的便益を生み出すと期待される非物的な要因」とされる22。また、Lev による

と、インタンジブルズは「イノベーション（新発見）、独自の組織デザイン、または人的資

源制度によって生み出される無形の価値源泉（将来のベネフィット（利益）に対する請求

権）」とされる23。 

 現代の企業にあっては、多くの企業価値創造の機会は、有形資産から、ブランド、ソフ

トウェア、卓越した業務プロセス、IT とデータベース、従業員のスキルやモチベーション

といった、インタンジブルズを使った知識主導型の戦略のマネジメントに移行してきた。

その理由は、21 世紀においては、企業が競争優位を確保するために、インタンジブルズの

有効活用が必須になってきたからである。 

 インタンジブルズの価値は、過去において日本企業および日本の多くの管理会計研究者

が得意としてきた原価低減による経営の効率化ではなく、ビジョンや経営戦略、および管

理会計研究者が比較的最近になって取り組み始めた組織のあり方によって決定づけられる。

それは、インタンジブルズ――情報技術（IT）、研究開発、技術革新、知的資産、ブランド、

コーポレート・レピュテーション、人的資産・情報資産・組織資産など――は一般に、経
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営方針や戦略的な活用方法によって企業価値の創造に多大な影響を及ぼしているからであ

る。 

 例えば、従業員の価値を最大限に引き出すには、優秀な従業員を採用するとともに、従

業員が能力を発揮できるような教育訓練、従業員の能力を引き出す経営トップのリーダー

シップ、従業員のサポートや企業と顧客をつなぐ IT、問題解決を促す組織風土が優れてい

なければならない。また、管理会計担当者には、測定可能な経済価値だけでなく、伝統的

な測定方法では測定困難と考えられていた社会価値や組織価値を高めて持続可能な企業価

値を増大させることも求められるようになってきた。そのため、管理会計においても企業

価値測定のためのマネジメント・ツールが必要になってきた。1990 年代になって現れたマ

ネジメント・ツールである戦略マップやバランスト・スコアカードを使えば、戦略や社会

価値・組織価値の生成のプロセスが明らかになる。その結果、これらのツールを使って、

インタンジブルズを可視化することで優れた戦略を策定し、コーポレート・レピュテーシ

ョンを高めることが可能になった。 

 以上、日本企業の置かれた状況が変化しただけでなく、管理会計それ自体がインタンジ

ブルズのマネジメントに果たす役割期待とその対応能力が飛躍的に増大してきたことが、

管理会計研究者がインタンジブルズのマネジメントに積極的に取り組むべき主要な要因に

なっている。 

 次に、インタンジブルズの分類について検討する。Kaplan＆Norton はインタンジブルズ

の本質的特徴を「差別化による優位性を生み出すための、組織内に存在する知識」であり、

「顧客のニーズを満たすための、企業内にいる従業員のケーパビリティ」であると述べて

いる24。Kaplan＆Norton の主張するインタンジブルズには、特許権、著作権などの知的財

産の他、従業員の知識、リーダーシップ、情報システムおよび作業プロセスなど、財務会

計では資産の範疇には入らない多様な項目が含まれている。管理会計の立場から、Kaplan

＆Norton25は、インタンジブルズを次のように整理している。 

 人的資産：従業員のスキル・才能・知識など 

 情報資産：データベース、情報システム、ネットワーク、IT インフラなど 

 組織資産：組織文化、リーダーシップ、従業員の方向づけ、チームワーク、ナレッジマ  

ネジメントなど 

 この分類は Edvinsson＆Malone の見解26と類似しているように見えるものの、Kaplan

＆Norton のインタンジブルズは、戦略の方向づけに焦点が合わせられていて、レピュテー
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ションに係る資産が除外されていることに特徴がある。例えば、顧客資産でも Kaplan＆

Norton の扱っている事項は限定的でしかない。インタンジブルズの価値は、企業の戦略の

実行を支援する能力から引き出される。しかも、その価値を個々に独立して測定すること

ができない。そこで、経営者は人的資源や IT資源を戦略へと方向づけることが必要になる。 

 例えば、人的資産評価については、若杉教授および野口講師が次のような評価方法を挙

げている27。 

 ①支出原価法（人的資産に対して支出された額で評価する） 

 ②取替原価法（人的資産取替えに要する額で評価する） 

 ③せり価格法（人的資源がせり落とされる額で評価する） 

 ④経済価値法（人的資源が企業の経済価値に占める割合で評価する） 

 ⑤暖簾評価法（企業収益力の平均値を超える超過分を還元して評価する） 

 ⑥給与還元法（定年までに支払う給与の割引現在価値で評価する） 

 また、組織資産評価については、Carmeli＆Tishler28はイスラエルの組織の業績が六つの

組織要因（組織能力、人的資本、内部監査、労働関係、組織文化、組織の評判）によって

よく説明されることを検証している。 

 近年では、蜂谷教授および Ramirez＆Hachiya29は組織資産というインタンジブルズにつ

いてその測定と特性について分析を行っている。そして、寺崎教授30は組織資産と研究開発

および、組織資産とブランドの補完性について検証を行った結果、組織資産が売上高に対

して有意な影響を与えていることを確認している。また、R&D や広告宣伝費が有意に売上

高に影響を与えていないことも副次的に検証している。 

 

4．インタンジブルズ概念の比較検討 

 

ここで、インタンジブルズの財務会計上の分類と管理会計上の分類を比較してみたい。

財務会計におけるインタンジブルズとは無形資産のことであり、取得無形資産と自己創設

無形資産に分類される。取得（Acquisition）とは外部との直接取引により取得することを

いう。一方、自己創設（Internally Acquisition）とは企業内部で生成することをいう。 

財務会計における無形資産は、さらに識別可能性（Identifiability）によっても分類され

る。識別可能性は、のれんと他の無形資産を区別するために設けられた規準である。企業

価値から独立して評価できれば識別可能無形資産、できなければ識別不可能無形資産、す
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なわちのれんとなる。 

財務会計における無形資産の主要論点は無形資産の認識（Recognition）と償却

（Amortization）の可否の二つである。無形資産の認識は、貸借対照表上の資産として計

上できるかどうかという論点である。例えば、研究開発やソフトウェアのように無形資産

の計上は、多くの国々の会計基準でも重要な論点になっている。 

償却の可否は、認識した無形資産を償却するがどうかという論点である。建物や機械装

置など有形固定資産であれば、耐用年数が有限であることは明らかなので、減価償却は当

然のこととされているが、無形資産には耐用年数が存在しないので、償却には政策的に行

われている。 

これに対して、管理会計におけるインタンジブルズとは、すでに述べたように「差別化

による優位性を生み出すための、組織内に存在する知識」であり、「顧客のニーズを満た

すための、企業内にいる従業員のケーパビリティ」である。Kaplan＆Norton の著作31を参

考にすれば、管理会計の立場から、インタンジブルズは図表 2 のように整理できる。 

 

図表2 Kaplan＆Nortonによるインタンジブルズの分類 

 

インタンジブルズの分類 内    容 

人的資本 戦略的プロセスを実行するために必要となる人材（そ

の人材がもつスキルやナレッジ） 

情報資本 戦略を実行するためのデータベースや情報システム

などのITインフラヤアプリケ-ション 

組織資本 組織文化やリーダーシップ、チームワークなど 

 

Kaplan＆Norton によるインタンジブルズでは、戦略の方向づけが知的資産に焦点を合わ

せられていて、レピュテーションに関わる資産が除外されていることに特徴がある32。例え

ば、顧客資産でも Kaplan たちの扱っている事項は限定的でしかない。それだけマネジメン

トのターゲットが明確だとも言える。 

以上の議論を踏まえたうえで、広瀬教授によるインタンジブルズの概念と櫻井教授によ

るインタンジブルズの概念を比較してみたい（図表 3 を参照されたい）。 
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図表 3 広瀬教授と櫻井教授によるインタンジブルズ概念の比較 

 

 広瀬教授の見方 櫻井教授の見方 

 

 

 

定義 

物理的形態または金融商品としての形

態（株券または債券）を有しない将来

のベネフィットに対する請求権、コス

トの削減をもたらす特許、ブランドお

よび独自の組織構造（例えばインター

ネットによる販売チェーン） 

財貨の生産またはサービスの提供に

貢献するかそれらに用いられ、その利

用をコントロールする個人または企

業に対して将来の生産便益を生み出

すと期待される非物的要因 

 

分類 

マーケティング関連、顧客関連、芸術

関連、契約、技術に係るインタンジブ

ルズに分類されている 

ソフトウァア、ブランド、知的資産、

レピュテーション、研究開発費、顧客

情報、人的資産・情報資産・組織資産

などが挙げられる 

主要な関連

要素 

新発見、組織上の慣行、人的資源 知的財産、オフバランス無形資産、無

形資産 

管理の重要

性が高まる

要因 

営利企業の組織構造の実質的変化、な

らびに広範囲に及ぶ IT および科学的

イノベーションが集合した結果 

商品自体が無形物の複合体であり、価

値創造が戦略によって決定づけられ

る、戦略マップなどのマネジメント・

ツールが用いた結果 

 

(1)広瀬教授によるインタンジブルズの概念 

 財務会計の研究者である広瀬教授は、「インタンジブルズは、具体的な形態をもたない（金

融資産以外の）非貨幣性資産をいう」33と述べた。最近では、有形資産に代わり、インタン

ジブルズが企業バリュー・ドライバーになりつつある。この傾向は、自社内に製造設備を

もたずに、研究開発活動のみに従事し、製造活動は外部にアウトソーシングする IT、コン

ピュータ関連製造などのファブレス・カンパニー、バイオ・ベンチャーなどで顕著である。 

今日の経済においては、ブランド、特許権、コンテンツ、研究開発費、情報ネットワー

ク、従業員の能力などのインタンジブルズが企業バリュー・ドライバーになっている。日

本の企業会計制度においては、法律上の権利を表す資産（例えば、特許権、実用新案権、

商標権、著作権、借地権、鉱業権、電気・ガス利用権など）と経済上に優位性を表す資産
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であるのれんなどから構成され、いずれも支払対価をもって取得原価とされている。自社

実施または自社利用と他社実施または他社利用（ロイヤルティを授受するライセンス）の

ブランド、特許権、コンテンツに大別されていると言え、これらの多くは、従来、のれん

と見なされてきたものであるといってよい。 

(2)櫻井教授によるインタンジブルズの概念 

管理会計の研究者である櫻井教授は、「インタンジブルズとは、知的財産、オフバランス

の無形資産および無形資産になる」34と述べた。知的財産は法的にも何が含まれるかが明ら

かである。しかし、管理会計の主要な研究対象となりうるオフバランスの無形資産および

無形の資産については、専門領域によっても論者によっても見解の相違がある。最も大き

な違いのひとつは、会計学者と違って、経営学者はエクイティ側の資本の問題として捉え

るのが一般的だということである。しかし管理会計では、経営者によるマネジメントが主

要な研究目的であるから、貸借対照表の借方側の問題として認識・測定することによって

はじめて、効果的な管理方式が明らかになってくるのではないかと考える。 

 知的財産に関する研究は主に財務会計で行なわれてきたが、1990年代以降、Belkaoui35、 

越智氏36によって代表される電通のグループおよび櫻井教授によって行なわれた研究、オフ

バランスの無形資産との関係でコーポレート・レピュテーションを考察したものが現れて

いる。一方、Kaplan＆Norton37の研究は、インタンジブルズとの関係で人的資産・情報資

産・組織資産のマネジメントを管理会計の立場から研究しているものと言える。 

 

5．管理会計におけるインタンジブルズの課題 

 

 今日の企業経営においてインタンジブルズの重要性は無視できない。経済価値、企業価

値の源泉が有形資産から無形資産であるインタンジブルズへと移っていくのに伴い、経営

におけるマネジメントの重点も有形資産からインタンジブルズへと移行しつつある。特許

権や著書権に代表される、貸借対照表に記載される知的資産のほか、ブランドや顧客、人

的資源といった、伝統的な意味では無形資産と言えないものを含め、具体的には、レピュ

テーション、顧客エクイティ、ITとデータベース、従業員のスキルとモチベーションなど

が注目すべきインタンジブルズとして挙げられる。 

  インタンジブルズの管理上の特徴として、次の2点を指摘することができる。第一に、ど

のように創造され、利用されるかにより価値が異なる。その価値は戦略に依存する。第二
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に、他の資産と結びついて価値をもたらすため、そのマネジメントにおいては複合的なマ

ネジメント・システムが求められる。すなわち、インタンジブルズのマネジメントにおい

ては、インタンジブルズを戦略的かつ統合的なマネジメント・システムにどのように組み

入れるかが大きな課題となる。 

Blair＆Wallman38によれば、インタンジブルズは次の三つに分類される。第一が、所有、

売却が可能な資産であり、例として特許権やブランド・商標などがある。第二が、管理可

能であるが、分離して売却することができない資産であり、例として開発途上の研究開発

投資やレピュテーション、独自の経営管理システムや業務プロセスがある。そして第三が、

企業によって完全には管理できないインタンジブルズであり、例として人的資源やコア・

コンピテンシー、組織資本、リレーションシップ資本がある。すなわち、Blair＆Wallman

はインタンジブルズを最も管理が難しい「資産」と位置づけている。 

 インタンジブルズは、多くの企業にとって有形資産や金融資産よりもはるかに大きい潜

在的な価値を秘めている。しかも、競合他社はそれを容易に模倣できないから、インタン

ジブルズは競争優位性を維持するための強力な手段となる。しかし、このようなインタン

ジブルズの価値を会計的に測定することは困難である。それは、判断する主体によって評

価額が異なるという理由だけでなく、インタンジブルズ自体で価値を創出できず、他の資

産と組み合わされてはじめてその潜在的な価値を実現する可能性が出てくる性質をもって

いるからである。 

企業がインタンジブルズを重要視する傾向は、IT 産業の発達、新製品・新技術の開発な

どによってインタンジブルズの価値が著しく増加したことに起因している。インタンジブ

ルズが利益創出の源泉になるのは時代の趨勢からして避けられない。 

資産は将来の経済便益の源泉を意味するが、インタンジブルズは必ずしも将来のキャッ

シュフローを保証するものではないために発生可能性という条件に抵触する。例えば、研

究開発費は研究開発の成否によって企業業績に多大な影響を及ぼすことになるが、将来キ

ャッシュフロー発生の不確実性が高い項目である。インタンジブルズ値は企業の経営戦

略・方針の変更や企業環境の急激な変化によって著しく変動するだけでなく、ほとんどの

インタンジブルズは活発な市場を有していないため将来の経済的便益発生の可能性を測定

および見積りすることが困難である。 

インタンジブルズの質的特性を前提に資産計上を鑑みると、そこには種々の障壁が存在

していることがわかる。インタンジブルズの資産計上の障壁要因は、測定困難性、不確実
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性、活発な市場性の欠如などである。例えば、インタンジブルズの中の製造技術やノウハ

ウは企業組織に蓄積されるのではなくて従業員に付随するので、その従業員の退職によっ

てインタンジブルズは消失することになり、将来の経済的便益が企業に帰属しない事態が

生ずることになる。また、インタンジブルズの種類によっては外部に依存し、また蓄積さ

れるものもある。例えば、ブランドイメージは顧客に依存し、顧客によって蓄積されるの

で、企業のブランド力は顧客の企業価値に対する評価いかによって左右される。このよう

に、従業員や顧客に関係するインタンジブルズを企業が完全に支配・維持することはでき

ない。 

業績評価における財務業績偏重への反省からKaplan＆Nortonによって生み出されたバ

ランスト・スコアカードは、戦略マップという新たな仕組みも加わり、戦略との連携を強

化させてきた。バランスト・スコアカードと戦略マップの研究は、近年ではインタンジブ

ルズを戦略実行にどのように結びつけるかという観点でも行われている39。具体的には、

Kaplan＆Norton40において、Blair＆Wallman41やLev42の研究に触れつつ、インタンジブ

ルズ（顧客関係、革新的な製品とサービス、質が高く応答性の優れた業務プロセス、ITと

データベース、従業員の組織能力、スキル、モチベーション）とそのマネジメントの重要

性を早くから指摘している。Kaplan＆Norton43では、インタンジブルズを人的資本、情報

資本、組織資本の三つに分類し、バランスト・スコアカードと戦略マップを使って、これ

らインタンジブルズの創出と戦略への「アラインメント（整合）」を図ることを提唱し、

その創出・整合の評価としての「レディネス」概念を提示している。また、Kaplan＆Norton44

は、インタンジブルズの創出と活用に支えられた戦略の記述と実行に向けた、企業全体と

しての戦略へのアラインメントによる「シナジー」を強調している。 
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第 1 章 注 

                                                   
1 ブルッキングス研究所(The Brookings Institution)は、米国の代表的なシンクタンクであ

る。1916 年にロバート・S・ブルッキングスによって「政府活動研究所」として創立。

その後経済研究所や公共政策大学院を統合して 1927 年に現在の体制となった。中道・

リベラル系のシンクタンクとして長い伝統と実績を残していて、とくに民主党政権には

政策的な影響を及ぼすとともに、人材を輩出してきた。 
2 例えば、日本会計研究学会第 64 回大会特別委員会最終報告[2005]を参照されたい。 
3 知的財産戦略会議[2002b] 
4「無形固定資産の範囲：営業権、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、
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第２章 インタンジブルズとしてのマーケティング資産 

 

1．マーケティング資産会計 

 

1986年、European Journal of Marketingは「マーケティング資産会計（Marketing Asset 

Accounting）」というタイトルの特集号Vol.20, No.1を発行した。そこで、マーケティング資

産会計の由来、目的および理論的根拠が示された。また、マーケティング資産会計の問題点、

マーケティング資産の性質、マーケティング資産の重要性およびマーケティング資産測定の

重要性が示された。そこで、以下においては、この文献を参考に、インタンジブルズとして

のマーケティング資産について検討したい。 

多くのマーケティング資産のインタンジブルズとしての性質は昔から強調されていた。

社会経済学者 Veblen はインタンジブルズが非物理的富（Immaterial Wealth）と定義して

いる1。1960 年代、Sands が不完全競争の条件として一般的にインタンジブルズの存在が

あることを述べている2。彼はマーケティング資産が企業にとって利益を生み出す条件であ

ると主張した。また、Vaughan は、マーケティング資産は貸借対照表には記載されないが、

企業価値に大きな貢献を果たしているので、マーケティング資産であるインタンジブルズ

を企業資産として認識している3。 

インタンジブルズは通常二つのグループに分類される。ひとつは確定的な寿命をもつイ

ンタンジブルズ、償却の対象となる、もうひとつが確定できない寿命をもつインタンジブ

ルズを含むグループである。 

特許権、フランチャイズ、賃貸権、ライセンスなどは、一定の期間を付与され、定額法

により償却することが認められている。確定できない寿命をもつインタンジブルズの場合

は、米国で会社合併において得られる限り、FASB は最大期間 40 年間にわたって償却さ

れている。 

Avery は特定の業界で米国企業がインタンジブルズを償却するための共通のアプローチ

を使用する傾向があると結論を付けた4。インタンジブルズの会計処理で二つの最も一般的

な方法は直線法（56％の場合）によって償却される、また、支出があった期間において収

益とその費用を償却する（35％の場合）。特許権とリースは、通常一般的に後者を使われ

ていた。著作権や研究開発費、ライセンスおよびフランチャイズで、前者のカテゴリーを

使う。 
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次に、マーケティング資産の会計問題について検討したい。 

 

2．マーケティング資産概念 

 

(1)マーケティング資産の会計問題 

資産を、価値を生み出す経営資源と考えるなら、土地、建物、工場などのような有形資

源は比較的簡単に資産と定義できるが、他方、例えば、研究開発、人的資源そして販売権

といった無形の資源も資産として定義できるように思われる。企業会計における有形資産

の評価は戦略目的のための妥当性に一定の限界があると考えられているが、インタンジブ

ルズにとってそのことはさらに一層あてはまる。 

これらインタンジブルズの中で最も重要なのが販売権（Market Franchise）、あるいはマ

ーケティング資産と呼ばれるものである。以下においては、それら資産の本質、その重要性、

そして、戦略的意思決定における評価の必要性について考えてみたい。 

(2)マーケティング資産の内容 

マーケティング資産の特定の概念はこれまで、管理会計分野でも、マーケティング分野理

解を得ていないが、いくつかの興味深い指摘が存在していることも事実である。例えば、

King は、企業の資産および強みを識別するには、次のようなことを考慮する必要があるこ

とを示唆している5。 

①マーケティングの専門知識 ―― 顧客、取引、のれん、契約、流通、輸送、販売部門

の人々とスキル、ブランド商品のマーケティングの経験、広告、包装、商品化計画、

消費者調査、特殊技術（例えば、通信販売）、および経営者のスキル、ならびに、 

②消費者との関係 ―― 消費構造についての直接的経験や研究の知識、人々の行動と動

機、そして最も重要なこととして、企業やブランドの評判 

上述のリストからある一定の特性が明らかになる。マーケティング資産は無形のもの

（インタンジブルズ）であり、ブランド認知あるいは販売部門の生産性といった中間的指

標によってのみ測定可能であり、通常は資源の投資を通じて形成され、できるだけ早く償

却されるのれん以外のものであり、事業単位の明瞭な能力のあらゆる概念の中心にあるも

のである。 

 PIMS（Profit Impact of Marketing Strategies）の考え方から、次の三つの要素を追加

する必要がある。 
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 ③市場シェア ―― 主要な競合他社と比較して、経験効果ならびに価格および収益性に

関連する 

 同様に販売権の概念に買い手あるいはロイヤルティを追加することができる。 

 ④ブランド・ロイヤルティ ―― 買い手とブランドの特性または同一性の間にある永続

的関係 

流通専門知識によって表される資源も追加できる。 

 ⑤物流の専門知識 ―― 受注、荷役、配送、保管などにおけるスキル、経験および規模 

 さらに、Levitt が指摘する「差別化を通じてのマーケティングの成功」6に従うなら、次

のことが含まれる。 

⑥マーケティング組織 ―― 環境と相互作用し、社会的交換を促進するための構造上の

編成 

 こうしたリストをさらに追加して、時間をかけて改善して、そして重要な成功要因が見

つかれば、マーケティングに適用できるようにかもしれないが、現時点で指摘できるのは、

マーケティング効果の無形のアウトプットの大部分は持続的な価値評価可能な資産として

考えられるということである。 

  マーケティング資産の重要性はそれ自体、ビジネスを継続的に行う基礎と企業を発展さ

せるための基盤を提供するという意味で容易に理解できる。例えば、Piercy は、図表 1 の

ように、家具製造会社にとってマーケティング資産がどのように事業発展の方向性を示唆

するために使えるかについて示した。 
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図表 1 家具製造会社におけるマーケティング資産 

 

マーケティング資産  探求すべきビジネスの方向性 

マーケティングの専門知識 

消費者 百貨店 

 

 

家具販売店 

他の家具、耐久財 

カーテンなど 

床シートや壁紙 

他の家具 

家庭用品（照明など） 

セールスマン  最も耐久性がある製品 

技術 受注/配送 

郵便注文/カタログ 

広告 

最も耐久性がある製品 

幅広い家庭製品 

あらゆる家庭用品が力強いデ

ザイン要素をもつ 

保管/ 

郵送 

 移動 

配送サービス 

コンテナ 

消費者との関係 

要求と欲望を理解すること 物理的快適さ 

 

 

社会的要求 

 

装飾/権威 

寝具 

他の家具 

電気用品 

レシャー製品、収納 

事務用備品 

装飾 

家全体の家具 

企業 

評判/イメージ 

 デザイン観と結びついた家庭

製品 

出典：Piercy[1986] p.11.  
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3．インタンジブルズとしてのブランド 

 

 ブランドとは、一般的には商品・サービスの象徴となるものである。ある商品・サービ

スを、他の商品・サービスと差別化するための名称、シンボルマーク、色模様、さらには

消費者が商品・サービスと直接的または間接的に接触するときに想起させられる周辺的イ

メージもブランドと呼ばれることがある。近年では、マーケティング分野のみならず、経

営戦略やファイナンス分野においてもブランド価値が注目されており、欧米における企業

買収や企業合併の際にはブランドが考慮すべきインタンジブルズとして評価されている。

経済的にブランドがもつ価値は、のれんと同様、超過収益力として表現され、他社と同一

の機能・性能をもつ商品を販売する場合に他社よりも高い価格で売れるのならば、それは

ブランド価値となり、他社よりも高く付けた値段の差額が超過収益力となる。また、会計

上ブランドの価値は企業合併の際にのれんとして計上される。高いブランド価値をもつ企

業は、市場で評価されることで純資産以上の時価総額をもつことになり、その純資産以上

の時価総額の差額がのれんとなる。 

 ブランドへの注目は 1980 年代の終わり頃から、欧米を中心に始まった。1988 年にマー

ケティング・サイエンス・インスティチュート（Marketing Science Institute）における

カンファレンスでブランドがテーマとして取り上げられ、さらに 1991 年にはサンフラン

シスコで開催された「広告と消費者心理」会議において、ブランド価値のひとつであるブ

ランドエクイティがテーマとして取り上げられた。この間に Aaker による Managing 

Brand Equity が 1991 年に出版されている。Aaker によって、提案されたブランドエクイ

ティ概念はマーケティングや広告分野における研究者・実務者の関心を引き起こしただけ

でなく、管理会計分野の研究者たちにも大きな影響を与えた。 

(1)ブランドエクイティ 

 ブランドエクイティはブランドに帰属する企業価値だが、その価値は必ずしも会計学的

な意味での価値、すなわち、貨幣的尺度で表された価値に限定されない。例えば、広告・

マーケティング分野におけるブランドエクイティ研究の第一人者である Aaker はブラン

ドエクイティについて次のように論じている。 

 ブランドエクイティとは、ブランドをもつ資産価値のことである。ブランドエクイティ

を捉えるときには、｢ブランド認知｣、｢知覚品質｣、｢ブランド連想｣、｢ブランド・ロイヤル

ティ｣、｢他の所有権のあるブランドエクイティ｣の五つの要素に分解している7。 
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①ブランド認知 

ブランド認知（Brand Awareness）とは、そのブランドが「どの程度知られているか」

と同時に、「どのように知られているか」を指す。顧客はなじみのあるものを好み、信頼す

る傾向があるので、他の条件が同じであれば、認知度の高いブランドの方が選択される可

能性が高くなる。 

②知覚品質 

知覚品質（Perceived Quality）とは、顧客がある製品やサービスを、各自の購入目的に

照らして代替品と比べて際に知覚できる品質や優位性である。いくつかの製品やサービス

を比較したとき、顧客はこれらの知覚品質が高いと思われるブランドを好む。企業がいく

らこの機能を高めた、新成分を配合したと言っても、顧客にとって意味のないものであれ

ばブランドエクイティを高めることにはつながらない。 

③ブランド連想 

ブランド連想（Brand Association）とは、顧客がそのブランドに関する連想できるすべ

てのものを指す。ブランド連想は、競合との差別化の重要な基盤になるので、ポジティブ

で強い連想を顧客の心の中に刻み込んでもらうための努力が必要となる。 

④ブランド・ロイヤルティ  

ブランド・ロイヤルティ（Brand Loyalty）とは、顧客がブランドに対してどのてきど

忠誠心また執着心をもっているかということである。ロイヤルティが高いほど、顧客は他

のブランドにスイッチしにくいため、企業は安定的な収益が得やすくなる。 

⑤他の所有権のあるブランドエクイティ 

特許、商標権、顧客とのつながりなどを指す。これらは競争相手からの攻撃を防ぐ力を

もつ資産である。 

 (2)コーポレートブランド 

Aaker が提唱ブランドエクイティ概念8は、企業が所有する個々のブランドについてだけ

でなく、企業全体の価値の問題にも適用可能であるが、企業価値の創造にインタンジブル

ズが大きな影響を及ぼすようになったことについては伊藤教授も、企業経営における競争

力の源泉が、情報化によって有形資産からインタンジブルズに移行しつつあること、そし

て、インタンジブルズの代表と言えるものが「コーポレートブランド」であると述べてい

る9。 

ブランドというと、一般には、プロダクト・ブランドまたは製品ブランドを意味する。
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しかし同時に、それを生産した企業のイメージであるコーポレートブランドを連想するの

とも多い。その理由は、ブランド力の高い商品・サービスを提供するには、優れた技術力

と製品・販売能力をもつ組織が十分に整備されているとみなしうるからである。そのため、

現実にはプロダクト・ブランドと、プロダクト・ブランドを背負った企業のブランドを含

意するコーポレートブランドの特徴を明確に区分することは困難である。 

伊藤教授はコーポレートブランドには、「①株主、顧客、従業員のイメージを決定づけ

る無形の個性であること、②株主価値を強調し、企業価値をもって欧米流に資本コストを

上回るキャッシュフローであるとしていること、③ブランドの評価に、および④ブランド

は相続遺産的な性格をもつため、“ブランドマネジメント”の問題ではなく、財務会計と連

動した“評価”に最大の関心がある、といったに特徴がある」と述べた10。 

 伊藤教授が構想するコーポレートブランドには、ステークホルダーの一部である株主、

顧客、従業員の価値を高めることで株主に価値を約束する無形の個性として捉えている。

コーポレートブランドは製品やサービスではなく企業のブランドであるから、コーポレー

トブランドは個別ブランドよりも後述するコーポレート・レピュテーションとの類似点が

多いので、改めてコーポレート・レピュテーションのところで検討したい。 

 

4．インタンジブルズとしてのレピュテーション 

 

レピュテーション（Reputation）に関する研究は、欧米では1990年代に遡ることができる

が11、日本で本格的な研究が始まったのは、21世紀入ってからである。レピュテーションに

関する研究は主に、CSR（Corporate Social Responsibility；企業の社会的責任）とコーポ

レート・レピュテーション12、コーポレート・レピュテーションとブランド13、コーポレー

ト・レピュテーションと企業経営14などの関係に基づいて進められている。 

レピュテーションが重要視されるようになった背景には、企業による一連の事故や不祥事

がある。Fombrun＆van Rielによれば、レピュテーションが重視される理由として企業のグ

ローバリゼーション、情報化の進展、製品の均質化、メディアの影響力、飽和状態の広告、

そして行動に出るステークホルダーなどが挙げられている15。 

日本においては、コーポレート・レピュテーションと企業価値の関係について、企業内研

究者がノーベル化学賞を受賞した島津製作所の事例を検証した研究16がある。この事例は、

ノーベル賞受賞によって同社の企業イメージが大きく向上し、企業価値も向上した例として
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挙げられている。もし、コーポレート・レピュテーションと企業価値が関連しているならば、

レピュテーションを管理できる企業は、上記の島津製作所と同様に、企業価値を向上させる

ことができる。また逆に、管理できない企業はレピュテーションの毀損によって、企業価値

を低落することも考えられる。したがって、いかにコーポレート・レピュテーションを適切

に管理することが重要なのである。以下においては、レピュテーションに類似する諸概念を

整理し、コーポレート・レピュテーションの概念を明らかにしたうえで、コーポレート・レ

ピュテーションの資産性を検討し、レピュテーションと企業価値との関連性を確認する。 

レピュテーションは一般的には、風評あるいは評判と解釈されるが、評価の意味合いも含

まれる17。コーポレート・レピュテーションの定義には、三つの要素が含まれる必要がある。

第一は、評判を形成するのはステークホルダーである。第二は、経営者および従業員による

行為がコーポレート・レピュテーションを形成する。第三は、過去の行為だけでなく、現在

の活動と将来の予測情報もコーポレート・レピュテーションの影響を及ぼす。以上から、櫻

井教授はコーポレート・レピュテーションのことを、「経営者および従業員による過去の行

為の結果、および現在と将来の予定情報のもとに、企業を取り巻くさまざまなステークホル

ダーから導かれる持続可能な競争優位」18と定義する。以上に加えて、コーポレート・レピ

ュテーションは企業に持続可能な競争優位を与えること、また競争優位を得るためにはコー

ポレート・レピュテーションは企業価値を高めるインタンジブルズとして認識し測定するこ

とが必要だと考えられる。 

コーポレート・レピュテーションは、企業の内的な問題──組織構造、組織文化、ビジ

ョン戦略、リーダーシップ、CI（Corporate Identity）背景にして、経営者と従業員、株

主、顧客、債権者、一般生活者、メディア、サプライヤーなどがその企業をどう見ている

かを反映したものである。コーポレート・レピュテーションが高まることと並行して、そ

の経済価値、社会価値、組織価値が高まり、企業価値も増大する。組織要因であるリーダ

ーシップが発揮され、組織学習や法令順守などが着実に実施されることで、内部要因とし

ての卓越した製品開発、生産方式、内部統制、リスクマネジメントが行われ、優れた製品

やサービスが提供されることで、顧客要因としての合理的な価格、高い品質、サービスの

良さを認知した顧客を満足する。また一方で、株主要因である原価低減や資産の有効利用

がなされて顧客価値が向上し、ロイヤリティの高い顧客がより多くの製品・サービスを購

入してくれる。これらの結果、収益が増加し、株主満足、顧客満足、従業員満足が図られ、

経済価値、社会価値、組織価値からなる企業価値が増加すると想定される。 
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 Fombrun＆van Riel19によれば、コーポレート・レピュテーションのもつ効果は、まず、

従業員との関係で、就職、勤労、勤続の意思決定に影響を与える。良いコーポレート・レ

ピュテーションは就職希望者を数多く引きつける。また、好ましい企業であるというレピ

ュテーションは、帰属意識を高める過程において従業員のロイヤリティ、モチベーション、

参加意識、コミットメントを加速させる働きがある。 

 そして、コーポレート・レピュテーションは、顧客の購買意思決定にも影響を与える。

好ましいレピュテーションは企業の信頼性を高め、企業のもつ好意的印象の高さを製品に

転化することができ、新規顧客に獲得、価格プレミアムの確保、既存顧客のリピート購入

につながる。その結果として、企業は継続して売上を増加させることができる。 

 また、コーポレート・レピュテーションは、投資家の意思決定にも影響を及ぼす。第一

に、良いレピュテーションをもつ企業のポートフォリオは、市場平均以上のパフォーマン

スを上げることができるため、投資家はレピュテーションの高い企業に投資すると考えら

れる。例えば、良好なレピュテーションをもつ企業のポートフォリオは、相場上昇時には

S&P500 よりも良いパフォーマンスであることが示されている20。第二に、Helm が実証

しているように、コーポレート・レピュテーションは、投資家の満足度とロイヤルティに

影響を与えている21。 

 さらに、コーポレート・レピュテーションは、アナリストのレポート内容の表現に影響

を及ぼす。Fombrun＆van Riel では、レピュテーションを高めるために広告代理店が実施

したある大手企業向け広告キャンペーンが当該企業の担当アナリストに影響を及ぼしてい

たことが報告されている22。 

 コーポレート・レピュテーションは、あらゆるステークホルダーから企業がどのように

見られているかを映し出す鏡であり、さまざまなステークホルダーを引きつける磁石でも

ある。そして、引きつけられたステークホルダーの行動が企業にさまざまな影響を与える。

その結果、レピュテーションを適切に管理できれば企業価値を高めるドライバーとなり、

逆に不祥事などでレピュテーションが毀損すれば、企業価値を低落させるリスクにもなり

える。それゆえ、今日の企業環境においては、企業の経営者は自社のレピュテーションに

つねに関心を払い、レピュテーションマネジメントによって企業価値を高めていくことが

重要となる。 
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5．インタンジブルズとしての顧客 

  

1990 年代以降のマーケティング研究において、高度情報か社会の進展に伴い、顧客を獲

得し、維持することが事業を行ううえで最も重要であるという考え方を背景に、「顧客との

長期的関係維持」に重点がシフトしつつある。例えば、日本では嶋口教授によって言及さ

れてきたリレーションシップマーケティングの考え方はこの顧客との長期的関係の維持を

中心的なマーケティング課題として捉えている 23。同様に顧客満足（Customer 

Satisfaction）も、顧客のための最善の方策という点にマーケティングの中心的役割を置い

ている。このようなマーケティング論の文脈において勃興しつつある顧客関係維持の動き

の中に、ブランド論を位置づけられることもできるが、ブランド論それ自体はその中に従

来の交換としてのマーケティング論の根幹部分に触れる問題を提起するものである。 

 多くの企業にとって、顧客がその企業の有する諸々の経営資源うち最も重要な要素であ

ることは明らかである。もちろん企業の顧客価値は、その企業の企業価値すべてではない。

物的資産、コアコンピタンス、知的資産なども価値を生み出す。しかし、企業が現在有し

ている顧客こそが、最も確実で信頼できる将来収益の資源なのである。したがって、この

顧客をどのように活用するかが、企業の意思決定の中心課題となる。そしてこの課題の一

貫性をもって実行することが、企業に強力な競争優位をもたらすのである。 

 顧客をインタンジブルズのひとつとして取り扱うにあたっては、島田教授と櫻井教授に

よる研究が大い参考となる。そこで、論じられた重要な概念には以下のようなものがある。 

(1)顧客収益性分析 

顧客収益性分析には次の二つの視点がある。ひとつは企業の収益性を高める立場から顧

客を分析する視点、もうひとつは顧客満足の立場から考察する視点である。 

管理会計においては、ABC（Activity-Based Costing；活動基準原価計算）・ABM

（Activity-Based Management；活動基準管理）を用いて、顧客別収益性を測定するこ

とによって、コスト管理に役立てることを主要な目的とする。櫻井教授に従えば、ABCを

用いて顧客別収益性を測定すると、事業活動に関する一般的な「20 /80ルール」、すなわち

収益性の高い20％の顧客で事業単位の全売上高の80％が生み出されているという経験則

が発見されるから、収益性の低い顧客との取引の販売から撤退すべきという考え方が成り

立つ。これは典型的な顧客収益性分析による考察である24。 

 管理会計の研究者は、一般的に顧客の視点の中で顧客の収益性を高める方法を検討して
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きた。Kaplan＆Narayananは顧客の視点の重要性を説いているが、そこでの主要な論点

は、企業の顧客収益性をいかに高めるかにある25。 

 これに対して、マーケティング理論においては、顧客満足を扱った研究が多い。島田教

授によれば、顧客を維持するためには顧客満足を高めることが不可欠である26。顧客を維

持する割合（顧客維持率）を高めることが企業全体の収益性を高めるという考え方に基づ

いて、企業は顧客満足を高めて顧客維持率を一定以上に保つことで収益性向上を図ること

になる。ただし、顧客満足が高い顧客が高い収益性を示すことは恒常的に成立するわけで

はない。言い換えれば、個々の顧客に対して企業は顧客満足を高めることに成功したとし

ても企業全体の収益性が向上することは保証されない。企業が顧客満足を高めるために消

費する経営資源は収益獲得をもたらすとともにコストを発生する要因にもなるので、企業

の収益性を確保するためには収益とコストのバランスを保ちつつ顧客満足を高めていく必

要がある。 

 顧客収益性分析は顧客セグメントにおける収益性を測定することを目的としているが、

顧客セグメントにおける顧客満足を測定しているわけではない。すなわち、収益性が良好

な顧客は顧客満足が高く、良くない顧客は満足度が低いということを示すものではない。

管理会計における顧客収益性分析はABC・ABMの手法を用いて、コスト削減を実施して

企業全体の収益を高めることを目的としている。それぞれの顧客セグメントにおけるコス

ト削減は顧客満足の向上と直接につながるものではない。逆に、コスト削減する場合、そ

れに伴って顧客満足が低下することがあれば顧客の退去や顧客セグメントにおける収益の

減少を招くが考えられる。そのゆえ、顧客収益性分析はコスト削減が個々の活動が顧客満

足とどのように関連しているという分析ために必要になってくる。 

 (2)顧客セグメント分析 

  顧客セグメント分析の方法について、管理会計および原価管理と、マーケティング理論

との間には大きな差異がある。 

 マーケティング理論において、マーケティングコストの支出による効果は企業内に蓄積

し、多期間にわたって収益獲得に貢献するとしている。したがって、既存の顧客は企業に

とってブランド価値と同様に企業のインタンジブルズとして認識される。そこで、管理会

計では顧客を顧客セグメントの将来キャッシュフローの割引現在価値に基づいて評価する

ことになる。 

 管理会計および原価管理では、コストを一定期間において事後的に測定し分析する。し
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たがって、顧客セグメント分析において、長期にわたって顧客セグメントの収益性を分析

することは可能であるが、各期間における収益性分析の結果を関連づけて経営意思決定に

反映する方法が存在しない。マーケティング理論と管理会計および原価管理における顧客

セグメント分析の違いを明確にし、経営意思決定に役立つ方法として構築することが必要

である。 

(3)顧客生涯価値分析 

 顧客生涯価値分析（Customer Lifetime Value）は各顧客セグメントがもたらす将来キ

ャッシュフローの割引現在価値により顧客セグメントの生涯価値を算定し、顧客獲得コス

トと比較分析し、顧客の有効性を判断するものである。 

 管理会計ではマーケティング管理者に裁量権があるマーケティングコストの支出につい

て、その有効性を評価し、適切な支出を図る必要がある。将来キャッシュフローの割引現

在価値は顧客セグメントの生涯価値を算定するので、顧客獲得コストの有効性を判断する

のに適している。しかし、事前にコストを算定する分析であるので将来キャッシュフロー

算定の不確実性が精度の低下という問題を引き起す可能性がある。 

 

6．ブランドエクイティと顧客エクイティの比較 

 

会計学においては、エクイティは株主持分（Shareholders’ Equity）を意味する。それ

は企業資産のうち株主に帰属する部分であり、その価値はほとんど純資産と一致する。し

かし、本論文では、エクイティを特定の関係者に帰属すると考えられる企業価値と定義す

る。したがって、ブランドエクイティはブランドに帰属する企業価値であり、顧客エクイ

ティは顧客に帰属する企業価値であると考えられる。 

ブランドエクイティと顧客エクイティの間には関連性を認めることができる。ブランド

の成功を左右するのは顧客だが、企業が顧客との結びつくのに必要なタッチポイントとな

るのはブランドである。ブランドは、マーケティング活動に対する顧客の反応を強く引き

出すことにより、価値を創出する。ブランドエクイティの構築によって、顧客ロイヤルテ

ィが強化され、プレミアム価格が受け入れてもらえるようになれば、キャッシュフローの

増大につながるのである。ブランドエクイティを増大させる活動の多くは顧客エクイティ

の増大につながっている。その逆も同様である。実際には、ブランドエクイティと顧客エ

クイティは補完的な概念である。ブランドエクイティは販売またマーケティング活動の前
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工程と、活動が創出する可能性のある無形価値を重視する。一方、顧客エクイティは後工

程と、販売またマーケティング活動が実現する収益性を重視している。 

(1)ブランドエクイティと顧客エクイティの測定方法の比較 

ブランドエクイティを測定するためのアプローチはコスト基準、マーケット基準、使用

料または利益基準、公式アプローチおよび特殊状況アプローチの五つのカテゴリーに分類

することができる27。最も一般的に利用されているアプローチは、いわゆるブランドによ

ってブランド名のない製品以上に獲得できた追加利益の近似値を利用するものである。ブ

ランド利益は試行的かつ試験的な方法を用いて、経験的に推定される。例えば、有形資産

に一定の割合を乗じて、予想営業利益をまず計算する。インタンジブルズを含めた企業資

産全体に帰属するものであるが、何％かをブランドに帰属するものと見なす。そして、必

要な調整が予想期間にわたってブランドによって生み出される税引後利益を計算するため

になされる。一連の将来利益は、正味現在価値やブランド価値を決定するために、ブラン

ドのリスクプレミアムを反映した割引率で割り引かれる。例えば、ブランドメトリクス28は、

ブランドによって生み出される経済的利益のうちブランドに配分された部分を抽出し、そ

れから加重平均資本コストあるいは割引率を使用して、将来利益を現在価値に割り引くこ

とでブランド価値を決定している。 

これに対して、顧客エクイティの計算は、顧客生涯価値（Customer Lifetime Value：

CLV）の計算から始まる。Pitt、Ewing＆Berthon は 5 年間にわたって、1000 人の顧客を

調べて、維持率（１－離反率）およびこの取引に関連する年間売上高とそれに対応する費

用を求めて、会社の資本コストあるいは割引率を使用した将来における毎年の利益を割り

引いて現在価値を求める方法論を示した29。1 年目に加わった個人顧客の顧客生涯価値を

確定するために、利益の累積的な正味現在価値は最初の顧客群の 1000 人に配分される。

そして、顧客エクイティはすべての現在顧客と潜在顧客の生涯価値の合計となる。どんな

ブランドが買われているかに関係なく、総貢献利益は顧客生涯価値を計算するために利用

される。 

(2)ブランドエクイティと顧客エクイティの異同 

 ブランドエクイティと顧客エクイティは、どちらの考え方も、マーケティングと財務の

世界を結びつけ、企業評価と深く係るものである。ただし、顧客エクイティという概念を

用いて顧客を資産として見ることは、ブランドエクイティを主要なマーケティング資産と

して扱うこととは決定的に異なる。ブランドエクイティと顧客エクイティの異同について
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次のようにまとめることができる。両者の類似点と相違点を示せば、図表 2 と図表 3 のよ

うになる。 

 

図表 2 ブランドエクイティと顧客エクイティの類似点 

 

 無形のマーケティング資産 

 企業の市場価値を高める 

 将来の収益をもたらす現在の投資として評価することが困難 

 評価のために将来キャッシュフローの正味現在価値を用いる 

 顧客貢献利益を向上させて、クロスセリングを増加する（高収益、低コスト） 

 社内で作られた場合、財務諸表には認識されない 

 顧客エクイティを高めるためのマーケティング活動はブランドエクイティも高める、そ

して逆のこともあてはまる 

出典：Bick[2009] p.132. 

 



 

 

37 
 

図表 3 ブランドエクイティと顧客エクイティ相違点 

 ブランドエクイティ 顧客エクイティ 

定義 資産 価値評価 

 

焦点 

製品志向の製品パフォーマンス 

製品のライフサイクル 

入口のマーケティングプログラムとイ

ンタンジブルズ価値創造 

顧客志向の顧客獲得、維持とロイヤルティ 

顧客ライフサイクル 

出口のマーケティングプログラムと財務価

値を実現 

測定の基準 製品基準、例えば、ブランドイメージ 顧客関係、例えば、維持率 

製品の成長 ブランドとラインの拡張を通じて、製

品を開発する 

顧客に売却するための製品の獲得 

セグメンテ

ーション 
顧客特性、便益基準 行動、利益基準 

戦略 セグメンテーション――目標を定める

――位置づけ 

獲得――維持――増加させる――継続的販

売 

目的 顧客獲得 （新規顧客） 顧客維持 （さらに多く購買） 

 

 

価値の計算 

・ブランド利益から得た将来キャッシ

ュフローの NPV を用いる 

・割引率はブランドの強さからブラン

ド利益のリスクを反映するように調

整する 

・顧客利益から得た将来キャッシュフローの

NPV を用いる 

・割引率は会社の加重平均資本コストである 

 

会計処理 

IFRS（国際財務報告基準）第 3 号は買

収先の貸借対照表上のブランド価値を

含めることを推奨している 

貸借対照表項目としてまだ含まれていない 

（顧客リストの価値に限定されるが、測定は

定義されていない） 

産業 FMGG、耐久消費財 BtoB、サービス 

チャンネル 間接的/段階的 

(アドレスできない顧客) 

直接的 

(アドレスできる顧客) 

株価との関

連 

・株価と BE の間には正の関係がある 

・市場価値の約 25％を占めている 

・初期の研究は、CLTV と株価の間に直接的

な結びつきを支持している 

・市場価値のより包括的な代理変数 

出典：Bick[2009] p.133. 
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第 2 章 注 

                                                   
1 Veblen[1908] pp.104-136. 
2 Sands[1963] 
3 Vaughan[1972] pp.127-132.  
4 Avery[1942] pp.354-363. 
5 King[1973]  
6 Levitt[1991] 

7 Aaker [1991]を参照されたい 。 
8 Aaker [1991]を参照されたい 。 
9 伊藤[2000]を参照されたい。 
10 伊藤[2000]を参照されたい。 
11 しかし、当時の研究は「購買者が企業を見る目的との関連でこの用語を用いた」もので

あり、今日の意味での研究ではない。これについては櫻井[2005a]p.14 を参照されたい。 
12 櫻井[2004a]を参照されたい。 
13 馬渡[2006]を参照されたい。 
14 越智[2006]を参照されたい。 
15 Fombrun＆van Riel[2004] pp.9-16. 
16 岩渕[2006]を参照されたい。 
17 越智[2006]を参照されたい。 
18 櫻井[2005a] p.287。 
19 Fombrun＆van Riel[2004]  
20 Fombrun＆van Riel[2004]  
21 Helm[2007] 
22 Fombrun＆van Riel[2004] 
23 嶋口[1995] pp.6-16。 
24 櫻井[2012] pp.447-448。 
25 Kaplan＆Narayanan[2001] 
26 島田[2004] 
27 Abratt＆Bick[2003] pp.21-39. 
28 Sinclair[2005] 
29 Pitt、Ewing＆Berthon[2000] 
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第３章 インタンジブルズとしての人的資源の管理 

 

1．人的資源会計の変遷 

 

人的資源会計（または人的資産会計、もしくは人的資本会計）とは、企業で働く人間を

会計手法を用いて、すなわち貨幣的尺度に測定し、定量的情報として把握し、企業内外関

係者に伝達することを通じて、その意思決定に役立てようとする会計システムである。「人

間資産会計は決して単なる人間資産の貨幣的測定とその伝達利用を通じて人を管理し、企

業の効率の上昇だけを意図するものではなく、むしろ人間資産会計の真の目的は、人間資

産会計情報を通じて、企業の経営者に対しては組織のあり方や人事政策の核心に触れた重

要性を示し、また利害関係者に対しては、人間資産の情況や経営者の人間資産に対する取

扱い方を正しく評価することによって社会的プレッシャーとして、経営者に間接的に人間

資産に対する正しい取扱い方を促すことにより、結果において企業内の人々にやる気を呼

び起こし、生き甲斐をもたせ、その結果として企業の経営効率の向上を期待しようとする

点にある」1と考えられている。 

人的資源会計の研究は1960年代にまで遡ることができる。1960年代に入り、組織行動学

が注目を集めるようになり、人間が構成する組織における人間行動を科学的に分析し、経

営戦略に役立てようとする考え方が確立したが、1960年代の人的資源会計は会計というよ

りも人的資源という資産そのものへ向いていたと言われている。1966年に、ミシガン大学

において、人的資源会計の先駆研究者Likertの研究プログラムが設定された。このプログ

ラムはLikert2ならびにBrummet etal.3によって指導されていた。この研究グループは、人

的資源会計を企業内における有効な測定を促進するために、人的資源に関する情報を識別

し、測定し、伝達するプロセスであると規定している4。また、人的資源会計研究の基本目

標として次の三つの点を挙げられた。第一は、基本的な経営管理情報の必要性を指向する

人的資源会計システムの開発であり、第二は、人的資源会計情報の経営管理における応用

面の開発であり、第三は、人的資源会計の個々の従業員および彼ら所属する企業に及ぼす

行動科学的影響についての分析である。 

日本において人的資源会計の研究は、1970年代から本格的に始められた（若杉教授の著

書『人的資源会計論』5および『人間資産会計』6が相次いで出版された）。日本会計研究

学会においても1969年から1970年にわたりスタディ・グループによりさまざまな角度から
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人的資源会計に関する研究が行われた。人的資源会計の概念について若杉教授は、「企業

の人的資源に関する会計情報の利用を前提として、情報を識別し、測定し、伝達する問題

領域」7と定義していた。人的資源会計の定義の中で「情報を識別し」とあるのは、経営管

理上必要な情報がいかなるものであるか、その種類や内容は具体的にどうであるべきかを

認識することを指すものと解される。その研究目的は次の三つである。「第一は、人的資

源会計システムの開発であり、第二は、人的資源会計情報の利用の開発であり、第三は、

人的資源会計の従業員個々人および企業に及ぼす影響の探究をそれぞれの意味しているわ

けである。特に、第三の研究目的は、物的・財務的資源を会計とみられない、人的資源会

計に固有の問題領域である」8。人的資源会計研究の基本的な狙いは次の三つである。第一

は、人的資源会計情報の意思決定上の利用の開発であり、第二は、人的資源会計に関する

基礎的な諸概念の検討であり、第三は、人的資源会計の測定、伝達のシステムの開発であ

る。 

人的資源会計の最も重要かつ最も根本な問題は人的資源を資産として計上すべきか、そ

れとも費用として計上すべきかのである。人的資源の獲得・開発・利用に関して、一般的

に賃金給料、福利厚生費、募集・採用費、職員の研修費などの形で支出が行われている。

人的資源に関する支出は、通常、当該支出が行われた期間に全額費用化して損益計算書上

に「販売費および一般管理費」として表示する。人的資源に関する支出の資産計上は、研

究開発費、買入のれんなどの処理に含めて例外に行われているにすぎない9。なお、若杉教

授は「人的資源の獲得・開発のための投資について、その効果が将来の期間にわたって発

揮されると予測され、用役可能性の獲得に資する部分は、これを資産化して貸借対照表上、

人間資産として計上し、将来の期間において用役可能性の消滅する部分を償却して、徐々

に費用化して行こうとするのが、人間資産会計における基本的な構想のひとつとなってい

る。」10と述べている。 

1970年代に人的資源会計は会計学の中でも注目されるテーマとなったのにもかかわら

ず、1980年代にはその注目度は低くなっていった。この間、大勢の研究者により人的資源

の価値測定方法が考案され、当時実際に導入した企業もあった。人的資源の測定方法は支

出原価法、取替原価法、せり価格法、経済価値法、修正現価法、給与還元法、暖簾評価法、

自己創造暖簾法、行動科学的変数法、個人価値測定法などである。しかし、その測定方法

の多様性あるいは困難性から、一般に普及するまでには至らなかった。 

2000年以降、野口講師11「人間資産の無形資産としての認識と評価」や原田教授・島田
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教授12「人的資本管理における測定・評価について」、内山准教授13「インタンジブルズと

しての人的資源の管理と管理会計」、内山准教授14「インタンジブルズとしての人的資源の

測定」、島永准教授15「人的資源の評価と測定手法に関する実態分析」などの意欲的論文

が相次いで出版され、人的資源会計は再び脚光を浴びるようになった。ここで、2000年以

降の人的資源会計研究の目的を確認しておきたい。第一は、インタンジブルズとしての人

的資源の意義と管理上の特有の問題を明らかにすること。第二は、人的資源の戦略実行、

財務業績、企業価値向上への貢献のモデルに関する研究を検討すること。具体的には、人

事・労務管理分野での戦略的人的資源管理論における諸研究、ならびに管理会計分野での

バランスト・スコアカードまたは戦略マップ関する研究のレピューを行い、そこでの限界

と新たな研究課題を明らかにすることである。インタンジブルズとしての人的資源は、そ

の管理が最も難しい資産と位置づけることができる16。 

21世紀に入ってからの人的資源会計研究は1970年代の人的資源会計研究の目的と大き

く異なっている。1970年代の人的資源会計研究の目的は手法の開発に留まるものだが、21

世紀初頭の人的資源会計研究の目的は問題解決にまで進んでいる。会計的視点による人的

資源の位置づけについては、図表1のように示すことができる。すなわち、人的資源の構

築に向けては、まず有為な人材の採用と教育訓練により、個人の知識や能力、動機づけの

向上を図る。当然、これにはコストが発生する。このような個人のもつ高度な知識や能力、

高い動機づけが組織としての知識・能力・動機づけを高め、組織に大きな成果をもたらす

のである。 

 

図表 1 会計的視点による人的資源の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

出典：内山[2010] p.4。 

 

 

インタンジブルズとしての人的資源 

コスト 成果 

個人の知識・ 

能力・動機づけ 

人的組織の知識・能

力・動機づけ 
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2. インタンジブルズとしての人的資源の意義と管理上の問題 

 

人的資源は、インタンジブルズの一要素として位置づけて考えられる要素だが、他のイ

ンタンジブルズの要素とは異なる特徴と問題が存在する。それは、人的資源から企業にも

たらされるベネフィット（利益）の専有可能性が不完全である（インタンジブルズから生

じるベネフィットに関する部分的排除）という特徴と、それに伴う管理上の問題である。 

Collis＆Montgomeryは、企業がもつ資源の価値は次の三つの要素との相互作用のなかで

創造されるとする。それは、顧客デマンド（需要）の充足、資源の希少性、資源がもたら

す利益の専有可能性である17。すなわち、価値の高い資源は、顧客が支払うような価格で

顧客需要の充足に貢献するものでなければならないし、競争優位をもたらす資源は、一般

的資産ではなく、その資源の希少性が長期にわたって維持される必要があるということで

ある。そして、資源によって創出された利益を実際に誰が獲得するのかが最後に問題とな

る。資源の法的所有者ですら、必ずしも利益を独占できるとは限らないのである。 

インタンジブルズとしての人的資源は、このうちの「資源がもたらす利益の専有可能性」

という要件を完全には満たさない。なぜならば、企業は従業員を法的な意味において「所

有」しているとは言えず、したがって企業にとって重要な知識・ノウハウをもった従業員

が辞職することや他企業へ移ることを止めることはできないからである。 

同様に、Levも、インタンジブルズを管理する能力にはさまざまな制約があることを指

摘する中で、人的資源についてはインタンジブルズから生じるベネフィットを他者が享受

することを完全には排除できないとして、部分的排除の問題を指摘している18。具体的に

は、企業が従業員訓練に投資する場合、訓練を受けた従業員が転職すると、他企業（広い

意味では社会全体）がそのような投資からベネフィットを受けることになる。これも、企

業は従業員を法的な意味において「所有」しているわけではないことに起因する。 

すなわち、人的資源をインタンジブルズとして管理するには、その前提として、人的資

源を企業に長期にとどめ、人的資源が生み出すベネフィットをできる限り企業が専有でき

るような状態が維持されなければならない。そのためには、まず、従業員のもつ知識やノ

ウハウを特許化するといった、所有、売却可能な資産に変換することが求められるが19、

多くの場合、それはごく一部に限定される。そこで、有能な従業員のもつ知識や能力を企

業に長期につなぎとめる仕掛けとして、退職や転職が不利になるような仕組みが重要にな

る。具体的には、有能な従業員や優れた成果を出す従業員に対して高い報酬を提供する報
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酬制度や、企業特殊性の高い能力開発、やりがいや仕事の意義・楽しさを提供する職務環

境、終身雇用の組織文化などである。これらのうちの一部は伝統的に日本企業において採

用されてきたし、それは従業員教育に熱心な制度・文化と高い親和性を保ってきたと考え

られる。 

ただし、こうした仕組みを採り入れるには固有のコストや組織的制約が伴う。具体的に

は、有能な従業員に対して高い報酬を提供する報酬制度では追加的な報酬コストが生じ、

企業特殊性の高い能力開発は従業員能力の汎用性の低下や環境適応力の低下につながる。

また、やりがいや仕事の意義・楽しさを提供する職務環境、終身雇用の組織文化は必ずし

も全ての企業で等しく実現できるとは限らない。日本企業においては伝統的に人的資源を

企業につなぎとめる仕組みがある程度機能してきたし、そのような仕組みが機能しやすい

状況が保たれてきたとは言えるものの、インタンジブルズとしての人的資源の管理を制度

化し、有効に機能させるに際し、もたらされるベネフィットの専有可能性の保持、向上は

人的資源に関する重要な問題のひとつであり続け、その重要性はますます高まると考えら

れる。 

 

3．人的資源の戦略実行とバランスト・スコアカード 

  

(1)人的資源の戦略実行 

 近年、情報化の進展によって企業を取り巻く環境は大きく変化した。顧客・投資家・サ

プライヤーとの距離は縮まり、内外関係者からのニーズに一早く応えることが求められる

ようになった。こうした環境下においては、企業にはあらゆるレベルでの戦略の実行が強

く求められるようになった。したがって、現場レベルにおいても、かつての戦術志向から

脱却し、戦略志向へとシフトしなければならない。そして、戦略志向になるためには、イ

ンタンジブルズを適切に活用する必要がある。インタンジブルズをうまく管理できてこそ、

真に戦略実行をなし得るのである20。 

 今日、企業が価値創造を行う機会は、有形資産に重さを置いた管理からインタンジブル

ズを活用した知識ベースの戦略マネジメントへとシフトしている。 

 有形資産が主要な競争優位を生み出していた経済では、企業の貸借対照表に計上される

資産の評価には、財務数値を用いるのが適切であった。損益計算書においては、収益や利

益を生み出すための有形資産の利用にかかった費用を把握することができた。しかし、イ
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ンタンジブルズが競争優位の主要な源泉となっている今日の経済においては、知識ベース

の資産とこれらの資産を活かす価値創造の戦略を記述するツールが必要である。そうした

ツールがなければ、企業はインタンジブルズを管理できないことになる。  

 かつての工業時代に設計されたマネジメント・コントロール・システムには環境適応に

関する問題が存在する。この時代には、現在ほど変革が求められることはなかったので、

予算のような反応の遅い戦術的なマネジメント・コントロール・システムを利用しても、

大きな問題は生じなかった。しかしながら、こうしたシステムは、今日のような急激に変

化する企業環境には適さない。したがって、企業には戦術ではなく、絶えず変化する環境

下での戦略のマネジメントを行うためのシステムが求められるのである。 

 戦略実行を考えるならば、企業はインタンジブルズを有効活用しなければならない。し

かしながら、伝統的な財務指標ではこのインタンジブルズを測定したり、価値創造に結び

つけたりすることはできない。その要因としては、以下の四つが考えられる。 

①インタンジブルズの価値は間接的に生じる 

インタンジブルズは、収益や利益といった財務的な成果に直接影響を与えることは

ほとんどない。通常は、二つから三つの中間段階をもつ因果関係の連鎖を通じて財務

成果に影響を与える。 

②インタンジブルズの価値は状況に応じて決まる 

インタンジブルズの価値は、組織体の状況と戦略に依存する。ほとんどのインタン

ジブルズは、組織や戦略、その他の組み合わされる資産などとの関係において、どの

ように利用されているかに大きく依存している。 

③インタンジブルズの価値は潜在的なものである 

インタンジブルズの価値を高めるための支出額は測定可能だが、それは必ずしも実

現可能な価値と一致するものではない。インタンジブルズは、明示的な価値ではなく

潜在的な価値を有している。 

④インタンジブルズの価値は集合体である 

多くのインタンジブルズは、単独ではほとんど価値をもたない。一般には、インタ

ンジブルズは、価値を創造するためには他のインタンジブルズや有形資産とひとまと

めで利用されなければならない。 

 このような特徴をもつインタンジブルズを有効活用するためには、何らかの中心的要素

が求められると思われるが、その中心的要素こそ人的資源と考えられる。 
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上述したように、ほとんどのインタンジブルズは単独では価値をもたず、価値創造に結

びつけることはできない。複数のインタンジブルズが組み合わされ、初めて価値をもち、

価値創造へと結びつけられるのである。このインタンジブルズの組み合わせにおいて、必

ずその中に含まれるものが人的資源である。なぜならば、戦略を実行するのは人であり、

その際にインタンジブルズを活用するのも人だからである。 

資産は、「今使う」のか「将来使える」のかを見極めることが重要である。今も将来も

利用しないのであれば、その資産を保有することには意味がない。その点からも、資産に

関しては、どのような情報をどのようにして人的資源に結びつけるのかが重視されるべき

であろう21。 

 (2)バランスト・スコアカードにおける人的資源の研究 

バランスト・スコアカード（Balanced Scorecard；BSC）は、Kaplan＆Norton によっ

て、当初は主として業績評価のシステムとして提唱された22。米国企業が ROI（Return on 

Investment；投資利益率）など短期的な財務のみ重視することに危機感を感じた Kaplan

が Norton とともに、総合的評価指標としてバランスト・スコアカードを提唱した。当初

から、戦略実行するためのシステムが強調されなかったわけではないが、年代を経るに従

ってますます戦略実行のシステムとして側面が強調されてきている。 

 バランスト・スコアカードの導入により業績を高めた企業の例を検討してみたい。

BSCoL（Balanced Scorecard Collaborative）社23が紹介している企業のひとつ、アルテ

ラ・ヘルスケア（Alterra Health Care）社は人的資源ベースのバランスト・スコアカード

を進めてきた。アルテラは高齢者のヘルスケアを事業（老人ホーム）とし、475 の事業所

で従業員 14,500 人を有する（平均 56 時間に 1 事業所を展開するほどの）急成長の会社で

ある。しかし現実には、高い離職率と過去 3 年間のゼロの利益ないし赤字という問題に悩

まされてきた。そこで、それらの問題の解決を目的として、人事部門が中心になって人事

戦略をまとめて、人的資源バランスト・スコアカードを導入した。そのため、人事関係に

特化した経営戦略をテーマにしたアクション・ワーキンググループ（Action Working 

Group；AWG）を編成し、全米 22 箇所から集まった同士と人事上の目的でバランスト・

スコアカードを導入した。ツールとしては、バランスト・スコアカードオンラインデザイ

ンセンターを利用し、同社に適合したバランスト・スコアカードを進めてきた。 

 AWG を通じて他社と共有したバランスト・スコアカードをもとに、人事部門とトップ・

マネジメントが推進役となって、両者が積極的に関与した。人事部門の課題は、14,500 人
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の社員への戦略の周知徹底と目標の達成に置かれた。その結果、わずか 3 ヶ月で大きな成

果を上げることができた。導入 1 年にして、社員の 80%が仕事に満足し、離職率が 26%

に低下した、売上高は 13%も増加した。 

成功したポイントは三つにある。第一は、人事 AWG への参加による経営への意識が醸

成されたことである。第二は、バランスト・スコアカードオンラインデザインセンターを

利用することで仕事の負担を軽減させたことである。第三は、社長と人事部長が 3 ヶ月か

かりっきりでバランスト・スコアカードの周知徹底と展開を図ったことで、社員にエンパ

ワメントを高める意識を植えつけたことである。 

スコアカードは全社（Corporate）と人的資源の 2 種類のスコアカードを作成している。

図表 2 はアルテラの人的資源スコアカードソリューション・マップである。 

 

図表 2 人的資源スコアカードソリューション・マップ 

HR＝人的資源       内部＝ビジネス・プロセス      学習・成長＝学習と成長

出典：櫻井[2003] p.70。 

 

4．HR スコアカードによる人的資源の管理 

 

 バランスト・スコアカードを人的資源管理に特化させた手法として、近年集目されてい

るのが HR（Human Resource）スコアカード24である。以下においては、HR スコアカー

ドの考え方および具体的手法について検討を加えたい。派遣社員や業務委託による就労が

視点 戦略テーマ 特定の目標 尺  度

財務 長期の株主価値増大　　

無形資産の成長　　　　　　　　 人的資源の確保　　　　 離職率

顧客 HR品質ソリューション　　　　 即座のビジネス・ソリュ　　 従業員の訴訟

最高のHR実務 ーション

内部 HR計画と優先順位　　　　　　 従業員意見調査　　　　 従業員満足

効果的なHRプログラムとツール　　　主要な経営ニーズの識別 パフォーマンスの改善

学習 スキル；着実なキャリア　　  　 主要な地位の保証と確保 ・主要な地位の確保数

成長 アップと能力向上　 ・能力監査

戦略的統合；各レベルには違い あらゆるレベルのリーダ　　・承認

がある ーシップの育成　 ・組織風土の調査　

リーダーシップ；精神主義 主要なモニター・プログ　 選択された個人の識別

ラムとスキルの識別

戦略の落とし込みとモチベー　 継続的雇用に報いる 新しいアイディアに

ション；あらゆる階層のエンパ 刺激給を支給

ワメントに報いる
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増加するとともに、人事の役割にも大きな変化が見られるようになった。従来の経営者は、

人的資源の管理を主として経常的な業務経営と考えてきたが、この 10 年くらいの間に、

戦略と人事システムの融合を強調する新たな議論が生まれるようになった。これらのシス

テムを全体的な戦略遂行計画に適合させ、その適合の状態を評価することの重要性を研究

者や実務家が同じように認識し始めた。戦略資産としての人的資源の管理は次のような段

階を経て発展すると考えられる。 

段階 1「人事の視点」：企業は人を雇い、給与を支払うが、最高の人を見つけて雇おう

としたり、別格の従業員を育成することに重点を置くことはしない。 

段階 2「報酬の視点」：企業は従業員報いるために、上げられた成果に応じて、賞与、

報奨金、有意味な給与差などの手段を用いる。 

段階 3「適合(alignment)の視点」：経営者は従業員を戦略資産として見ているが、人事

の能力を徹底的に見直すための投資はしない。したがって、人事システムは経営の者の見

方を深化させることができない。 

段階 4「高業績の視点」：人事担当者とその他の経営者は、人事を企業の戦略遂行とい

うより大きなシステムの中に埋め込まれた下位のシステムと見なしている。企業は、この

二つのシステムと企業業績の関係を管理し、測定する。 

企業戦略を遂行する過程で人的資源がいかに中心的役割を果たすことができるかに焦

点を合わせる必要がある。うまく構築された戦略的人事構造があれば、企業内のあらゆる

部署でマネジャーは、「人がどのように価値を創り出すか」と「価値創出のプロセスをど

のように測定するか」を正確に理解することができる。ここで「人事構造」という用語を

人事機能の中の人事専門家から、人事に関連する政策や業務システム、さらには、会社従

業員のコンピテンシー、イノベーション、仲間行動に至るまでの連続体を幅広く記述する

ために使っている（図表 3 を参照されたい）。 

 

図表 3 戦略的人事構造 

 

 

 

出典：Becker, Huselid＆Ulrich[2001] p.26. 

 

人事機能 

戦略的コンピテンシーを

有する人事専門家 

人事システム 

高業績、戦略的適合し

た政策と業務 

従業員行動 

戦略重視のコンピテンシー、

イノベーション、仲間行動 
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企業価値を創出する人事戦略の基礎には、会社の戦略を理解し、実行することができる

経営基盤がなければならない。企業業績が、従業員一人当たりの売上高、従業員一人当た

りのキャッシュフロー、従業員一人当たりの市場価値のいずれによって測られるとしても、

財務業績に一番影響を与えるのは戦略遂行の大きなシステムに人事に埋め込むという能力

である。人事システムは企業のより大きな戦略遂行システムに埋め込まれた、それ自体が

ひとつの戦略遂行システムである。人的資源はより大きな戦略遂行システムと多くの異な

った点で交差し、同じ点でおそらく人事システムの多数の要素と交差する。 

人事の戦略的役割の基盤は、企業の人事構造に代表される価値連鎖（バリューチェーン）

の三つの次元である。すなわち、機能、システム、従業員行動である。人事の戦略的役割

の第一の目的は価値創出にあるので、人事構造について考えることは、人事のバリューチ

ェーンを広い視野から見ることを意味する。バランスト・スコアカードが先行・遅行の両

方の指標を含むように、HR スコアカードもその両方を含まなければならない。HR スコ

アカードの四つの構造要素（高業績業務システム、人事システム適合、人事効率、人事施

策効果）のうち、最初の二つは人事業績のための先行指標であり、後の二つは遅行指標で

ある。 

高業績業務システムの測定は、人事を戦略資産に仕立て上げるための基礎となるもので

ある。高業績業務システムは従業員の業績を最大化する。人事の戦略効果が上がるかどう

かは、高業績を上げる人事の政策とプロセスと業務をいかに組み立てるか次第である。し

かし、人事担当者は、通常矛盾した要求に直面するので、人事活動の業績という問題がつ

ねに見えるような測定基準が必要である。HR スコアカードのアプローチによって可能と

なる財務上の利益を企業が享受したいのであれば、業績の問題を優先しなければならない。

したがって、すべての企業の人事測定システムは、人事システムの各要素の業績重視を反

映する指標の全体を含むべきである。 

HR スコアカードは、人事システムと、企業戦略遂行プロセス・ドライバーとの適合を

計測するように促すものである。一般的な高業績業務システムを戦略資産に転換するため

には、人事システムをそのドライバーの人的資本の側面に直接的に集中させる必要がある。

人事システムの適合測定基準は、外的人事システム適合を主として企業の人事部門内で使

用されるように設定されている。測定システムの中では、内的適合は外的適合と同じよう

には強調されていない。人事システムが一様に戦略遂行に注意を集中するなら、諸要素は

内的適合に向かうはずである。人事担当者が外的適合を管理することができるなら、内的
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不適合はなくなるであろう。 

次に、人事効率は、企業の他の部門が必要なコンピテンシーを安価に養成するのを人事

機能が手助けできる程度を表している。これは、人事は結果を気にせずにひたすら費用を

最小化すべきであるということを意味するものではない。この範囲に含まれる測定基準は

それらのバランスを反映するものでなければならない。人事効率測定基準は、中核的基準

と戦略的基準 2 種類に分けることができる。中核的効率測定基準は、企業の戦略遂行に対

して直接的に貢献しない重要な人事に関係する費用を表す。戦略的効率測定基準は、人事

施策効果を生み出すために設計された人事の活動・プロセスの効率を評価する。この二つ

を分離することは、戦略的人事施策効果による利益を評価するのに役立つ。 

最後に、人事施策効果は、企業戦略の遂行に対して人の面から重要な貢献をなしうるも

のである。それは、戦略に焦点を合わせた従業員行動であることが多い。HR スコアカー

ドの人事施策効果のセクションは、人事施策効果の戦略的インパクトに関するいくつかの

測定を含む。これは、各人事施策効果と戦略マップの個々の企業レベルのパフォーマンス・

ドライバーとの関係についての評価を含む。精緻なシステムでは、人事施策効果の効果を

パフォーマンス・ドライバーに、最終的には企業業績に結びつけることができる。 

HR スコアカードの構築を 1 回限りのものと考えるべきではないし、年に一度の行事と

見なしてはならない。測定に基づく経営を行うために、人事担当者は、人事が支えている

下流のパフォーマンス・ドライバーの変化の目をこらしていなければならない。これらの

ドライバーが変化したり、それらを支持する重要な人事施策効果が変化した場合は、HR

スコアカードもそれに応じて変わらなければならない。したがって、自社のために HR ス

コアカードを構築するときは、人事施策効果がいかに最新なものであるかを示す要素を組

み入れることを考えるべきである。 

HR スコアカードを作成する際に役立つ戦略的視点は、同時に人材マネジメントにも役

立つ。人事担当者は、人事施策効果の状態に関する情報を絶えずライン・マネジャーに提

供しなければならない。ライン・マネジャーが潜在的人事施策効果を自分で確認すること

にも手を貸さなければならない。これはすべて、強力な新しい協力関係を創り出すために

必要なことである。 

HR スコアカードの利点は以下の六点にまとめられる。 

①HR スコアカードは人事の通常業務と人事施策効果との間の相違点を明確する。 

②HR スコアカードによって、人事は人事費用をコントロールし、価値を創出すること
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ができる。 

③HR スコアカードは先行指標を測定する。 

④HR スコアカードは人事の戦略遂行に対する貢献、そして最終的には純利益に対する

貢献を評価する。 

⑤HR スコアカードによって、人事担当者は戦略的任務を効果的に果たすことができる。 

⑥HR スコアカードは柔軟性と変化を助長する。 

HR スコアカードの財務セクションの二つの目的（人的資源価値の最大化と人事費用の

最小化）は、価値創出と効果の両方を企業業績のドライバーとして捉えようとするもので

ある。HR スコアカードは事業パートナーへの戦略的支援を重要な目的と定める。これは

また、人事担当者の活動とライン・マネジャーが直面する事業問題との間の適合を促進す

る効果をもつだろう。 

HR スコアカードの構成要素と利点を述べたうえで、HR スコアカード実行のための指

針について述べておきたい。それは、HR スコアカードを開発することと、現実にそれを

実行することとは、まったく別のことである、ということである。自社の HR スコアカー

ドを確立していくことを通じて、人に対する見方も固まっていくと考えられ、それはスコ

アカードを実行するための指針として役立つものだが、HR スコアカードの目的は、業績

不振者見つけることではなく、人事機能の中により効果的なプロセスを開発することにあ

る。したがって、個々の従業員の評価よりも組織としての成果にできるだけ重点を置くべ

きである。 

人的資源の役割については、最終的には、組織内の人々の生産行動に暗黙のうちに焦点

を合わせることになる。人事が企業戦略にもたらす潜在能力は今日の経済においてインタ

ンジブルズの中心的役割が増大するについてさらに高まっている。優れた業績を上げるた

めには、企業の競争力を絶えず磨いていなければならない。今日では優れた企業業績を持

続させるためには、柔軟性やイノベーション、製品を市場に出すスピードなどが必要とさ

れるが、今日の競争優位性は、主として内部資源と個々の組織の能力から生じるものであ

り、その中には、有能な帰属意識の高い従業員を育成し保持することが含まれている。人

的資源は、のれんや研究開発、広告宣伝のような他のインタンジブルズを強化する立場に

あり、その重要性はますます高くなると考えられる。 
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5．HR スコアカードにおける測定と評価 

 

 HR スコアカードは、バンランスト・スコアカードの考え方を人的資源管理に適用した

ものとして、今後多くの企業で導入が検討されるものと思われるが、以下のような課題も

残されている。 

 (1)企業業績との因果関係 

 企業の意思決定において、会計数字による測定と評価は中心的役割を果たしている。中

でも利益は最も大きな説得力をもっている。利益の数字にはなぜ、それほど大きな説得力

があるのか。それは、意思決定の判断基準となる最終的な活動成果を貨幣的尺度で表して

いるからである。 

 インタンジブルズとしての人的資源の管理が目指しているのは、人的資源による企業業

績の向上に含まれる追加的なキャッシュフローと、それに基づく適切な資産評価だが、測

定の確かさという観点から見れば、人的資源の管理に関連して支出された金額をすべて費

用として処理してしまったほうが好ましいように思える。なぜなら、余計な手間もかから

ないし、誰かやってもほぼ同じような数字になるからである。だが、それでは、利益計算

にとっては都合がよくても、人的資源と企業業績の間の因果関係は見えなくなってしまう。

管理会計においては、多段階に及ぶものであっても、人的資源と企業業績の間の因果関係

に着目する必要がある。このことは特に、人的資源に対する投資的支出を行う場合に重要

になる。例えば、新たな能力開発モデルを導入することの価値をどのように測定したらよ

いか。設備投資の場合のように、数年間にわたって直接的にキャッシュフローを予測する

ことはできない。その成果は、会社のどこかの部署でパフォーマンス・ドライバー水準が

改善されることによって、間接的にしか姿を現さない。人事はつねに価値創出プロセスの

上流にいることが多い。したがって、人的資源に関する投資的支出の価値を測定すること

は、ボトムライン（純利益）により接近して（直接ではないにしても）、関連する戦略的

ドライバーに対するそれらの影響を評価することを意味する。 

 こうした関連を定量化することは決して易しいことではない。しかし、自社の人事から

企業業績までの五つの因果連鎖を経験的に実証することがたとえ不可能であっても、重要

な中間的パフォーマンス・ドライバー（顧客維持やＲ＆Ｄタイムサイクルのような）に対

する人事の影響を確証することは、明らかに会計数字と関わりをもつ。人事担当者がその

関係についてより多くのものを確認するにつれて、人的資源と企業業績との間の中心的関
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係が確立できることになる。例えば、20 個の戦略的パフォーマンス・ドライバーの中の 7

個に対する人事の貢献について体系的で定量化した証拠をもつことは、人事の戦略効果に

ついてすべてを物語ることにはならないが、20 の中の 0 と比較したら格段の進歩である。 

 (2)人的資源管理システムの内的適合性 

 自社の人的資源管理が戦略遂行と十分に結びついているのなら、評価の重点は、人的資

源管理システム内の適合性に置かれることになる。 

人事担当者が現状の人的資源業務の面で豊富な知識があり、エキスパートであるような

企業においてさえ、適合性の問題が発生するのは、どのような経緯によるものであろうか。

最も一般的な説明は、人事担当者がそのような視点で物を考えることがあまりなかった、

ということである。人事担当者が伝統的に重視するのは業務運営であり、戦略やシステム

ではない、という言い方もできる。人事の価値連鎖に注意を払うことがほとんどなく、そ

れ以外の政策とも矛盾するような報酬制度や教育制度を部分的に導入することは、事態を

一層悪化させる可能性が高い。業務運営上の一貫性と統一性を軽視することは、内的不適

合の悪影響についての懸念をしばしば無視することになる。人事担当者は自分ができない

ことをライン・マネジャーに命じることが慣習になっている。 

 人的資源管理システム内の不適合はベンチマーキング（他社データ収集による自社評価）

を過度に重視することからも生じる。人的資源管理システムは、トップダウンの視点から、

自社という唯一の企業に合わせて開発されなければならない。しかし、ベンチマークする

ときには、どうしても他社に注意を向けてしまうことになる。 

ベンチマーキングは、トップダウンの戦略的視点から人事システムを設計仕様とすると

き、はじめて役に立つものとなる。 

 (3)人的資源管理システムと企業戦略との適合 

 内的適合の診断をすれば、人的資源管理システムの内の潜在的問題点をすぐに発見でき

るようになり、必要な行動も明確にできるが、それが必ずしも改善の指針になるわけでは

ない。なぜなら本来、内的適合は、人的資源管理システムの外的適合（つまり、人的資源

管理システムが企業戦略を遂行するものとして設計されている程度）から評価すべきもの

だからである。換言すれば、人事システムの設計は、自社の戦略的ドライバーとそれに関

連する人事政策効果とを慎重に分析した後で、初めて着手すべきものである。そうするこ

とによって、人的資源管理システムと一体になった戦略管理システムを構築することがで

きる。このプロセスにおいては部分的な不適合を許容する局面も考えられる。例えば、あ
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る人事政策効果についての報酬・能力開発業務は、別の人事政策効果の業務とは異なるア

プローチを必要とするかもしれない。 

HR スコアカード中の外的適合を評価するための測定基準を選ぶ際には、尺度と視点の

二つを考えなければならない。尺度とは測定のための物差しのことであり、視点とは個々

の観点のことである。そして、適合について判断する際には、人事と他部門の両者の見方

を反映させることが、決定的に重要である。 

人的資源管理システムの外的適合の測定は、①戦略マップ内での人事政策効果の適合を

テストする、②人的資源管理システムと人事政策効果との適合をテストする、という二つ

の段階が必要である。このプロセスは、一定の人事政策効果が企業戦略遂行プロセスのそ

れぞれの要因に関して、実際に重要なパフォーマンス・ドライバーなのかどうかを見つけ

る際に役立つ。それはまた、人的資源管理システムが、これらの人事政策効果を生み出す

ための正しいスキル、動機づけ、業務構造を提供しているかどうかについても示すものに

なる。 

 HR スコアカードは、人的資源管理システムと企業戦略遂行プロセスの要件との間の外

的適合の程度を評価するために設計された一連の測定基準を内包する。HR スコアカード

を構築する過程で、人的資源を効果的に管理するための測定システムだけでなく、戦略的

人的資源管理システムについても、その設計に着手することになる。HR スコアカードが

この二つの恩恵を受けるためには、人事政策効果が自社の戦略遂行をいかに推進するのか

と、いかなる人的資源管理システム要素がそれらの人事政策効果を生み出すのかについて

理解しなければならない。 
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第 3 章 注 

                                                   
1 若杉[1979] p.21。 
2 Likert[1967]を参照されたい。 
3 Brummet, Pyle＆Flamholtz[1968] 
4 Likert[1967]を参照されたい。 
5 若杉[1979] 
6 若杉[1979] 
7 若杉[1973] p.11。 
8 Brummet et al.,[1969] p.ⅲ． 
9 詳しくは若杉[1973]pp.94-95 を参照されたい。 
10 若杉[1979] p.5。 
11 野口[2003] 
12 原田・島田[2006] 
13 内山[2010] 
14 内山[2011] 
15 島永[2011] 
16 内山[2010 ] p.299。 
17 Collis＆Montgomer[1998] pp.30-37. 
18 Lev[2001] p.33. 
19 Blair＆Wallmanは、人的資源に代表される「企業によって完全にはコントロールでき

ないインタンジブルズ」について、企業は法的所有権をもたないが、実際にはこれらの

開発・維持・活用に何ら影響力を及ぼし得ないわけではなく、経営者としての重要な仕

事のひとつは、このようなインタンジブルズを、コントロール可能ではあるが分離して

売却することができない資産、または所有、売却が可能な資産へと変えることであると

している（Blair＆Wallman[2001] pp.55-56）。 
20 インタンジブルズと戦略実行の関係については、Kaplan＆Norton[2000a]を参照された

い。 
21 Kaplan＆Norton は、同様の観点から、戦略実行においてインタンジブルズを明確化

するツールとして、バランスト・スコアカードを提示している。バランスト・スコア

カードは、インタンジブルズを貨幣的な価値として評価するものではなく、インタン

ジブルズの活用を記述するために用いられるのである（Kaplan＆Norton[2000a] p.98）。 
22 Kaplan＆Norton[2000a]を参照されたい。 
23 Kaplan が会長を、Norton が社長をしているバランスト・スコアカード専門の調査と

コンサルテーションの会社。ソフトウェア・プロダクトを認定している。 
24 Becker, Huselid＆Ulrich[2001]を参照されたい。 
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第４章 インタンジブルズとしてのコーポレート・ 

レピュテーションの管理 

 

1．コーポレート・レピュテーションの意義と概念 

 

コーポレート・レピュテーションを理解するためには、まずその類似概念をとの違い明

らかにする必要がある。以下において、コーポレート・レピュテーションと最も混同され

やすいコーポレートブランドの異同について検討したい。 

コーポレートブランドとは、製品やサービスについて生じるブランドではなく、企業名

そのものについて生じるブランドのことである。コーポレートブランドは、その企業がも

つイメージや信頼からなり、企業の重要な競争力の源泉のひとつとされる。コーポレート

ブランドに対し、製品に対して設定されるブランドを製品ブランドまたはプロダクト・ブ

ランドと呼ぶ。 

これに対して、コーポレート・レピュテーションとは、「企業の経営者および従業員に

よる過去の行為の結果、さらには現在と将来の予測情報に基づいて、企業を取り巻くさま

ざまなステークホルダー（Stakeholder）から導かれる持続可能（Sustainable）な競争優

位」1と定義できる。コーポレート・レピュテーションは、企業価値を高める非常に重要な

インタンジブルズとして位置づけられる。コーポレートブランドも企業にとって貴重なイ

ンタンジブルズであるが、両者が異なるのは、ブランドが優れた製品・サービスの提供に

よって顧客を通じて生み出されたものであるのに対して、コーポレート・レピュテーショ

ンは主として企業の経営者および従業員による過去の行為の結果から導かれることにある。

しかも、コーポレート・レピュテーションは顧客だけでなく、従業員、投資家、地域社会、

市民活動家、経営幹部、証券アナリストなど多様なステークホルダーによって高められる

（あるいは低下させられる）ことに特徴がある。 

伊藤教授が主張するコーポレートブランドと櫻井教授が主張するコーポレート・レピュ

テーションを対比して示せば、図表1のようになる。 

図表1で、影響要因は、コーポレートブランドでは企業全体の製品・サービスが影響要因

になるが、コーポレート・レピュテーションでは経営者・従業員の行為である。コーポレ

ートブランドの特徴は遺産相続的な性格をもつため、コーポレート・レピュテーションと
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は違い、経営者による短期的な管理が相対的に困難である。コーポレートブランドの焦点

は、企業全体としてのブランドの向上にある。一方、コーポレート・レピュテーションの

焦点は、良い評判の構築・維持・悪評の回避にある。管理用具としては、伊藤教授は評価

方法に重点を置いているが、櫻井教授は、マネジメントを強調している。具体的には、レ

ピュテーション指標による測定、バランスト・スコアカードと戦略マップ、内部統制、内

部監査、CSR、レピュテーションリスク・マネジメント、レピュテーション監査を提唱し

ている。 

 

   図表1 コーポレートブランドとコーポレート・レピュテーションの相違 

 コーポレートブランド（伊藤教授） コーポレート・レピュテーション（櫻井教授） 

影響要因 企業全体の製品・サービス 経営者・従業員の行為 

特  徴 遺産相続的 短期的な管理が比較的容易 

焦  点 企業全体としてのブランドの向上 良い評判の構築・維持・悪評の回避 

管理用具 ブランド価値（CBバリュエータ） 

ビジネスモデル・企業広告 

バランスト・スコアカード・戦略マップ・内

部統制・リスクマネジメント（ERM）・レピ

ュテーション評価・レピュテーション監査 

ステーク

ホルダー 

ゴールデントライアングル 

―顧客、株主、従業員― 

全ステークホルダー 

―経営者、株主も排除せず― 

企業価値 経済価値中心（EVA） 経済価値、社会価値、組織価値 

出典：櫻井[2013] p.609（一部加筆修正）。 

 

コーポレートブランドではステークホルダーが顧客、株主、従業員に限定される。株主

のための経済価値が企業価値の中心になることもコーポレートブランドの特徴である。こ

れに対して、コーポレート・レピュテーションでは、経済価値、社会価値、組織価値が企

業価値を構成する。 

コーポレート・レピュテーションの研究は、経営戦略を含む経営学からの立場、マーケ

ティングの立場、コミュニケーションの立場、管理会計の立場など、さまざまな学問領域

において独立して研究がなされてきたために、多様な定義づけがなされている。この点に

ついて、大柳教授は、先行研究におけるコーポレート・レピュテーションの意味するもの

が異なるゆえに、レピュテーションを二つの側面に整理している。ひとつは競争優位の源

泉であり、もうひとつは企業価値である2。コーポレート・レピュテーションを経営学や管
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理会計という立場から研究するとき、現代のコーポレート・レピュテーションの定義には、

三つの要素が含まれる必要がある。 

 第一に、コーポレート・レピュテーションは経営者と就業員による行為によって創造ま

たは毀損される。このことは知覚によって認識されるイメージやサービスによって影響を

受ける製品ブランドから区別される要素である。ただ、コーポレート・レピュテーション

の構築の主体は経営者に限定するか従業員まで含めるべきかについては、議論がある。一

例として情報漏洩としてコーポレート・レピュテーションを毀損させてきたのは経営者で

はなく従業員である。従業員もコーポレート・レピュテーションの主体になりうると考え

られる。 

 第二に、評価はステークホルダーが行う。この特徴は、消費者を対象にする製品ブラン

ドを比較するとき重要である。この点は、ほぼすべての研究者によって広く認められてい

る。 

第三に、過去の行為が中心ではあるが、コーポレート・レピュテーションは、過去、現

在、将来の情報すべてに関連する。これは、主として過去の行為によって形成されるブラ

ンドと異なる特徴である。 

コーポレート・レピュテーション研究の目的は、レピュテーションの向上と毀損の回避

を意図した戦略的なマネジメントによって企業価値を増大させることにある。ここでいう

企業価値とは、欧米で支配的な経済価値を中心にする見解ではなく、社会価値や組織価値

を含むものとして理解される。それは、日本では企業価値が経済価値だけからなると考え

る経営者はほとんど見られないからである（図表2を参照されたい）。 

図表2 コーポレート・レピュテーションの研究の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：櫻井[2009a] p.299。 

コーポレート・

レピュテーショ

ンの向上 

 
コーポレート・

レピュテーショ

ンの毀損の回避 

 

企業価値の増大 

経済価値 

社会価値 

組織価値 

 

CSR 

 

内部統制の強化 

 リスクマネジメント 

 その他 
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2．コーポレート・レピュテーションの測定  

 

(1)コーポレート・レピュテーションと企業価値 

 多くの日本の経営者にとって、企業の究極の目的は、経済価値の増大だけではなく、社

会価値や組織価値を含む企業価値全体を高めることにある。経済価値は 1980 年代までの日

本企業では、経常利益や営業利益の増大にあると考える経営者が多かったが、最近では、

EVA やキャッシュフローの増大を目標にする企業が増えている。社会価値は、社会貢献、

地域社会への貢献、環境保護、寄付、コンプライアンス意識の向上などによって高められ

る。組織価値を高めるには、組織風土、経営者のリーダーシップ、従業員の仕事への熱意・

チームワーク、倫理観、ビジョンと戦略整合性の改善・改革が必要となる。組織価値には

従業員のやる気や潜在能力、ブランド価値などのインタンジブルズの効果的な活用が含ま

れる。 

コーポレート・レピュテーションは企業の持続可能な競争優位に役立ち、また競争優位

を得るためには、コーポレート・レピュテーションが企業価値を高めるインタンジブルズ

として認識し測定することが必要である。しかし、このことを論証するには、いくつかの

実証的データの積み重ねが必要である。まず検証すべきは、日本の経営者がコーポレート・

レピュテーションをもって企業価値を創造すると考えているのか、その場合の企業価値と

して何を考えているかである。 

 櫻井教授は 2007 年にカネボウ、島津製作所、YKK、パナソニック、トヨタのケース・ス

タディを行った。その結果、優れた企業は、①品質と技術にこだわりながら高品質の製品・

サービスを低コストで提供すること、②不誠実な行為によって不祥事を起こさないこと、

③顧客、従業員、サプライヤーを大切にしていること、④創業の理念を守り続けているこ

と、⑤財務業績が優れていることという共通の特徴があることを指摘した3。  

そこで、これらの指摘に基づいて、2009 年に日本会計研究学会のスタディ・グループが

行ったアンケート調査4に関連する質問を含めた。調査結果の③に関連して、株主重視の見

解は経済価値を重視するのに対して、顧客、従業員、サプライヤーを重視する企業は社会

価値、組織価値を重視すると想定して、以下の 3 点について質問した。結果は図表 3 が示

すとおりである。 
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質問 1 企業価値の中心をなす経済価値とは、株価、利益、将来キャッシュフローの現在

価値のいずれか（複数回答も可）。 

質問 2 企業価値は経済価値と同じか、それとも社会価値や組織価値を含むか。 

 質問 3 コーポレート・レピュテーションは企業価値を増大させるか。 

 

図表 3 コーポレート・レピュテーションは企業価値を高めるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：櫻井[2010] p.5。 

 

多くの経営者は株価や将来のキャッシュフローの現在価値といった客観性のある数値が

企業価値として重要な情報源であることは認識しているものの、実際の企業価値は、株価、

利益、キャッシュフローなどの経済価値だけでなく、社会貢献活動などによって高まる社

会価値、および経営者のリーダーシップや優れた従業員の育成や熱意などによって高まる

組織価値からなるものと考えている。 

 コーポレート・レピュテーションの究極の目的は、経済価値の増大のみではなく、社会

価値や組織価値を含む企業価値の創造におかれていることに留意する必要があると考える

（図表 4 を参照されたい）。 

 

1 経済価値というとき、何を想定するか？（複数回答も可）（n=123） 

①株価                         62社（50.4％） 

②利益                        58社（47.2％） 

③将来キャッシュフローの割引現在価値         74社（60.2％） 

2 企業価値は経済価値だけか、それとも社会価値・組織価値を含むか？（n=122） 

①経済価値                       14社（11.5％）     

②経済価値・社会価値・組織価値           108社（88.5％） 

3 コーポレート・レピュテーションは企業価値を創造すると思うか？（n=123） 

  ①思わない                      13社（10.6％） 

  ②思う                       110社（89.4％） 
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図表 4 コーポレート・レピュテーションと企業価値 

 

  

 

 

 

 

出典：櫻井[2008c] p.97。 

 

以上のように、コーポレート・レピュテーションの構築、毀損、維持、補修は経済的属

性だけでなく、非経済的属性によっても影響を受ける。コーポレート・レピュテーション

が高まることによって、売上高や利益など経済価値が高まるという事実も無視し得ない。 

 (2)レピュテーション指数（RQ） 

コーポレート・レピュテーションは特定の実体をもつ要素ではないので、何らか管理し

ようとするなら特別な測定手段あるいは評価手法が必要になってくる。数値化できないも

のは管理できないからである。コーポレート・レピュテーションをどのように管理してい

くかは、企業経営にとって重要なことである。コーポレート・レピュテーションを管理測

定・評価する手法としては、The Wall Street Journal 紙が毎年発表している「レピュテー

ション指数（RQ）5」が名高い。 

RQは、コーポレート・レピュテーションを「情緒的アピール」、「製品とサービス」、

「ビジョンとリーダーシップ」、「職場環境」、「財務業績」および「社会的責任」の六

つの領域に分けたうえで、20の属性から構成されている（図表5を参照されたい）。 

それぞれの領域の特徴について述べると、「情緒的アピール」は、好感度、信頼性およ

び賛美と尊敬といった属性要因から構成されており、一般生活者が一般的にその企業をど

のように感じているかを、好感度、信頼性、賛美と尊敬という軸で把握するものである。 

「製品とサービス」は、その企業の製品やサービスの良さや品質の高さなど、本業のビ

ジネスモデルに関係する部分であり、アフターサービスと保証、革新性、高品質および価

格に見合った価値という属性要因から構成される。顧客の視点から企業をどのように評価

しているのかを把握するものである。 
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図表5 レピュテーション指数（RQ） 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：Fombrun＆van Riel[2007] p.249（一部加筆修正）. 

 

「ビジョンとリーダーシップ」は、将来への明確なビジョン、卓越したリーダーシップ

と市場の把握を属性要因としている領域である。この領域はコーポレート・ガバナンスの

視点を盛り込んだものであり、経営者の統治能力を評価するものである。「ビジョンとリ

ーダーシップ」がコーポレート・レピュテーションに含まれる理由は、優れた経営者が存

在する企業は企業価値が向上していることが多いからである。北見准教授が証券アナリス

トに対して、企業評価をする際にどのような非財務的な情報を重視するかの調査を行った

が、調査結果では「経営戦略・事業戦略」や「経営理念・経営ビジョン」といった項目が

上位に挙がっていた6。優れたリーダーシップをもった経営者が策定するビジョンや経営戦

略により企業価値は高まることを市場の先導者である証券アナリストは知っていると思わ

れる。 

「職場環境」は、社員への公平な処遇、魅力的な職と優れた社員といった属性項目から
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構成されており、従業員の視点が盛り込まれている。従業員が差別なく生き生きとして働

き、外部から見ても魅力的な職場である企業は、能力の高い従業員が多く、レピュテーシ

ョンも向上する。 

財務業績は、投資家の視点が盛り込まれており、収益性、投資リスク、将来性と競合他

社より優れた業績といった属性要因から構成されている。Fombrun＆van Rielも触れてい

るように、コーポレート・レピュテーションが高い企業は財務業績も高い傾向があり、レ

ピュテーションは企業資産としての財務的価値を有していると考えられる7。 

社会的責任は、社会貢献活動、環境への責任と地域社会に対する責任から構成されてお

り、CSRの視点を盛り込んでいる。レピュテーションを構築する要素として、CSR的な観

点は必要不可欠であろう。地球環境を破壊してでも利潤を獲得しよう、あるいは社会のこ

とは考えず社会を騙してでも利潤を獲得しようとする企業はもはや現代では生き残ること

はできない。企業の社会的責任を果たしてこそ、その企業は賞賛され、コーポレート・レ

ピュテーションも向上するはずである。 

 

3．コーポレート・レピュテーションと財務業績の関係 

 

コーポレート・レピュテーションと財務業績の関係の把握を目的とする実証研究は、欧

米において比較的多く見受けられ、おおむね次の 3 タイプに分類することができる。それ

は、(1)コーポレート・レピュテーションと財務業績の相関関係に着目する研究、(2)財務業

績がコーポレート・レピュテーションに与える影響を実証しようとする研究、(3)コーポレ

ート・レピュテーションが財務業績に与える影響を実証しようとする研究である。 

(1)コーポレート・レピュテーションと財務業績の相関関係 

コーポレート・レピュテーションと財務業績の相関関係に着目する研究は、Fombrun＆

van Riel をはじめとしていくつか蓄積されている。Fombrun＆van Riel8は、RQ でランク

付けした米国企業 60 社を高 RQ と低 RQ の 2 グループに分けて、コーポレート・レピュテ

ーション（RQ）と財務業績の相関関係を統計的に検証している。企業の財務業績として利

用された尺度は EBITDA、ROA、キャッシュフローマージン、年間総資産成長率、株価総

資産倍率と多岐にわたるが、いずれも RQ と正の相関関係があることが実証されている9。 

 また、高 RQ 企業群と低 RQ 企業群との間には統計的に有意な財務上の差があり、コー
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ポレート・レピュテーションの高い企業は資産に占めるインタンジブルズの比率が高く、

負債比率は低く、収益率、成長率、生産性が高いことも明らかになっている（図表 6 を参

照されたい）。 

 

図表6 RQと財務業績の関係 

    低 RQ 高 RQ 

RQ レーティング 60.1 80.2 

   

１年間の測定値   

売上原価率 60.80% 49.00% 

雇用成長率 2.82% 6.96% 

株価純資産倍率 0.81 1.1 

純利益率 4.30% 8.00% 

資産収益率 4.30% 8.40% 

β値 1.07% 1.11% 

株価変動率 26.30% 25.50% 

   

5 年間平均   

キャッシュフローマージン 12.80% 18.10% 

株価収益率 21.70% 32.50% 

株主資産利益率 16.80% 38.40% 

株主資本比率 35.30% 44.90% 

長期負債比率 29.90% 24.90% 

当座比率 82.00% 1.01% 

EPS 成長率 7.30% 16.50% 

従業員１人当たり売上高 246 万ドル 455 万ドル 

出典：Fombrun＆van Riel[2004] p.86.   

 

さらに、Fombrun＆van Riel は、RQ と株価の関係についても検証し、強気市場の場合

にはコーポレート・レピュテーションの高い企業のほうが低い企業よりも株価が大きく上
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昇するが、弱気市場の場合は低コーポレート・レピュテーション企業に投資したほうがパ

フォーマンスがよいことを示している10。 

以上より、コーポレート・レピュテーションと財務業績を表す一般的な指標とが連動し

ていることが分かる。ただし、明らかになったのはあくまでも両者の相関関係であって、

因果関係は特定されていない点に注意する必要がある。 

(2)財務業績がコーポレート・レピュテーションに与える影響 

 コーポレート・レピュテーションと財務業績の相関関係だけではなく、両者の因果関係

を実証しようとする研究も見受けられる。その代表的な研究は、Belkaoui によるものであ

る。 

Belkaoui が用いたモデルでは、①企業規模、②資産価値の適切な市場評価（トービンの

q）11、③資産回転率、④利益率が独立変数である12。そして、これらの独立変数が「最も

賞賛される企業（Most Admired Companies；MAC）」にどのような影響を与えているか

について回帰分析によって明らかにしている。その結果として、財務業績が高ければ、コ

ーポレート・レピュテーションが高まるという有意な関係が示されている（図表 7 を参照

されたい）。 

 

図表 7 財務業績とコーポレート・レピュテーションの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：櫻井[2011a] p.237。 

 

(3)コーポレート・レピュテーションが財務業績に与える影響 

こうした研究は、コーポレート・レピュテーションと企業業績の間に有意な相関関係を
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見出したり、また企業業績がレピュテーションに及ぼす影響を実証したりするものであっ

た。では、コーポレート・レピュテーションは企業業績にどのような影響を与えているこ

とについて検討したい。 

 Roberts＆Dowling の研究は、コーポレート・レピュテーションが企業業績に影響すると

いう因果関係を明らかにした研究である13。 

 Roberts＆Dowling の研究では、「最も賞賛される企業」調査の 1984 年から 1998 年まで

のデータを用いてコーポレート・レピュテーションを中心的な独立変数とし、他に企業規

模（総売上高）、市価簿価比率、現在の業績ポジションの継続期間と暦年時間を独立変数と

してモデルに加え、分析を行っている。財務データについては Compustat のデータが使用

されている14。 

分析結果は、比較的高いコーポレート・レピュテーションを有する企業は超過収益力を

獲得する機能を有し、さらに超過収益力を維持する機能を有するということを明らかにし

ている。 

 また、Roberts＆Dowling の 2000 年と 2002 年の研究15は、Roberts＆Dowling の 1997

年の研究16を展開し、超過収益力に対するコーポレート・レピュテーションの有効性につい

て新たなサンプルと自己回帰モデル17という新たなアプローチを使用している。 

 Roberts＆Dowling の 2000 年と 2002 年の研究18では、Roberts＆Dowling の 1997 年の

研究19と同様、「最も賞賛される企業」調査データを使用しているが、サンプル数に若干の

違いがあり、財務指標として ROA（総資産利益率）、PBR（株価純資産倍率）、売上高を利

用して、profit＝α0+β0profit-1+εit という一般の自己回帰モデルを修正し、以下のようなモ

デルを使用し、比例ハザードモデル20による回帰分析を行っている。 

 

 ROAit＝α0+α1REPit-1+α2MTBit-1+α3SIZEit-1+ 

β0ROAit-1+β1REPit-1ROAit-1+β2MTBit-1ROAit-1 +β3SIZEit-1ROAit-1+εit 

                    

ROAit とは t 期における企業 i の標準利益率である。REPit-1は業界平均に対応した企業 i

におけるコーポレート・レピュテーションの 1 期間の差を表し、MTBit-1と SIZEit-1は、相

対的市価簿価比率と相対的企業規模を表している。 

分析結果は、自己回帰モデルによる分析においては、比較的高いコーポレート・レピュ

テーションを有する企業は利益が持続する傾向にあるということを明らかにしている。そ 



66 

 

して、コーポレート・レピュテーションを財務レピュテーションと残余レピュテーション 

に分解して行われた自己回帰モデルによる分析においても、それぞれのレピュテーション

が有意に影響を及ぼすということを明らかにしている。 

 

4．コーポレート・レピュテーションの管理 

 

コーポレート・レピュテーションが多くの人々によって関心をもたれるようになった理

由は少なくとも三つがある21。 

第一に、企業にとって、コーポレート・レピュテーションを向上させることは、経済的・

戦略的な意義が大きい。なぜなら、企業のレピュテーションは企業の財務業績を高めるこ

とが次第に明らかになってきているからである。加えて、コーポレート・レピュテーショ

ンを高めることで、企業に大きな損害を与える潜在的な領域を事前に察知して、戦略的に

対処して企業を多大な損害から未然に防ぐことができるようになる。換言すれば、競争優

位の源泉がインタンジブルズに移行してきたからである。 

経営者の最大の関心は現在、売上高の大小を競うのではなく、いかにしてより多くの企

業価値を構築できるかにある。その企業価値の多くは、有形資産よりも、知的資産やレピ

ュテーションなどのインタンジブルズによって生み出されるようになった。インタンジブ

ルズが競争優位の主要な源泉になってきた今日の経済では、インタンジブルズを生かすた

めの優れた経営戦略をもつ企業が競争優位確率できるようになっている。 

第二に、最近では、反社会的な行為をする企業は容赦なく社会の糾弾を受けて倒産の憂

き目に遭うようになっている。そのため企業には、環境経営、社会責任投資、コンプライ

アンス（法令順守）、コーポレート・ガバナンス（企業統治）、投資家向け広報（IR）につ

いて適切な対応が求められるようになっている。経営者は、これら企業の社会的責任に対

応した行動をして企業のレピュテーションを高めなければならなくなったのである。 

第三に、広告の役割が従来ほど重要性をもたなくなった22。その一方、メディアがビジネ

ス社会の出来事に大きな関心を抱くようになり、それに関する情報が一般消費者に直ちに

伝えられるようになったからである。情報伝達において大きな役割を果たしているのが、

インターネットである。 

コーポレート・レピュテーションを向上させるには、二つの側面からのマネジメントが
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必要となる。ひとつは、外向けに、広告や IR を充実させることである。いまひとつは、企

業内部の問題として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスのあり方を検討する

とともに、広い意味での内部統制システムを完備することである。 

 レピュテーション・マネジメントには、古いタイプの PR の決まり文句や伝統的な広告活

動とは区別される新しいタイプの戦略的な方向づけが必要となる。それは企業の組織風土

に根づいたものでなければならない。このことが、近年では PR や広告とは違ったレピュテ

ーション・マネジメントが必要とされる理由である。レピュテーション・マネジメントは、

伝統的な意味での PR や IR、あるいは広報担当者が専門家として頑張ればすべて事足りる

といったものではない。それぞれの企業には、CI、歴史、および培われてきた文化・風土

がある。組織構造、ビジョン・戦略、リーダーシップ、職場環境に基づく経営者の行動、

従業員の日々の活動が行われ、それがステークホルダーに影響を及ぼす。それが経済価値、

組織価値、社会価値に影響を及ぼし、企業価値を高めていくのである。 

 経営者と管理者、および従業員がつねにコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス

に留意することが、コーポレート・レピュテーションを向上させるために不可欠である。

コーポレート・レピュテーションは、経営者と従業員の日々の行動によって決定づけられ

る。とは言え、企業の行動をどう捉えるかは、外部の利害関係者が企業をどう見るかによ

って異なってくる。株主、銀行、取引先、顧客、証券アナリスト、地域住民、一般生活者

といった企業外部のステークホルダーによる評価が高まることで、コーポレート・レピュ

テーションは高まってくる。したがって、レピュテーション・マネジメントでは、企業内

部の問題だけでなく、ステークホルダーによる評価を高める努力も積極的になされなけれ

ばならない。 



68 

 

第 4 章 注 

                                                   
1 櫻井[2013] p.610。 
2 大柳[2006] 
3 櫻井[2008a] 
4 青木・岩田・櫻井[2009] pp.33-70。2009 年アンケート調査の対象は、上場第 1 部企業の

中から業種を選定して 1,062 社（回収は 124 社、回収率は 11.7％）に調査票を発送した。

調査票送付先は、経営企画部、財務部、CSR 室、IR 部、監査部であった。 
5「RQ」調査は、ニューヨーク大学の Fumbrun 名誉教授とレピュテーション・インスティ

テューションにより開発されたものであり、調査により指数化された「RQ」により、レ

ピュテーションが高い企業がランキングされる。 

6 北見[2008] 
7 Fombrun＆van Riel[2004] 
8 Fombrun＆van Riel[2004] 
9 Fombrun＆van Riel[2004] 
10 Fombrun＆van Riel[2004] 
11 ノーベル経済学賞の受賞者、エール大学のトービン教授の主張する理論。トービンのｑ

（Tobin’s ｑ)は次式で表わされる。トービンのｑ＝市場価値／再取得価額。この式の意

味は、企業の市場価値（企業価値）と現存の資本を買い換える費用の総額（再取得価額）

の比率をｑとすると、ｑが 1 よりも大きければ過小資本であるとして、投資が行われる

とするものである。 
12 Belkaoui[2001] 
13 Roberts＆Dowling[1997] 
14 Roberts＆Dowling[1997] 
15 Roberts＆Dowling[2000, 2002] 
16 Roberts＆Dowling[1997] 
17 自己回帰モデル(Autoregression model)は時系列解析に使われるモデルである。時系列自

身の過去の値を説明変数とする回帰モデルであることに由来して、自己回帰モデルと名

づけられている。 
18 Roberts＆Dowling[2000, 2002] 
19 Roberts＆Dowling[1997] 
20 比例ハザードモデルにおける従属変数はハザード比である。これは、time t において特

定に財務ポジションから移動する確率を表している。特定の財務ポジションから移動と

は、平均以下のポジションから超過収益のポジションへの移動、またその逆を指してい

る。 
21 Hannington[2004] 
22 このことを Fombrun＆van Riel[2004]は、Adsaturation（広告の飽和化）と表現してい

る。 
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第５章 コーポレートブランドの価値評価 

 

1．コーポレートブランドの概念 

 

Aaker によれば、ブランドとは「ある売り手あるいは売り手のグループからの財または

サービスを識別し、競争業者のそれから差別化しようとする特有の名前かつまたはシンボ

ル」1と定義され、ブランドエクイティが「ブランドないしその名前とシンボルに結びつい

たブランド資産と負債の集合であり、製品やサービスに価値を加えたり減らしたりするも

の」2と定義される。ブランド資産は、ブランド・ロイヤルティ、ブランド認識、知覚品質、

ブランド連想、その他の所有しているブランド資産という五つの要素からなる。Aaker3の

ブランドの定義で注意したい点は、ブランドを財またはサービスに対して定義し、識別、

差別化、名前、シンボルなどの言葉によって財・サービスから生み出す価値の可能性を意

味している点である。 

コーポレートブランドとはブランドの階層との関係で、最も高いレベルのブランドがコ

ーポレートブランドと考えられる。例えば、コーポレートブランドをブランド階層におけ

る最高位のブランドを規定して、「関連する対象との関係で、企業の全製品の提供識別・差

別化することを意図した名称、用語、サイン、シンボルまたはこれらの要素の結合」4とす

る見解がある。しかし、企業が提供するサービスや事業との関係を考慮することなく、全

製品の結合だけをコーポレートブランドかとするなら、この見解に同意する者は必ずしも

多くとは思われない。 

他方、コーポレートブランドを製品やサービスの要素の結合に限定せず、シンボルの集

合とする見解がある。例えば、Hatch＆Schultz などはコーポレートブランドが製品ブラン

ドとは違って、「ひとつのシンボルではなく、シンボルの集合体」であると述べている5。 

有力企業が社会の注目を集めるようになるにつれて、強いコーポレートブランドをもつ

ことで企業と社会の間に強い信頼性が築かれ、そのことが財務業績を含めた企業価値を向

上させることが明らかになってきた。コーポレートブランドの効用とは、以下のようなも

のであろう。 

まず、個々の製品やサービスを宣伝するよりは、それらを提供している企業そのものを

訴求するほうが広告活動としてはより効果的である。 

次に、コーポレートブランドの測定を通じて自社の相対的な企業価値を知ることで、ス
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テークホルダーはより大きな満足を得ることができる。 

そして、個々の製品や事業ではなく会社そのもののリスクを知ることで、サプライヤー

にとっては購入中止のリスクを、顧客にとっては購買ができなくなるリスクが事前に知る

ことができるようになる。 

ここで、コーポレートブランドを含めたブランドの特徴を整理しておこう。 

第一に、ブランドは、本質的には財・サービスの存在を前提とし、その識別化・差別化

を意図したものであり、市場における取引経験に基づいて形成される。 

第二に、ブランドは体系化された象徴であり、そのコミュニケーションは象徴的な性格

をもつ。 

第三に、同時にブランドは、顧客を中心に人々の間で共有される知覚と記憶の集合物で

ある。ブランドという象徴の力を借りて、顧客を含めたステークホルダーの間でひとつの

意味世界を構築する。 

第四に、ブランドが知覚と記憶の集合物になるためには、さまざまな接触機会でコミュ

ニケーション活動が必要である。財・サービス自体が核となりつつ、その提供の仕方や、

コミュニケーション方法、またブランドについての噂や風評などが積み重ねられて、ブラ

ンドの知覚と記憶の集合物（意味世界）は形成されていく。こうした文脈でのブランドの

価値は、基本的には消費者視点から評価されるべきものであり、その意味世界がステーク

ホルダーひとりひとりの利害や生活に根ざした価値として認識されたものの総体というこ

とになる。 

第五に、ブランドは人々の認知を固定し、関係性や行動を引き起こす機能をもつ。優れ

たマネジメントによって、生活者ひとりひとりの多様性の上に、そのブランド独自の記憶

の集合物（意味世界）を創出し得たブランドは、さまざまな立場や見方の違いを超えて、

人々がある一貫した行動へと導く強力な磁場になる。意味世界が購買行動を生み出す魅力

の源泉であることによって、将来にわたって収益を生み出す資産としての側面をもつとい

うことである。このようなブランドの価値は、例えば、ブランドの購買喚起力によって評

価される。 

第六に、築かれたブランドは、企業にとっての中長期のポテンシャルであり、継続的な

潜在成長力である。このような文脈でのブランドの価値は、ブランドによってもたらされ

るであろう期待キャッシュフローから導かれる。 

そして、ブランド構築の目的は、その主体が企業の場合は、ブランドを足がかかりにし
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た継続的な企業価値の向上ということになる。 

上記のように、ブランドの特徴を活かし、企業だけでなく顧客もさまざまなメリットを

ブランドから享受することができる。企業側では、ブランドを、自社製品を識別する手段、

自社製品の特性を法的に保護する手段、顧客とのコミュニケーション手段として用いるこ

とができる。他方、顧客側では、ブランドを製品およびその製造または販売企業を識別す

る手段として用いることができる。この結果、顧客側では、このブランドを通じて、財・

サービスを選択する時間および費用を削減することが可能である。 

一方、コーポレートブランドを中心とした経営は、顧客、株主、従業員すべてにとって

の価値を高めるという結果を目指すものである。この三者以外にも、債券者をはじめ多く

のステークホルダーが存在するが、一度にすべてのステークホルダーの価値を議論するこ

とは難しい。そこで、まず顧客、株主、従業員の価値に焦点を当てることにする。この三

者に絞ると、コーポレートブランド価値は図表１のように表すことができる。 

 

図表１ コーポレートブランド価値の構成要素 

 

①コーポレートブランドに企業理念・ビジ 

ョンを象徴させる。          

②コーポレートブランドを基軸とした仕組 

                      み・仕掛けづくりを通じて顧客価値・従

業員価値・株主価値の最大化を目指す。 

③顧客起点のバリューチェン・活力や結力 

                   利益シェア向上により、顧客満足・従業 

員満足・株主満足の最大化を目指す。  

 

             ① 

 

出典：伊藤[2000] p.66。 

 

2．ブランドの価値評価アプローチ 

 

ブランドをはじめインタンジブルズの価値を評価するためのアプローチは、差額アプロ

ーチと積算アプローチとに大別できる。それぞれアプローチの長所と短所とについて述べ

ると、以下のとおりである。 

コーポレートブランド 

(Corporate Brand)            
③        ② 

②     ③ 

顧客 

価値 

株主 

価値 

従業員

価値 

企
業
理
念
・
価
値
観 
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差額アプローチは、上場会社であれば株式時価総額をもって企業全体の価値評価額とし、

これから貸借対照表に記載されている純資産の時価を控除し、その差額をブランド価値と

する考え方である。このアプローチは、価値計算の基礎となる株価が多数の投資家からの

評価によって形成されているので客観性があり、しかも計算が容易であるなどの長所があ

るが、反面、差額の中に評価対象とするブランドの他、のれんやノウハウなどのその他の

インタンジブルズも含まれるために、ブランド価値だけを適切に取り出して計算できない

ばかりではなく、株価情報を無条件で会計が受け入れているにすぎないといった問題点が

ある。 

積算アプローチは、ブランド価値を積み上げ式に評価するアプローチであり、コスト・

アプローチ、マーケット・アプローチおよびインカム・アプローチに大別できる。 

コスト・アプローチは、ブランドの開発に要した支出額を積み上げてブランドを評価す

る考え方である。このアプローチは実際原価またはその取替原価でブランド価値を積算す

る考え方なので、広告宣伝費や研究開発費と企業価値の関連性を立証するマーケティング

分野での実証結果とも一致しており、また比較的評価しやすいなど実行可能性の面での長

所がある。反面、多額のコストをかけてもブランドを確立できない場合もあれば、逆にわ

ずかなコストでブランドを確立できる場合もあるなど、支出額とブランド価値の対応関係

が不明確である。 

マーケット・アプローチは類似ブランドの実際の取引価格に基づいて当該ブランドを評

価しようとする考え方である。この考え方は実際の取引価格に基づいているために合理的

な部分もある。しかし、ブランドの本質が他のブランドとの識別性または差別性にあるこ

とからすれば、類似ブランドを想定すること自体に合理性が見出しにくいことに加えて、

比較するデータの入手困難性、買い手によってブランド取引価格が著しく異なり、比較す

るデータとしての客観性を欠くなどの問題がある。 

インカム・アプローチは、ブランドの超過収益力がもたらす将来の増分キャッシュフロ

ーの現在価値をもってブランド価値評価額とする考え方である。このアプローチには、増

分キャッシュフローの推定法によって、ロイヤリティ法、プレミアム価格法などの考え方

がある。 

ロイヤリティ法は、ブランドを保有していないとすれば支払わなければならないロイヤ

リティで増分キャッシュフローを推定する方法である。ロイヤリティは実際に売り手と買

い手がブランド価値について合意した取引価格なので、超過収益力を表すものとして妥当
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であると言える。しかし、実際にロイヤリティの授受がなければこの方法は使えないし、

また類似ブランドのロイヤリティを参照してもあまり意味がないなどマーケット・アプロ

ーチと同様に実務上の問題がある。 

これに対して、プレミアム価格法は、ノン・ブランド製品を上回ってブランド製品に認

められる現在および将来の価格プレミアムで増分キャッシュフローを推定する方法である。

この方法は、ブランドの本質的な効用である価格プレミアムに着目しており、ブランド概

念と合致している。 

インカム・アプローチで最終的には、増分キャッシュフローを何らかの割引率で割り引

いて現在価値を計算する必要がある。現在価値を計算するための要素である増分キャッシ

ュフローと割引率については、二つの考え方がある。第一は、増分キャッシュフローにリ

スクを反映させずに、分母である割引率にリスクを反映させる方法である。第二は、分子

である増分キャッシュフローにリスクを反映させて、割引率にリスクを反映させない方法

である。この方法では、増分キャッシュフローについての期待値計算が行われることにな

る。 

  

3．インターブランド社よるコーポレートブランドの価値評価 

 

インターブランド社は、製品の名前、デザイン、ロゴの考案から、それらを基礎とした

経営アドバイスを通じて、インタンジブルズとしてのブランドや企業価値を高めることを

主たる業務とするコンサルティング企業である。インターブランド社はブランド価値をブ

ランドによってもたされる経済的価値であると定義し、増分キャッシュフローを割り引い

た正味現在価値をブランド価値とする方法に類似した手法を用いている。インターブラン

ド社のブランド価値評価に対する基本な姿勢は、インタンジブルズとしてのブランドは顧

客の評価によって決まる経営資源であるという認識に立って、ブランドこそ現代において

企業価値への貢献度が最も高い資産であるというものである。インターブランド社によれ

ば、企業価値に占めるブランド価値の比率は、1950 年代(10％)、1970 年代(20％)、1990

年代(45％)、2010 年代(60％)と予測されている6。 

インターブランド社によるコーポレートブランドの価値評価では、まずブランドのセグ

メンテーション分析を行い、次に財務分析を行って各セグメントの経済的利益を算定し、

さらにブランドの役割分析を基にブランドの利益貢献度を評価することにより、両者を掛
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けた結果をブランド利益として算定する。そして、ブランド力分析によりブランドの強さ

を評価し、それに応じた適切な割引率を設定する。最後に、ブランド利益をブランド割引

率で割り引いて、各セグメントのブランド価値を算定し、最終的にそれらを合計してブラ

ンド価値を算定する。以上のブランド価値評価のプロセスを図示すれば、図表 2 のとおり

である。 

 

 図表 2 ブランド価値評価のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：田中[2011] p.267。 

 

セグメンテーション分析では、評価対象ブランドを地域、顧客層、商品などの複数のセ

グメントに分割し、そのセグメントごとに分析を進める。財務分析においては、企業価値

と投下資本の差額である全インタンジブルズの価値は、将来の経済的利益の割引現在価値

と一致すると仮定する。ブランドから生み出す経済的利益を直接算出することは困難であ

るため、まず企業の全インタンジブルズから得られる経済的利益を算出し7、その後、ブラ

ンド利益を抽出するという手法を用いる。ブランドの役割分析では、財務分析で求めた全

インタンジブルズによる経済的利益のうち、ブランド貢献分をブランド利益として抽出す

る。この分析でブランドの役割指数8を算定し、これを経済的利益にかけてブランド利益を

算出する9。ブランド力分析は、将来のブランド利益の不確実性を評価し、リスクの大きさ

に応じてブランド割引率を算出する。ブランド価値は、このように求めたブランド利益に

セグメンテーション分析 

 

ブランドの利

益貢献度を評

価する 

ブランドの

役割分析 
 

ブランドの強さ

を評価する 

 

経済的利益 

を算定する 

財務分析 
ブランド

力分析 

ブランド利益 ブランド割引率 

ブランド価値 

（ブランド利益の割引現在価値） 
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ブランド割引率を乗じて算定される。 

このプロセスのうちのブランド力の分析では、以下の 10 の指標を評価し、それの結果を

総合してブランド力を測定する10。 

①明瞭性(Clarity)：ブランドのポジショニングは明確かどうか 

②コミットメント(Commitment)：社内におけるブランドの関与度は高いか 

③保護性(Protection)：ブランドを守るため法令順守や社会的責任を果たしているか 

④対応力(Responsiveness)：環境変化に迅速に対応できているか 

⑤信頼性 (Authenticity)：顧客の期待を超える能力をもちえているか 

⑥関連性(Relevance)：顧客のニーズ・要望に適応しているか 

⑦差別性(Differentiation)：顧客が競合との差別性を認識しているか 

⑧一貫性(Consistency)：一貫性をもってブランド体験を提供しているか 

⑨存在感(Presence)：社会における存在感がするか 

⑩理解(Understanding)：顧客が理解しやすいブランドか 

10 の評価項目の合計点を「ブランドスコア」と呼び、この数値を基準にブランド割引率

を算定する。 

ブランド力分析では、将来のブランド利益のリスクを評価する。これは、リスクの大き

さに応じて割引率を算定し、ブランド利益の割引現在価値を計算するためである。仮に同

額の利益を生み出している二つのブランドがあったときに、ひとつは顧客の信頼性が高く

市場をリードするような強いブランドで、もうひとつは歴史も浅く顧客の認知度も低いブ

ランドであるとすれば、前者のブランド価値は後者よりも大きいと考える。 

次の数値例を用いて上記の分析を説明すると、以下のようになる。 

仮定① 次期の予測売上高は 1,000 であり、その後 5 期先まで毎期 10％ずつ増加し、6

期先からは成長率はゼロとする。 

仮定② 売上高営業利益率（＝営業利益÷売上高）は 10％であり毎期一定とする。 

仮定③ 税率は営業利益に対して 40％で毎期一定とする。 

仮定④ 資本回転率（＝売上高÷投下資本）は 1.25 で毎期一定とする、すなわち投下資

本は［売上高×0.8］として算定される。 

仮定⑤ 資本コストは投下資本に対して 5％で毎期一定とする。 

仮定⑥ ブランド役割指数 60％とする。 

仮定⑦ ブランド割引率 12％とする。 
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 この数値例によれば、6 期先までを予測期間として場合のブランド価値は、60.5 と推定

される（図表 3 を参照されたい）。 

 

図表 3 ブランド価値の計算例 

 

1期先 2期先 3期先 4期先 5期先 6期先 ⋯

予測売上高(仮定①) 1,000 1,100 1,210 1,331 1,464 1,464 ⋯

営業利益(仮定②) 100.0 110.0 121.0 133.1 146.4 146.4 ⋯

税引後利益(仮定③) 60.0 66.0 72.6 79.9 87.8 87.8 ⋯

資本コスト(仮定④⑤) 40.0 44.0 48.4 53.2 58.6 58.6 ⋯

経済利益 20.0 22.0 24.2 26.7 29.2 29.2 ⋯

ブランド利益(経済利益×0.6)⑥ 12.0 13.2 14.5 16.0 17.5 17.5 ⋯

割引現在価値⑦ 10.7 10.5 10.3 10.2 9.9 8.9

ブランド価値 60.5
 

 

これはブランドの強さが将来のブランド利益の確実性を保証するということである。し

たがって、ブランド力が強ければブランド利益のリスクは小さい（確実に利益が上がる）

ので、低い割引率を設定（それによりブランド価値は大きく計算される）し、逆に、ブラ

ンドが弱ければ、リスクは大きくなり（利益が得られるかは不確実）、高い割引率が設定さ

れる（それによりブランド価値小さい計算される）。以上のことを図示すれば、図表 4 のと

おりである。 

 

図表 4 ブランドの強さとブランド利益がブランド価値への影響 

 

     

 

 

 

以上のプロセスを経て、最終的にブランド価値が算定される。つまり、財務分析とブラ

ンドの役割分析によって求めたブランド利益をブランド力分析で算定した割引率を用いて

セグメントごとに割引現在価値を算定し、これらを合算することにより、全体としてのブ

ランド価値を算定する。 

ブランドの強さ ブランド利益 

ブランド価値 
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 4．経済産業省モデルによるコーポレートブランドの価値評価 

 

経済産業省のブランド価値評価モデルは、2001 年 7 月より、研究会 12 回、ワーキング・

グループ 30 回、臨時ワーキング・グループ７回および検討会 8 回を開催し、延べ約 200 時

間をかけてまとめられた「ブランド価値評価研究会報告書」において公表されたものであ

る。 

このモデルが作られた背景は、次の 2 点である11。 

第一に、経済のソフト化、グローバル化、IT 技術の発展、規制改革の進展などの経済環

境の変化に伴う、経営戦略の変革である。すなわち、企業が金融資産、設備資産、土地な

どの有形資産に基づく経営から知的財産、研究開発費、ノウハウなどのインタンジブルズ

を中心とするインタンジブルズ経営へと大きく移行しつつあることである。 

このように、ブランドなどのインタンジブルズが企業価値の重要な決定要因になってい

るにもかかわらず、その事実が財務諸表に示されず、またその可視化を図ろうにもそのた

めの客観的な価値評価モデルがなかったことが第一の背景である。 

また、不良債権処理、強制評価減、減損処理などで財務諸表に対する信頼性を回復させ、

ひいて日本経済再生のための牽引力を探っていたこともブランド価値評価モデル開発の理

由として少なからずあったように思われる。 

第二に、ブランド使用料徴収のための客観的算定方法がなかったことである。すなわち、

純粋持株会社の解禁、株式移転制度の導入、M&A による企業組織再編成などに伴い持株会

社を中心とする連結経営の重要性が増大しているが、こいした連結経営においては子会社

が親会社のブランドネームなどを使用していることから、親会社（持株会社）がブランド

使用料などの名目で何らかの対価を子会社から徴収する傾向が見られる。しかしながら、

ブランド価値についての客観的評価方法が確立されていないために、ブランド使用対価を

めぐり、その客観的妥当性、寄付金課税、少数株主の権益侵害などの各種の問題が生じて

いることが第二の背景である。 

コーポレートブランド価値評価にあたっては、連結基準で行うのか単体基準で行うのか

が難しい問題になっている。連結基準で算定すれば、企業集団内のある一企業のコーポレ

ートブランドが当該企業集団としての製品ブランドになっていることも考えられるし、ひ

とつの企業集団内に単体の複数のコーポレートブランドが存在することも考えられる。こ

のような場合には、単体のコーポレートブランド（企業集団内の製品ブランドである場合
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もある）間のシナジー効果も生じ得る。経済産業省のブランド価値評価モデルの場合、企

業集団または一企業の複数のコーポレートブランドのシナジー効果を測定することは困難

であることから、企業集団内のすべてのブランド価値の連結財務諸表を基準として算定す

ることにしている。 

経済産業省が行った実態調査の結果からは、以下のことが明らかになっている。ブラン

ド価値評価指標などの社内利用については、「積極的に利用する」または「利用する」とす

る企業は、コーポレートブランドの場合、全体の 21.4％であり、製品ブランドの場合、全

体の 17.8％であった。これに「直ちには利用しないが検討する」とする企業を含めると全

体の約 70％になっており、企業におけるブランド価値評価に対するニーズの高さが伺える。 

実務において何らかの指標でブランド評価を行っている企業またはブランド評価を検討

している企業は、全体の 70％弱であった。すでに、ブランドを「貨幣額で評価している」

企業が 8.8％、「貨幣額以外の指数等で評価している」企業が 13.9％もあった。このような

調査結果から日本においてはすでにブランドが重要な経営資源のひとつと位置づけられつ

つあることがわかる（図表 5 を参照されたい）12。 

 

図表 5 ブランド評価の現状＜複数回答＞ 

 

 

 

また、ブランド戦略については、「企業集団としてのコーポレートブランド」レベルで考

えていると回答した企業が 73.5％を占めており、連結基準でのコーポレートブランドの重

要性が広く認識されていた13。 

ブランドの開発・維持・管理にあたり重視し実施している点については、コーポレート

ブランドの場合には、「経営理念の共有化」が最も高く 68.5％を占めていた。次いで「広報・

33.2% 

34.0% 

22.5% 

13.9% 

8.8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

その他 

貨幣額以外の指数等で評価することを検討している 

貨幣額で評価することを検討している 

貨幣額以外の指数等で評価している 

貨幣額で評価している 



79 

 

CI・IR 活動」（40.0％）、「一貫したメッセージの発信」（37.0％）が高かった14。 

ブランド開発などに関するコストとしての具体的な費目としては、コーポレートブラン

ドの場合には「広告宣伝費」（61.2％）、「商標権および意匠権保護に要するコスト」（45.4％）、

「経営理念を徹底させるためのコスト」（32.0％）、「ブランディング・コスト（ネーミング・

コスト）」（29.9％）などの回答率が高かった（図表 6 を参照されたい）15。 

 

図表 6 コーポレートブランドコストに含まれる費目＜複数回答＞ 
（コーポレートブランドコストを把握していると回答した企業のみ） 

 

 

 

ブランド開発などの効果を示す指標としては、コーポレートブランドの場合には、「消

費者（または企業）における認知度の向上」（51.4％）が最も高く、「ブランド・イメージの

向上」（42.7％）、「売上高の増加額（率）」（42.0％）、「株価の上昇」（37.4％）の順であった

（図表 7 を参照されたい）16。 

 

  

1.9% 

8.0% 

12.9% 

13.1% 

15.8% 

15.8% 

18.7% 

22.8% 

23.8% 

29.9% 

32.0% 

45.4% 

61.2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他 

ブランド買取費用 

Ｒ＆Ｄ費 

製品等の保証のためのコスト 

カスタマーサービスのためのコスト 

マーケティング・リサーチに要するコスト 

人件費 

社内的モラール向上のためのコスト 

販売促進費 

ブランディング・コスト（ネーミング・コスト） 

経営理念を徹底させるためのコスト 

商標権および意匠権保護に要するコスト 

広告宣伝費 
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図表 7 コーポレートブランドコストの効果の測定指標＜複数回答＞ 
（コーポレートブランドコストを把握していると回答した企業のみ） 

 

 

 

経済産業省のブランド価値評価モデルは、販売面で生じる直接的な効果だけに限定して

評価を行おうとするものであり。品質などの維持向上に貢献するであろう生産技術や製造

ノウハウも、直接的にはブランド価値評価の対象にされていない。それらはブランドとし

てではなく、ブランドとは別の価値ある知的財産として測定すべきであると考えられてい

る。したがって、経済産業省モデルによって評価されたブランド価値は、企業間取引が多

い業種（BtoB）の企業よりは対一般消費者取引が多い業種（BtoC）の企業について大きく

算定される傾向がある。ブランド機能のひとつが消費者に対して自社製品を他社と区別し

てアピールすることにあるとすれば、この傾向は当然であろう。 

このようにしてブランドの価値を販売面に限定すると、次の課題はブランドがもたらす

販売面での効果を考慮することにより、ブランド価値の源泉となる要因を抽出することに

なる。経済産業省のモデルにはブランド価値を決定する要因として、①プレステージ・ド

ライバー、②ロイヤルティ・ドライバー、③エクスパンション・ドライバーと名づけられ

た三つの要因が組み込まれている17。 

 第一のプレステージ・ドライバーはブランドがもたらす製品などの価格優位性に着目し

たもので、品質や機能が同一でもブランド品はノン・ブランド品より高い価格で販売され

て超過利益をもたらす側面を測定しようとする。第二のロイヤルティ・ドライバーは、確

立されたブランド製品については顧客が反復継続的に当該製品などを選択することにより、
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マーケット・シェア 

従業員のモラルの向上 

営業利益の増加額（率） 

株価の上昇 

売上高の増加額（率） 

ブランド・イメージの向上 
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超過利益が安定的に生み出されるという側面を測定しようとする。第三のエクスパンショ

ン・ドライバーは、当該ブランドを用いて外国市場や異業種市場へと企業活動を展開する

ことにより、超過利益の増加をもたらすよう潜在的能力を測定しようとする。 

 経済産業省モデルは、ブランド価値評価モデルとして、かなり精緻な構造をもっている。

理論的な裏づけや整合性もそれなりに取れている。しかしながら、インターブランド社の

モデルと比較して、ビジネス社会において高く評価されているとは言い切れない。その理

由はおそらく、精緻すぎるところにある。特に管理会計においては、もう少し理解しやす

いいか関係を仮定したモデルでなければ、実務で用いることは難しいように思われる。 
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第 5 章 注 

                                                   
1 Aaker[1991] p.9. 
2 Aaker[1991] pp.20-21. 
3 Aaker[1991] 
4 Ormeno[2007] p.17. 
5 Hatch＆Schultz[2008] p.26. 
6 田中[2006] p.51。 
7 EVA＝税引後営業利益－加重平均資本コストの算式によって算定される。 
8 ブランドの役割指数（RBI：Role of Branding Index）は、顧客の購買意思決定にどれだ

けブランドが役割を果たしているかを数値化したものであって、ブランドの利益貢献度

とも言える。 
9 ブランド利益=経済的利益×ブランドの役割指数の算式によって算定される。  
10 田中[2011] p.270。 
11 広瀬[2003]  
12 経済産業省[2002]を参考。 
13 経済産業省[2002]を参考。 
14 経済産業省[2002]を参考。 
15 経済産業省[2002]を参考。 
16 経済産業省[2002]を参考。 
17 広瀬[2003]を参照されたい。 
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第６章 インタンジブルズのディスクロージャー戦略 

  

 インタンジブルズの問題は、近年財務報告の領域においても活発に議論されている。以

下においては、2009 年 2 月に公表された、日本インベスター・リレージョンズ学会研究分

科会による成果報告書「新たな情報開示モデルと IR」を手がかりに、インタンジブルズの

ディスクロージャー戦略について考察してみたい。 

 

1．ディスクロージャーの変化 

 

ディスクロージャーは、一般に企業などが投資者や債権者などの利害関係者に対して、

事業内容や財務状況を柱とする、各種の情報を公開すること。またはそれを義務づける情

報開示制度をいう。現在、日本のディスクロージャー制度は、金融商品取引法によって定

められたものと会社法によって定められたものがあり、上場会社の場合は証券取引所など

の要請に基づくものがある。また、企業の IR 活動の一環として行われる任意の情報開示を

含める場合もある。これらは基本的に、投資家が投資判断を行うのに必要な資料を提供す

るために有価証券の発行体によって行われるもので、事業内容や財務状況などを正確・公

正かつ適時に開示することで、投資家保護を図ることを目的としている。 

1980 年代以降、日本企業によるディスクロージャーは大きく進展した。日本のディスク

ロージャー制度の拡充は、①連結グループ情報の拡充、②公正価値評価などのバランスシ

ート革新、③事業リスクや M&A など非財務情報の拡充、④適時開示の進展の 4 点に整理

される。近年におけるディスクロージャーへの注目度の上昇はこうしたディスクロージャ

ー制度の拡充を背景としている。 

 上場企業のディスクロージャーについては、2000 年 5 月に「証券取引法及び金融先物取

引法の一部を改正する法律」が成立して以降、順次電子化が実施されており、2001 年 6 月

には「EDINET」が稼働している。商法ディスクロージャーに関しても、2001 年 4 月の改

正商法施行により Web サイトへの貸借対照表・損益計算書（過去 5 年分）の掲載をもって

公告に代えることが認められており、2005 年には電子公告の制度が登場した。  

 証券取引所などの自主規制機関では開示規定を設け、投資家の判断に影響する可能性の

ある事柄を適宜開示することを求めている。これによって上場企業は業績予想（修正）、代

表取締役の異動などに関して、決算短信の配布や記者発表などを行うことになる。証券取
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引ディスクロージャーの電子化では、例えば東京証券取引所が「TDnet（Timely Disclosure 

network）」を構築し、1998 年 4 月から稼働を開始した。東証上場会社は重要な会社情報が

生じた場合、直ちに TDnet へ登録することが義務づけられている。 

 2006 年 5 月 1 日以降、このディスクロージャーの制度は、金融商品取引法と会社法によ

って定められたものに変わった。金融商品取引法のディスクロージャーとは、 上場してい

る企業が、投資家に対して十分な投資判断を行う情報を提供するための制度であり、会社

法のディスクロージャーとは、株主に対して、株主総会に必要な計算書類（貸借対照表・

損益計算書・株主資本等変動計算書）と事業報告書の提供を義務づけるものである。また、

ディスクロージャーは、投資家の立場からは、投資する際の重要な判断材料のひとつにも

なり、ディスクロージャーに前向きでない企業は、何か重大な悪い情報を隠していると見

られる可能性もある。逆に、ディスクロージャーに積極的な企業は、投資家の信頼を得る

ことによって、株価の値上がりをサポートすることにもなるので、IR 活動であるディスク

ロージャーは企業にとって大きな影響を与えるものとなっている。 

金融商品取引法におけるディスクロージャー制度（企業内容など開示制度）とは、有価

証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような

資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行

者などに義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、

財務内容などを正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度であ

る。 

金融商品取引法では投資家に対しての情報公開を規定している。有価証券の発行者は、

有価証券の発行・流通市場において投資家が十分に投資判断を行うことができる資料を提

供しなければならない。そこで、有価証券発行者は内閣総理大臣に「有価証券届出書」を

提出する義務がある。これらの報告書には個別および連結財務諸表を始めとして、会社の

概況、事業の概況、営業の状況、設備の状況に関する詳細な情報が記載されている。 

ディスクロージャーと企業価値の関連性で言えば、必ずしも日本のディスクロージャー

が情報利用者のニーズを満たしているとは言いがたい状況にある。こうした点は、日本 IR

協議会が企業の IR 担当者に対して毎年実施している「IR 活動の実態調査」からも窺える。

例えば、2007 年度に実施された「第 14 回 IR 活動の実態調査」では、IR 活動を実施する

にあたっての課題として、全体の 50％を超える IR 担当者が「IR 活動の効果測定」「財務情

報に現れにくい企業価値の説明」などを挙げている1。ディスクロージャー制度の拡充を契
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機に、日本企業が開示する情報を大量かつ多様になりつつある。しかしながら、それらの

法定開示や自発的開示情報を活用して、いかに企業価値に結びつくディスクロージャーを

実施するかについては、まだ十分に検討されていない部分がある。 

 

2．効果的なディスクロージャー戦略 

 

 優れたディスクロージャー戦略は企業価値創造に結びつくのか、結びつくとすれば、ど

のような経路で結びつくのか。このことを明らかにするために、日本 IR 協議会および日本

証券アナリスト協会それぞれの表彰制度で複数回表彰されている企業（ディスクロージャ

ー優良企業）を対象として、検証が行われている2。具体的には、①資本コスト低減仮説、

②インタンジブルズ伝達効果仮説、③経営の規律効果仮説がそれぞれ検証された3。 

 第一の資本コスト低減仮説を検証するため、ディスクロージャー優良企業とベンチマー

ク企業の市場ベータが比較検証された。検証の結果、ディスクロージャー優良企業は表彰

を契機に市場ベータが低下しているのに対して、ベンチマーク企業の資本コストは低減し

ていないことが確認された。 

 第二のインタンジブルズ伝達効果仮説を検証するため、ディスクロージャー優良企業と

ベンチマーク企業の PBR（株価純資産倍率）とアナリストによるインタンジブルズへの評

価が比較検証された。検証の結果、ディスクロージャー優良企業が表彰を契機に PBR を増

大させているのに対して、ベンチマーク企業の PBR は横ばい状態にあったことが確認され

ている。また、アナリストはベンチマーク企業と比べて、ディスクロージャー優良企業の

理念・ビジョン・ビジネスモデル、知的財産、ブランドを高く評価していることが確認さ

れた。 

 第三の経営の規律効果仮説を検証するため、ディスクロージャー優良企業とベンチマー

ク企業の期首業績予算達成回数が比較検証された。検証の結果、ディスクロージャー優良

企業はベンチマーク企業に比べて、期首業績予想達成回数が多いことが明らかになった。 

 また、こうした三つの効果が最終的に企業価値の創造に結びついているかを検証するた

め、ディスクロージャー優良企業とベンチマーク企業の株式投資収益率の推移が比較検証

された。検証の結果、ディスクロージャー優良企業は表彰を契機にベンチマーク企業をは

るかに上回る収益率を達成していることが確認された。 

 ディスクロージャー競争はグローバル化し、かつ激化している。グローバル資本主義が
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進展する中で、魅力的なディスクロージャー戦略を実践していなければ、効果的に企業価

値の創造や企業競争力を高めることは難しい。ディスクロージャー優良企業から学ぶべき

ことは次の 4 点である。 

 第一に、ディスクロージャーは企業に対する株主や投資家などからの信頼を獲得する最

も重要な手段になっているという点である。グローバル資本主義が進展する時代において

も、経営者と投資家の間の情報の非対称性を埋めることで、逆選択の問題を克服するとい

う役割は変わらない。むしろグローバル資本主義の時代であるからこそ、一層意識すべき

ポイントであるかもしれない。ディスクロージャー優良企業は自発的にこうした試みを実

践することで、資本コストを引き下げることに成功している。 

 第二に、ディスクロージャーは、経営者の姿勢そのものを反映した、経営そのものを象

徴していることを意識すべきであるという点である。企業には固有の価値観や文化、ビジ

ョンや理念が土台であり、そのうえにディスクロージャーがある。株主や投資家は企業の

ディスクロージャーへの姿勢を通じて、その背後にある経営者そのものを見つめているの

である。 

 ディスクロージャー優良企業に対する証券アナリストの評価にこうした点を読み取るこ

とができる。企業分析のプロフェッショナルとして企業を見つめ続けている証券アナリス

トは決して財務業績のみを見ているわけではない。その背後にある理念・ビジョンやそれ

に基づくビジネスモデル、知的財産、ブランドなども併せて見ているのである。そうする

ことで、企業の持続的な価値創造の可能性や将来性を見抜くことができるのである。 

第三に、ディスクロージャーにおける企業競争力は製品・サービス市場での競争力と異

なる次元にあるという点である。換言すれば、財・サービス市場での競争力がそのままデ

ィスクロージャー競争力として発揮されるわけではないという点である。ディスクロージ

ャー優良企業のベンチマーク企業の中でも、優良企業に伍する市場競争力を兼ね備えてい

る企業も少なくはない。しかしながら、それが必ずしもグローバルな資本市場では評価さ

れるとは限らないのである。市場競争力とディスクロージャー競争力が相まって、はじめ

て企業価値が向上するのである。 

最後に、ディスクロージャーは義務ではなく、戦略になっているという点である。企業

のディスクロージャー競争力を発揮する制度基盤や経営環境は整備されつつある。財・サ

ービスの競争力に加えてのディスクロージャー競争力をいかに磨くかを日本企業の価値向

上にとって重要な問題になっている。 
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3．ブランドのディスクロージャー 

 

 ブランドは「ブランド」という勘定科目の資産として財務諸表に計上されるものではな

い。ブランドという用語は学問領域により、さらには論者によって定義が異なる。会計研

究者の問題意識が反映されている経済産業省ブランド価値評価研究会の報告書「ブランド

価値評価研究会報告書」における定義を用いる。それによれば、ブランドとは、「企業が自

社の製品などを競争相手の製品などと識別化また差別化するためのネーム、ロゴ、マーク、

シンボル、パッケージ・デザインなどの標章」4であるとされる。 

 従来、ブランドに代表される知的財産または知的財産を含むインタンジブルズは、有償

により取得した場合を除き、財務諸表において記載されることはなかった。換言すると、

自己創設のインタンジブルズは計上されなかった。FASB では、2002 年から 2004 年にか

けて、財務諸表において認識されていないインタンジブルズに関するディスクロージャー

を目的として、「インタンジブルズのディスクロージャー」プロジェクトを進めていた5。こ

こでいう、認識だれていないインタンジブルズには、自己創設のもの、（ブランドネームや

顧客との関係）および取得され、直ちに償却されたもの（未完成状態で取得された研究開

発）が含まれている。 

 プロジェクトが対象とするインタンジブルズは、もし企業結合が行われていれば FASB

の SFAS 第 141 号「企業結合」6によって認識されていたはずのインタンジブルズである。

したがって、法的権利から生じるインタンジブルズおよび法的権利から生じないのれんか

ら分離可能、すなわち被取得企業から分離または分割可能であり、かつ売却、移転、ライ

センス、レンタル、または交換が可能である資産が対象となる。 

 このプロジェクトにおいて、インタンジブルズに関して開示される情報は、公正価値基

準または原価基準の定量的情報であり、公正価値に基づいた期末時点のインタンジブルズ

のディスクロージャーまたは研究開発費のうち成功した部分と不成功部分とを区別した支

出のディスクロージャーが検討されている。 

 このように、財務会計の領域においても、ブランドのディスクロージャーが行われる可

能性が生じているが、財務会計とは異なる領域においても、ブランドのディスクロージャ

ーが進められている。日本においても知的財産のディスクロージャーの必要性は認識され

ており、2002 年 7 月 3 日に公表された知的財産戦略会議による「知的財産戦略大綱」では、

「企業の知的財産関連活動が市場に正当に評価され、企業の収益性や評価を高めることが
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できる」7と述べられている。 

 次に、ブランドのディスクロージャーの論点について検討したい。 

 第一に、どのような情報を開示すべきかを検討しなければならない。開示すべき情報は、

定量的情報であろうか、それとも定性的情報であろうか。 

定量的情報としては、ブランドの数、存続期間などが考えられる。しかし、ブランドの

数が増減したからといって、それが企業経営にとって望ましいか否かは不明であり、ブラ

ンドの存続期間が長いからといってブランド価値が大きいとも限らない。ブランドのディ

スクロージャーの目的が、ブランドの投資効率、担保価値などに関する情報の提供にある

とするならば、最も必要な情報は、貨幣的尺度による情報、とりわけブランド価値評価額

である。さらに、ブランドのコスト・パフォーマンスを見るために、ブランドの構築、維

持・管理に要したブランド関連費用も開示する必要があると思われる。 

また、定性的情報として、ブランドの経営情報上の重要性といった情報も考えられるで

あろう。しかし、定性的情報では、企業間比較が困難であるばかりではなく、期間比較す

ら困難なのではないだろうか。例えば、前期と当期でブランドの経営戦略上の重要性が変

わったとしても、状況に応じて戦略が変わるのは当然であることから、それをもって一概

に企業経営にとって良いとも悪いとも言えないであろう。ブランド価値の変化を知り、そ

の善し悪しを判断するためには、貨幣的尺度による評価が不可欠であると思われる。 

 第二に、ブランドのディスクロージャーは、財務諸表で行うべきか、それとも財務諸表

以外の手段で行うべきかを検討しなければならない。 

 財務諸表以外の手段（例えば、知的財産報告書、アニュアルレポートなど）によりディ

スクロージャーを行う場合、情報の信頼性が確保されるのかという点が懸念される。仮に、

ブランド価値評価額を財務諸表に記載した場合、それは監査対象となり、情報の信頼性が

確保されるであろう。しかし、財務諸表以外の手段によりブランド価値評価額を明らかに

したとしても、その信頼性はどの程度保証されるだろうか。もし信頼性が確保されなけれ

ば、投資意思決定情報としてさほど重要な情報とはならないように思われる。 

 財務諸表によるディスクロージャーを行われるなら、会計基準により統一性のある情報

開示がなされ、企業間比較が可能になるだろう。しかし、財務諸表以外の手段では、必ず

しも強制力をもたず、統一的な開示がなされるとは限らないので、企業間比較が困難にな

るおそれがある。さらに、財務諸表数値との関連性が薄れ、資産効率を判断できなくなる

ので、当該企業におけるブランドの重要性が認識されない可能性も考えられる。したがっ
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て、ブランドを資産として認識し、その運用を含めて投資効率を判断するために、財務諸

表によるディスクロージャーを主として、その他の手段によるディスクロージャーは、財

務諸表上の情報を補足するものと位置づけることが望ましいと思われる。 

 しかし、そのようにブランドのディスクロージャーを行う場合、会計上のブランド概念

を明確にしておく必要がある。また、ブランドと類似する概念についても整理する必要が

ある。具体的には、商標権やのれんとの違いを明らかにしなければならない。 

 

4．会計基準から見たブランドのディスクロージャー 

 

ブランドが貸借対照表に記載されるためには、資産として認識するための基準を満たす

必要がある。以下においては FASB の概念ステートメント（Statements of Financial 

Accounting Concepts；SFAC）の認識規準を援用して判断することにする。  

SFAC 第 5 号8によれば、認識規準9とは、以下のようなものである。 

①財務諸表の構成要素の「定義」を満たすこと 

②十分に信頼し得る貨幣単位でもって数量化され得るものでなければならないとする趣

旨の「測定可能性」を満たすこと 

③フィードバック価値10または予測価値11のいずれかまたは両者の情報特性をもつととも

に適時性の情報特性をもつものでなければならないとする趣旨の「目的適合性」を満

たすこと 

④指示対象である経済活動および経済事象が情報に忠実に表現されており、またいかな

る測定方法が用いられていようとも測定者の偏向がないとする趣旨の「信頼性」を満

たすこと 

認識規準の第一の「定義」とは、財務諸表の構成要素の定義を指しており、ある情報が

財務諸表において認識されるためには構成要素の定義を満たすことが必要であるというも

のである。したがって、ブランドが財務諸表において資産として認識されるためには、次

のような資産の定義を満たさなければならない。 

「資産とは、過去の取引または事象の結果として、ある特定の実体により取得または支

配されている発生の可能性の高い将来の経済的便益である。」12 

この定義からも明らかなように、ブランドを資産として計上するための要件は、 

①単独でまたは他の資産と結びつくことによって、直接的または間接的に将来のネッ
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ト・キャッシュ・インフローに貢献する能力を有する将来の経済的便益であること（「将

来の経済的便益」） 

②特定の実体がその経済的便益を取得し、第三者が当該便益にアクセスしないように支

配すること（「特定の実体による支配」） 

③当該便益に対する実体の権利または支配をもたらす取引その他の事象がすでに発生し

ていること（「過去の取引または事象の発生」）に求めることができる。 

資産性の有無を判定するための第一の要件は、｢将来の経済的便益の有無｣である。経済

的便益とは、経済的資源に共通する特徴であり、市場価格が存在するか否か、有形か無形

か、交換可能であるか否かは資産性の有無とは関係がなく、営利企業においては最終的に

キャッシュフローをもたらすものであるとされている13。 

ブランドの場合には、すでに検討を加えてきたように、バリュー・ドライバーの典型で

あり、将来のキャッシュフローの源泉であるので、この第一の要件を満たしている。 

資産性の有無を判定するための第二の要件は、経済的便益が特定の実体に帰属している

ことである。経済的便益の帰属性は「しばしば法的権利を基盤にしているが」14、例えば、

製法または工程を秘密にするなど別の方法で便益を獲得し、支配する能力を有することも

あるので、法的権利の有無は企業が「資産を所有するための不可欠な前提条件ではない」15

と言える。ブランドの場合には、コーポレートブランドおよび製品ブランドによって当該

企業に帰属し、かつ他企業のブランドから識別されているので、この第二の要件も満たし

ている。 

資産性の有無を判定するための第三の要件は、「過去の取引または事象の発生」である。

これは「ある実体の現在の資産がもつ将来の経済的便益と将来の資産がもつ将来の経済的

便益とを区別」16するための要件であり、「将来にある実体の資産になるかもしれないが、

いまだその実体の資産になっていない項目を資産から除外」17するための要件とされている。

ブランドは、長い時間をかけてブランドとして形成され、コーポレートブランドにせよ、

製品ブランドにせよ現在のブランドであることには間違いないので、この第三の要件も満

たしている。以上のように、ブランドは少なくとも上記の資産の計上要件をすべて満たし

ていれば、資産性があることになる。ただし、資産性があるとしても、ブランドが貸借対

照表に記載されるためには、以下の認識規準を満たす必要がある。 

認識規準の第二の「測定可能性」とは、情報が「十分な信頼性をもって測定でき、かつ

目的に適合する属性を有すること」18をいい、その情報が財務諸表において認識されるため
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には、十分に信頼性のある貨幣単位でもって数量化され得るものでなければならないとい

う趣旨である。したがって、貨幣単位でもって測定不可能な情報は財務諸表において認識

されないことを意味している。マーケティングのブランド評価モデルにおいてイメージ、

安定性、認知度、地域性などの定性要因が指数化されても、制度上、ブランドとして貸借

対照表に記載されてこなかったのは、この「測定可能性」の規準を満足しなかったためで

ある。   

測定を行うためには、当該測定対象（認識項目）を数量化するための属性の選択が必要

であり、また、当該属性の測定に用いられる測定尺度（測定単位）の選択が必要である19。

SFAC 第 5 号の場合、測定の属性については、多くの例外があるとしながらも、現行の会計

実務においては、単一の属性ではなく20、歴史的原価（または実際現金受領額）、現在原価、

現在市場価値、正味実現可能価額（または正味決済価額）および将来のキャッシュフロー

の現在（または割引）価値という五つの異なる属性が用いられているとみており21、今後も

引き続きこのような異なる属性が用いられるよう提案している22。 

認識規準の第三の「目的適合性」は、一般に、会計情報の最も基本的な質的特性である

と考えられており、「当該項目に関する情報が情報利用者の意思決定に影響を及ぼし得るこ

と」23を意味している。 

この場合、意思決定に影響を及ぼし得るとは、「情報利用者に過去、現在および将来のこ

との成果の予測または事前の期待値の確認もしくは訂正を行わせること」24を意味する。し

たがって、ある情報が財務諸表において認識されるためには、その情報が情報利用者にと

って目的適合性をもつものであることが要件であり、そのためにはこうした情報がフィー

ドバック価値または予測価値のいずれか（または両者）を有するとともに適時性を有する

ものでなければならない25。 

しかし、情報の目的適合性は、単独で判断することが不可能である。なぜならば、目的

適合性は、意思決定のために有用な情報の提供という財務報告の主たる基本目的との関連

で評価されなければならず、また、総合的な意思決定の有用性にとってどのように役立つ

のかという点を考慮しながら、財務諸表との関連で評価されなければならないからである26。

ブランドの場合、すでに検討を加えたように、有価証券を発行する企業にとっても情報利

用者にとってもその目的適合性は満たされている。 

第四の「信頼性」とは、目的適合性と対をなす会計情報の基本的質的特性であり、「当該

情報が表現上忠実であり、検証可能かつ中立であること」27を意味する。もともと、情報の
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信頼性を確保するためには会計測定プロセスが信頼し得るものであることが前提である。

そのためには、写体である情報と指示対象である経済活動および経済事象とが一致または

近似値の関係にあることを検証することが必要であり、さらに同一または類似の測定結果

が得られるまで測定を反復し、いかなる測定方法が用いられようとも測定者の偏向がなく

適用されていることを検証することが必要である28。 

一般にこうした「信頼性」は公認会計士または監査法人による財務諸表監査による監査

証明によって担保される。ブランドの場合も、財務諸表監査の対象になるか否かが「信頼

性」の有無の判断基準になるが、ブランド価値評価モデルもその評価額も財務諸表監査の

対象となる公表財務データのみを用いているので、何ら問題がないと言える。 

ブランドが財務諸表において認識されるためには、上記の認識規準をすべて満たすこと

が必要十分条件であるが、ブランド価値評価モデルおよびそれに基づいて算定されるブラ

ンド価値評価額は、少なくとも概念上は、貸借対照表に記載するための要件を満たしてい

ると考える。 

ブランドは資産として計上するための概念上の要件をすべて満たしているとしても、次

に、これをどのように開示するかについて検討を加える必要があるが、企業会計制度上、

次の三つの案が考えられる29。 

第一案：現行の財務報告制度のもとで、連結貸借対照表で開示する案 

第二案：現行の財務報告制度のもとで、連結財務諸表に対する注記などとして開示する

案 

第三案：現行の財務報告制度にとらわれずに、事業報告の一環として開示する案 

第一案は、企業会計が連結中心になるとともに、IFRS（International Financial 

Reporting Standards: 国際財務報告基準）がデファクト・スタンダードになりつつあり、

時価・実現可能概念を中心とする公正価値会計へと加速化し、その結果企業会計の受け皿

ができつつあることを前提として、ブランドを貸借対照表に記載させる考え方である。金

融商品取引法上はすでに連結財務諸表が定着しており、また、会社法上にも連結財務諸表

が導入されることが決定したことにより企業会計が連結中心になり、その機能も利害調整

機能よりも情報提供機能へと大きく移行しつつあることを考えるとき、自己創設ブランド

を少なくとも連結貸借対照表に計上しても企業会計制度上の支障はないものと思われる。 

第二案は、第一案があまりにも急進的であるので、当面は漸進的かつステップ・バイ・

ステップ・アプローチをとるべしとする考え方を前提にして、注記および附属明細表で開
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示するか、または補足情報として開示するとの考え方である。セミ・ストロング・フォー

ム30の意味での効率的市場を前提にする限り、情報は開示されることに意味があるのであっ

て、それが連結財務諸表の本体で開示されようと、注記などで開示されようとも、その有

用性、具体的には株価に及ぼす影響などでは違いはないとの考え方もあるからである31。 

第三案は、第二案の延長線上にある考え方である。事業報告とは、従来の財務諸表など

財務報告で開示される情報よりももっと広範な情報を提供し、ステークホルダーによる企

業の資本配分決定を促進させようとするものであり、FASB のジェンキンズ氏が 1994 年

AICPA の財務報告特別委員会の委員長でもあった当時に公表した報告書、いわゆる「ジェ

ンキンズ・リポート」32において提言したものである。 

事業報告をもっと具体的に説明すれば、これは財務情報のもとより、非財務情報、予測

情報、会社の基本目的・戦略、財産の範囲と説明、産業構造が企業に及ぼす影響、経営者

による説明と分析、年次報告書において提供される情報、アナリストに対するプレゼンテ

ーション、ファクトブックおよび会社のウェブサイトにおいて提供される企業情報などき

わめて広範な情報開示を想定した新時代の事業報告である。 

なお、事業報告の代替案としては、有価証券報告書の｢第二事業の状況｣において「経済

産業省のブランド価値評価研究会において構築されたモデルに基づくブランド価値評価情

報」などの名称で開示させることも考えられる。  
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第 6 章 注 

                                                   
1 日本 IR 協議会のホームページ https://www.jira.or.jp/を参照されたい。 
2 日本証券アナリスト協会ホームページ http://www.saa.or.jp/および日本 IR 協議会のホー

ムページ https://www.jira.or.jp/を参照されたい。 
3 日本インベスター・リレージョンズ学会研究分科会[2009]  
4 経済産業省[2002]「ブランド価値評価研究会報告書」を参照されたい。 
5 FASB の web サイト：http://www.fasb.org/intangible.shtml を参照されたい。 
6 FASB[2007]SFAS 第 141 号 
7 「知的財産戦略大綱」第 3 章 3(2)②を参照されたい。 
8 FASB[1984]SFAC 第 5 号 
9 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.63. 
10 情報利用者に事前の期待値を確認または訂正させる情報の特性（FASB[1980]SFAC 第 2

号）。 
11 過去または現在の事象の成果を情報利用者に正しく予測させる可能性を高めるのに役立

つ情報の特性（FASB[1980]SFAC 第 2 号）。 
12 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.25. 
13 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.28. 
14 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.187. 
15 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.187. 
16 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.190. 
17 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.191. 
18 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.63. 
19 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.3. 
20 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.70. 
21 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.67. 
22 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.70. 
23 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.63. 
24 FASB[1980]SFAC 第 2 号 para.47. 
25 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.3. 
26 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.74. 
27 FASB[1984]SFAC 第 5 号 para.63. 
28 FASB[1980]SFAC 第 2 号 para.82. 
29 広瀬[2002] pp.93-94。 
30 セミ・ストロング・フォームの効率性は、公表財務諸表など誰でも入手可能な情報が、

すべて完全な形で現在の株価に反映されている状態をいう。したがって、株式市場がセ

ミ・ストロング・フォームの効率性を備えていれば、公表財務諸表をいくら詳細に分析

しても、割安株や割高株は見つけられないことになる。 
31 Beaver[1981] pp.163-164. 
32 American Institute of Certified Public Accountants[1994] 
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第７章 知的財産のディスクロージャー 

 

1．知的財産の会計処理 

 

知的財産についての議論の発端は 1980 年代に「見えざる資産」1という文言が使われた

のが最初であろう。その後、知識創造企業、知識経営、知的資産、知的資本、知的財産と

いう言葉が経営学分野のみならず、会計学でも広く使われようになった。Sullivan2は狭義

の知的資本（ヒトの知）を、知的財産やドキュメントのような、形式化された知的資産の

対照勘定のような形で描き、知的財産をいかに利益と結びつけるかを論じた。Sullivan3は

一見、知的財産や知的資本といった、企業会計と同じ文言を使っている。しかし、意味し

ている内容は、ヒトの知をいかに効率的にマネジメントし、経営資源や収益と結びつける

か、という経営学的発想に基づくもので、決して企業会計上の貸借対照表に改革を行おう

というものではなかった。 

(1)日本の会計基準における知的財産の会計処理 

財務会計上、知的財産の多くは無形固定資産の領域で会計処理されてきた。企業会計原

則では、のれん、特許権、地上権、商標権など無形固定資産に該当するものを定額法によ

る償却によって、その取得原価を各事業年度で配分するとしている。そのため、無形固定

資産の評価に関しては、当該資産の取得のために支出した金額から償却累計額を控除した

未償却残高が記載されていることになる。 

また企業会計原則では、有償で取得した無形固定資産については、その対価を取得原価

とし、償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表に記載するとしている。したがって、

外部から有償で取得した知的財産は、その対価をもって無形固定資産として計上すること

が原則となる。 

企業結合により他の資産と一体にして取得したような場合は、他の資産と分離して識別

可能であれば、時価を基礎にして配分することになる。また企業結合により仕掛中の研究

開発を受け入れた場合は、識別可能性の要件を満たす限りは企業結合日の時価で資産計上

する。 

自己創設の知的財産に関しては、研究開発活動を通じて生み出されたものである場合は、

原則として発生時に費用処理することとされている。なお、自社開発の技術に関して特許

権を取得した場合は、特許庁への登録にかかった金額のみを資産計上する。 



96 

 

 知的財産についての客観的な価値評価モデルによって測定の信頼性が担保されるのであ

るならば、貸借対照表に記載しても差し支えないが、その場合であっても借方側の知的財

産は資産とは言え、これに対応する貸方の知的財産から創出される事業創出利益は処分可

能利益を構成しない。しかがって、未実現利益については会社法上および税法上は配当規

制、益金算入規制をするなどの措置を講じる必要はあるが、知的財産の価値を認識できな

いわけではない。しかも、知的財産を資産計上するにしてもまたはその価値の情報を開示

するにしても、連結基準が前提であり、さらには伝統的実現概念を廃止し発生主義で収益

を認識しようとする動きがあることを考えれば、知的財産の処分可能性の問題もさほど神

経質になる必要がないとも言えよう。それよりも問題なのは、知的財産が重要バリュー・

ドライバーになっているにもかかわらず、その価値が情報開示されず、貸借対照表情報を

はじめとする各種会計情報が現実性を欠き有用性を失っていることである。 

日本の企業会計上は、知的財産は有償取得したものに限り、その取得原価で資産計上さ

れるにすぎない、公正価値で評価されることも、自己創設した知的財産の価値が認識され

ることもない。知的財産の測定上の問題と処分可能性の問題を挙げることができる。これ

が取りも直さず自己創設の知的財産の資産計上を検討する場合、日本の企業会計上の課題

でもある。 

このように、日本の現行の会計基準に従った場合、自己創設の知的財産が貸借対照表に

計上され、報告される余地はほとんどないと言える（図表 1 を参照されたい）。ただし、

研究開発の規模について企業間に比較可能性を担保するために、一般管理費および当期製

造費用に含まれる研究開発費の総額を財務諸表に注記しなればならないとしている。また、

有価証券報告書の事業概況などで研究開発活動について記載することは求められている。

しかしながら、企業の知的財産情報としては十分なレベルであるとは思われない。このよ

うな現行の会計上および財務報告上の制約を前提とした場合、企業の有する知的財産情報

を開示しようとする場合は、何らかの別の方法を用いる必要がある。例えば、知的財産報

告書、アニュアルレポートを作成し、開示する必要があると考える。 
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図表 1 貸借対照表の俯瞰図 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：帝国データバングの HP（http://www.tdb.co.jp/knowledge/intellect/01.html）公開

資料に基づいて加筆修正したものである。 
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 米国会計基準において知的財産に関する会計処理を定めたものとして、SFAC 第 2 号「研

究開発費の会計」、SFAS 第 141 号「企業結合（Business Combinations）」、SFAS 第 142

号「のれんとその他の無形資産（Goodwill and Other Intangible Assets）」がある。無形資

産など知的財産情報の認識と測定を直接に扱った会計基準は上記のとおりである。これに
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よれば、研究開発費は原則として、発生時費用計上される。ただし、仕掛中の研究開発に

関しては、その資産の将来における代替的な用途の有無にかかわらず、識別可能な有形資

産および無形資産について、取得日の公正価値で認識する。 

 自己創設の無形資産に関して SFAS 第 142 号では、特に識別されない、耐用年数が確定

できない、あるいは継続事業に固有で全体として企業に関連していない内部で開発し、維

持し、修復した無形固定資産について、発生時に費用計上しなければならないとしている。

また、のれんは無形資産から除かれているものの、減損対象とされている。決算時に減損

テストを行うにあたっては、のれんの公正価値を算定しなければならないが、その場合に

のれんの公正価値は報告単位の公正価値から次の純資産額を控除すべきであるとのアプロ

ーチをとっている4。 

①認識済み純資産（のれんを除く）の公正価値 

②認識済み純資産の公正価値と認識されていない純資産（のれんを除く）の公正価値 

③認識済み純資産（のれんを除く）の簿価 

④簿価と公正価値との差額のうち判明したものをすべて調整した後の認識済み純資産

（のれんを除く）の簿価 

 このように、米国においても知的財産が資産計上されるのは、有償取得のときなどに限

定されている。したがって、財務報告において知的財産に関する情報が十分に開示・伝達

されているとは言いがたい。 

(3)英国会計基準における知的財産の会計処理 

 英国会計基準において、知的財産情報の認識と測定を直接に扱った会計基準は存在し

ないが、無形資産の認識と測定を扱った会計基準は、FRS 第 10 号「のれんと無形資産

（Goodwill and Intangible Assets）」である。 

この基準では、買入のれんと買入無形資産は資産計上すべきとし、自己創設のれんと自

己創設無形資産については、それらに「容易に確認できる市場価値」がある場合にのみ、

資産計上すべきとしている。「容易に確認できる市場価値」とは、①当該資産がすべての物

質面において同等である同質母集団に属し、かつ②頻繁に取引によって立証される活発な

市場が当該資産の母集団に存在する場合に、市場で確立されている無形資産の価値である

とされる。 

 FRS 第 10 号では、自己創設無形資産は、上記の条件を満足しない限り、資産計上できな

いとし、この条件を満足する無形資産として、営業免許、フランチャイズが挙げられてい
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る5。要するに、FRS 第 10 号を前提にする限り、知的財産は、「同質母集団」および「活発

な市場」の要件を満足しないために資産計上できないことになる。 

(4)国際会計基準における知的財産の会計処理 

 国際会計基準の場合にも、知的財産情報の認識と測定を直接に扱った会計基準は現在の

ところ存在しないが、無形資産の認識測定については、『国際会計基準』第 38 号

（International Accounting Standard No.38: IAS第38号）「無形資産（Intangible Assets）」

に基づいて会計処理されている。 

 IAS 第 38 号では、無形資産として資産計上されるための要件は「識別可能性」、「支配」、

「経済的便益」であり、こうした要件を満たす限り、買入ブランドも資産計上できる。し

たがって、識別可能な無形資産には、特許権、著作権、ブランドネーム、顧客リスト、商

標名その具体的な権利が含められている6。 

 自己創設無形資産については、期待される将来の経済的便益を創出する識別可能資産で

あるか、またそうである場合にも、それらを確認する際、資本コストの算定を信頼性に問

題があるために認識基準を満たすか否かを判定することが困難であると、資産計上につい

ては禁止していないものの消極的である。 

 

2．知的財産情報開示指針と開示事例 

 

 2004年1月、経済産業省が公表された「知的財産情報開示指針概要」により、政府的課題

として以下の2点が挙げられている。 

①企業における三位一体の「知財経営」（図表2を参照されたい）の推奨 

 

図表2 三位一体の「知財経営」 

 

  

 

 

 

 

出典：経済産業省[2004b] を参照。 

研究開発戦略 事業戦略 

戦略的連携 

知財戦略 
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②「知財経営」を実践する企業が市場から適正な評価を得られる環境の整備 

「知的財産立国」実現に向けて一層の知的財産の活用を促進するには、企業が自社の競

争力強化と企業価値最大化の観点から、知的財産の重要性を認識し、事業戦略および研究

開発戦略との連携を図りながら知的財産戦略を策定する取り組みが重要である。同時に、

このような「知財経営」に積極的に取り組む企業が、事業戦略、研究開発戦略および知的

財産戦略の三つの戦略を三位一体として展開している態様を市場に開示したときに、その

取り組みが正当に評価されることも重要である。企業と市場との間に、「知財経営」に係

る相互理解が確立されることを期待して、知的財産の情報開示のひとつの目安を示すこと

を目的とするものである。 

また企業と市場との関係において企業側の現状は、各社で独自性を発揮しつつ「知財経

営」を推進中であるが、他社との差別化、企業価値の向上を目指し、技術面から自社の将

来性を市場に訴求したいが、投資家の求める情報や効果的な開示方法が不明であるという

課題を抱えている。一方で市場側の現状として、企業の知的財産情報の重要性を認識しつ

つも、企業の持続的成長可能性の判断材料として他企業と比較可能したいが、情報がほと

んど開示されておらず、また企業にとって開示可能な範囲が不明であるという課題を抱え

ている。そこで、「知財経営」に係る企業と市場の対話が開始できるよう、知的財産の情

報開示の目安を提示することを「知的財産情報開示指針」の意義としている7。 

「知的財産情報開示指針」は、競争力強化と企業価値最大化のために戦略的に「知財経

営」に取り組んでいる企業が、市場において投資家と対話を行う場面において、その取り

組みが適切に評価されるよう、企業価値の評価やその修正にあたって必要となる、知的財

産に係る情報の適切な開示項目を整理したものである。このため、「知的財産情報開示指

針」は法や規則により強制されるべきものとしてではなく、あくまでも企業・投資家双方

の便宜のために提供されるものである。 

企業が、知的財産の戦略的な取得・管理・活用の情報を戦略的に開示し、その取り組み

が正当に評価されることにより、企業が企業価値を高めていく環境が整備されて、ひいて

は経済の高付加価値経済への転換が促進され、産業競争力が高まることが期待される。 

また、「知的財産情報開示指針」の考え方は、投資家の要望と企業の制約条件を踏まえ、

企業と市場の「知財経営」に係る相互理解の確立を目指して、IRのうち、あくまでも任意

の開示として、企業が将来収益の源泉たる知的財産を有効活用している態様を効率的、か

つ、効果的に市場に示すことができるよう取りまとめたものである。 
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開示の考え方として以下の 5 原則がある。 

①あくまでも任意の開示であること 

②「知財経営」を表すものであること 

③前提条件となる事項や数量的裏づけを伴うこと 

④原則として、連結ベースかつセグメント単位であること 

⑤大企業のみならず中小・ベンチャー企業にも有効であること 

開示媒体として、組織的取り組みによって「知的財産報告書」を作成することが望まし

いとしている。 

そして「知的財産情報開示指針」における開示 10 項目が以下のように挙げられている。 

①中核技術と事業モデル 

②研究開発セグメントと事業戦略の方向性 

③研究開発セグメントと知的財産の概略 

④技術の市場性、市場優位性の分析 

⑤研究開発・知的財産組織図、研究開発協力、提携 

⑥知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針（指針の実施を含

む） 

⑦ライセンス関連活動の事業への貢献 

⑧特許群の事業への貢献 

⑨知的財産ポートフォリオに対する方針 

⑩リスク対応情報 

「知的財産情報開示指針」は、企業と市場との間の相互理解を高めるためのひとつの基

本的手法として知的財産情報の開示を推奨するものである。したがって、企業としては、

当該指針に従った報告書を発行するだけでは、必ずしも本来の目的が達成されるとは言え

ない。また、投資家としても、たんに受動的に企業が発行した報告書を受け取るだけでは

十分でない。そこで、相互理解の向上を図る方策として、それぞれ次のような活動が行わ

れることが期待される。 

「知的財産情報開示指針」に掲載された開示項目と開示内容例および期待された効果は

図表 3 のようにまとめられる、ならびに各社の開示状態が図表 4 のとおりに示した。 
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図表 3 知的財産情報の開示項目とその内容および期待される効果 

①中核技術と事業モデ       

ル 

・中核技術の明示 

・セグメント別研究開発投資額 

・研究開発の方向性と事業モデ 

 ル 

・競争優位の源泉 

・企業成長とその方向性の推定 

・企業成長とその方向性の推定、

利益が得られる仕組みの確認 

②研究開発セグメント

と事業戦略の方向性 

・研究開発分野毎の事業戦略の 

概要と方向性 

・将来キャッシュフロー源泉認識

と成長性の推定 

③研究開発セグメント

と知的財産の概略 

・主要知的財産の種類と用途ま 

たは潜在的用途 

・将来キャッシュフロー成長性の

推定 

④技術の市場性、市場優

位性の分析 

・競争優位分野での知的財産・技

術の蓄積を示す情報 

・技術用途、潜在顧客、市場の成

長可能性 

・将来キャッシュフローとその時

期、成長性の推定 

・同上 

⑤研究開発・知的財産組

織図、研究開発協力、提

携 

・研究開発組織体系図と知的財 

産管理組織 

・研究開発の戦略的協力・提携 

・将来企業成長の方向性、戦略的

知的財産管理の確認、研究開発

から商品化への速度の期待 

・戦略的知的財産管理の確認 

⑥知的財産の取得・管

理、営業秘密管理、技術

流出防止に関する方針 

・事業戦略に照らした指針実施 

の旨  

・企業業務プロセス健全性の推定 

⑦ライセンス関連活動

の事業への貢献 

・主要セグメントまたは技術分野

毎のライセンス収入および支

出、その戦略的意義（特許のラ

イセンス収入などがより重要

な位置を占める場合） 

・特許の戦略的ライセンス方針、

クロスライセンスの実施など

（特許を自社利用することに、

より重点をおいた戦略を採っ

ている場合） 

・キャッシュフロー実現の確認、

安定性の推定） 

 

 

 

・同上 

⑧特許群の事業への貢

献 

・主要セグメントまたは技術分野

毎の保有特許件数およびその

戦略的意義（特許のライセンス

収入などがより重要な位置を

占める場合） 

・主要セグメントまたは技術分野 

ごと、かつ特許の実施の態様別

に分類した保有特許件数とそ

の戦略的意義（特許を自社利用

することに、より重点をおいた

戦略を採っている場合） 

・ャッシュフロー源泉の確認、安

定性の推定 

 

 

 

・同上 

⑨知的財産ポートフォ

リオに対する方針 

・知的財産ポートフォリオによ 

る管理の旨 

・機会費用の削減、経済的価値創

出の期待 

⑩リスク対応情報 ・知的財産権侵害に対する法的 

措置 

・特許・ライセンス契約、関連法

規制の変更がキャッシュフロ

ーに与える影響とその対処 

・攻撃・防衛 

・競争優位持続期間の推定、リス

ク管理体制整備の推定 

出典：経済産業省[2004a]に基づき作成。 
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図表 4 各社「知的財産報告書」の比較 

 

     会社名

情報開示項目 

富士通 旭化成 ブリンヂストン 

① ○ ○ ○ 

② ○ ○ ○ 

③ ○ ○ ○ 

④ △ ○ ○ 

⑤ ○ ○ ○ 

⑥ ○ ○ × 

⑦ ○ ○ ○ 

⑧ ○ ○ ○ 

⑨ ○ ○ × 

⑩ △ × ○ 

注：○は知的財産報告書に開示された項目、×は開示されない項目、△は開示が曖昧である。 

 

3． ディスクロージャーとIR 

 

ディスクロージャー（Disclosure）とは、企業の情報開示の総称、投資家などの利害関係

者を保護するため、企業の経営成果や財務内容を報告・開示することを指す。特に資本市

場でのディスクロージャーは、①制度上のディスクロージャー、②任意のディスクロージ

ャーに大別される。企業がディスクロージャーをする目的は、投資家の判断のために自社

の経営実態についての情報を提供することにある。 

IR とディスクロージャーは、重なる部分も多い。自発的開示とは、企業の情報開示のう

ち、企業が自発的に行う開示のことであり、具体的には、詳細なリスク情報や経営戦略目

標などの将来情報などを開示するケースが多い。 

制度上のディスクロージャーは、一般的に法定開示と制度的開示を指す。法定開示は、

会社法、金融商品取引法に基づく開示で、証券取引所が求める適時開示と合わせて制度的

開示と呼ぶこともある。金融商品取引法に定められた情報開示など、法律・規則による規

http://www.weblio.jp/content/disclosure
http://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
http://www.weblio.jp/content/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA
http://www.weblio.jp/content/%E7%B7%8F%E7%A7%B0
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%A0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E8%B3%87%E6%9C%AC%E5%B8%82%E5%A0%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E3%81%AE
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E5%88%A5
http://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%AE%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%A4%E6%96%AD
http://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%A4%BE
http://www.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E7%A4%BE
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%8C%E5%96%B6
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%8C%E5%96%B6
http://www.weblio.jp/content/%E6%83%85%E5%A0%B1
http://www.weblio.jp/content/%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%99%E3%82%8B
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%B3%95
http://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9A%E3%82%81
http://www.weblio.jp/content/%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA
http://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E5%BE%8B
http://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8F%E5%89%87
http://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8F%E5%88%B6
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制があり、ディスクロージャー内容・時期が強制されている。具体的な内容としては、毎

年の有価証券報告書の開示、決算短信の発表、影響の大きい出来事の適時プレスリリース

などがある。特徴は、投資家保護を目的とした、強制される制度である点である。 

IR は任意のディスクロージャーであり、制度上のディスクロージャーを補完する役割を

もつ。企業が投資家に対して PR（Public Relations）をするような情報開示も含む。公正

な情報提供であれば基本的に規制はなく、企業が方法・内容を決定することができる。具

体的な IR 内容としては、決算発表説明会やアナリスト説明会、月次データ開示、ホームペ

ージでの説明などがある。特徴は、投資家への PR を目的とした、任意の取り組みである点

に重点が置かれていることである。 

ディスクロージャーという用語は、会計の世界でも人によって対象とする情報の範囲が

異なっている。例えば、①財務諸表数値など定量的な会計情報のみを対象とする狭義の会

計ディスクロージャーの意味で用いる者、②定量的な会計情報と会計方針など定性的な会

討情報から成る企業の財務情報を対象とする広義の会討ディスクロージャーすなわち財務

報告の意味で用いる者、③企業の財務情報のみならずアナリスト・リポートなどその他の

情報まで含めた意味で用いる者、さらには④投資意思決定情報はもとよりその他会計とは

無関係な情報の単なる公表まで含めた最広義の意味で用いる者など、実にさまざまである

（図表5を参照されたい）。 

 

図表 5 ディスクロージャーの対象 

 

 

 

 

 

狭義の会計ディスクロージャー 

    金融商品取引法ディスクロージャー 

             知的財産会計 

              最広義のディスクロージャー 

 

出典：広瀬[2006]p.181に基づいて加筆修正を行った。 

 

財務諸表 

財務諸表数値 

 

定性的会計情報 

(会計方針など) 

会計に関連する 

その他の情報 
(アナリスト・リポートなど) 

会計と無関係な

その他の情報 

（非財務情報） 

http://www.weblio.jp/content/%E8%A6%8F%E5%88%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%86%85%E5%AE%B9
http://www.weblio.jp/content/%E6%99%82%E6%9C%9F
http://www.weblio.jp/content/%E5%BC%B7%E5%88%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E3%81%AA
http://www.weblio.jp/content/%E6%AF%8E%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E6%AF%8E%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8
http://www.weblio.jp/content/%E9%96%8B%E7%A4%BA
http://www.weblio.jp/content/%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%9F%AD%E4%BF%A1
http://www.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E8%A1%A8
http://www.weblio.jp/content/%E5%BD%B1%E9%9F%BF
http://www.weblio.jp/content/%E5%A4%A7%E3%81%8D
http://www.weblio.jp/content/%E5%87%BA%E6%9D%A5%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%A9%E6%99%82
http://www.weblio.jp/content/%E9%81%A9%E6%99%82
http://www.weblio.jp/content/%E7%89%B9%E5%BE%B4
http://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6
http://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6
http://www.weblio.jp/content/%E7%9B%AE%E7%9A%84
http://www.weblio.jp/content/%E5%BC%B7%E5%88%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%88%B6%E5%BA%A6
http://www.weblio.jp/content/%E4%BC%81%E6%A5%AD
http://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6
http://www.weblio.jp/content/%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%AE%B6
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会計ディスクロージャーとして知られているものの中で、最も代表的なのは金融商品取

引法ディスクロージャー、すなわち金融商品取引法に基づくデイスクロージヤーである。

これは企業内容の開示ともいわれているように、その情報の範囲は上記②の企業の財務情

報を対象としている。現行の企業会計制度を前提にするかぎり、会計ディスクロージャー

という場合には、上記②の意味で用いるのが最も妥当であると考えられる。 

また、ディスクロージャーと IR の異同について検討したい。ディスクロージャーと IR

の情報開示の範囲は同じであるが、それぞれ重視しているところが両者の相違点となる。

ディスクロージャーは上述の制度上のディスクロージャーが主となる。上記①および②（図

表 5 で表した金融商品取引法ディスクロージャー）の情報範囲を重視し、企業の投資家向

け財務情報を対象にして開示することである。IR は任意のディスクロージャーが主となる。

上記③および④の情報範囲を重視し、一般投資家向け情報（財務情報はもちろん、非財務

情報も含む）を対象にして開示することである。 

 インタンジブルズのディスクロージャーにおいては、現在、IR が果たしている役割が大

きい。そこで、以下において、IR についてさらに詳しく述べてみたい。 

日本 IR 協議会によれば、IR とは、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な企業

情報を、適時、公平、継続して提供する活動のことである。また、全米 IR 協会は IR を、

企業の証券が公正な価値評価を受けることを最終目標とするものであり、企業と金融コミ

ュニティやその他のステークホルダーとの間に最も効果的な双方的コミュニケーションを

実現するため、財務活動やコミュニケーション、マーケティング、そして証券関係法の下

でのコンプライアンス活動を統合した、戦略的な経営責務であるとしている8。 

企業はIR活動によって資本市場で適切な評価を受け、資金調達などの戦略につなげるこ

とができる。株主・投資家も、情報を効率よく集めることができる。投資判断に必要な情

報と言えば、開示が義務づけられている有価証券報告書や決算短信など、制度的開示があ

げられるが、IRは制度的開示にとどまらず、企業が自主的に行なう情報提供活動を指す。

具体的には、決算発表後の説明会や、工場や施設の見学会、投資関係者との個別面談があ

げられる。アニュアルリポートや株主通信などの文書類や、インターネットを活用したIR

活動も盛んでいる。 

 制度的開示に対し、IR は企業の取り組み方次第で結果が大きく違う。IR によって信用を

高める企業がある一方、信用を失って株価を下げる企業も少なくない。ただし、投資家や

アナリストの信頼を得るにはルールがある。IR は基本ルールを守ったうえで独自の戦略を
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求められる活動と考えられる9。 

 IR活動の対象は、アナリストなどの投資専門家に加え、個人投資家、新聞記者も含む、 

企業はIR活動を通じて投資関係者と意見交換することで、お互いの理解を深め、信頼関係

を構築し、資本市場での正当な評価を得ることができる。 

知的財産の情報開示は、IR において行われるべき部分が大きい。IR は、資本市場を対象

とした財務、市場戦略および投資家との対話の統合体であり、市場での適正な評価および企

業価値の向上を期し、経営者が責任をもって取り組むべき戦略的事項である。IR では将来

事象など不確定な要素を伴う情報の発信も必要となることがある。こうした情報発信は一定

のリスクを伴うが、そのリスクを回避するために、不確定要因に係るリスクについて注意書

きを行うことにより情報発信のリスクを回避し発行体の責任を免除することがある。 

 以上、検討してきた限りにおいては、対象が投資者などのステークホルダーであるとし

ても、IRのほうが多くの記述的非財務情報の開示を含み、その意味では会計ディスクロー

ジャーよりもはるかに広く、すでに述べた最広義のディスクロージャーに近いと言える。

かかる理解が正しいとすれば、IRには知的財産会計の俎上に載らない事項が多いことを意

味する。 

 

4．知的財産に関するディスクロージャーの実態 

 

日本 IR 協議会の HP（https://www.jira.or.jp/）によれば、日本 IR 協議会は 1994 年から

IR 活動の実態調査を実施している。2013 年 4 月に全上場会社を対象に実施した「IR 活動

の実態調査第 20 回」によると、全回答企業 902 社のうち、IR 活動を「実施している」と

回答した企業は 862 社（全体の 95.6％）であり、実施比率は 3 年連続で 95％を超えた、

過去 10 年 IR 活動を実施している企業の割合は図表 6 を参照されたい。 

IR 実施企業のうち、経営トップが IR 活動を「行っている」と回答した企業は 95.2％だ

った。経営トップが行っている IR 活動としては、「決算説明会に参加する（本決算、第 2 四

半期決算）」（84.9%、前回 81.7％）が最も多くの企業で実施されていた。IR 活動を実施し

ている企業のうち、IR の「独立した専任部署がある」と回答したのは 49.4％であった。「部

署は無いが IR 専任者を置いている」企業も 29.2％あり、IR 専任者のいる企業は 80%近く

に上っていた10。 
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図表 6 IR 活動を実施している企業の割合 

 

 

出典：日本 IR 協議会（https://www.jira.or.jp/）のデータを使用した。 

 

専任部署は、企画・経営企画などの部門が 36.9％、独立した IR 部門（社長直属 IR 部、

IR 室など）が 17. 9％、広報部門が 15.4％であった。前回調査（2010 年）より、独立した

IR 部門の割合が 0.5 ポイント増えた。専任者の人数は平均 2.0 人と前回調査の 1.9 人より

若干増えた。また専任部署を設置している企業のうち、専任部署以外に IR 担当者がいる企

業は 13.6％と前回調査に比べ 2.7 ポイント減少している。なお、IR 専任部署以外で IR 担

当者を置いている部門では、経理・財務部門が 47.4％（前回 54.0%）、企画部門（経営企画

含む）31.0 ％（前回 37.4%）と割合を減らしているのに対し、総務部門が 36.2％（同 27.3%）

事業部門が 25.0％（同 19.4％）と、これらの部署では担当者の増加傾向が見られる。 総務

部門の増加は株主総会や個人対応との関連など、事業部門の増加は社内情報収集強化など

を反映しているものと思われる。 

次に、非財務情報の開示実態を検討してみよう。上記「IR 活動の実態調査」の結果によ

ると、非財務情報の開示方法では「株主向け事業報告書」という回答が最も多く、83.5％だ

った（図表 7 を参照されたい）。重要視されている開示内容では「企業理念、経営ビジョン」

（78.8％）、「中長期の経営戦略・経営計画」（77.3％）が上位だった。ESG（「ガバナンス

に関する取り組み」、「環境問題への貢献」、「地域社会への貢献」）を重要視するとした回答

率は、いずれも 40％前後だった。 
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図表 7 非財務情報の開示方法の割合 

 

注：統合報告書はアニュアルレポートや環境報告書、ガバナンス報告書、CSR 報告書などにつ 

  いてまとめたものである。 

出典：日本 IR 協議会（https://www.jira.or.jp/）のデータを使用した。 

 

5．ディスクロージャーと資本コストの関係 

 

 ディスクロージャーと資本コストの関係については、いくつかの先行研究が実証的な分

析を行っている。例えば、Botosan11は株主向け年次報告書に基づいて自らが作成したディ

スクロージャー・ランキングと株主持分の資本コストとの関連性を調査した。全体サンプ

ルおよび相対的に多数の証券アナリストがフォローしている企業において、統計的に有意

な関連性を発見することはできなかったが、少数の証券アナリストしかフォローしていな

い企業については、年次報告書で積極的な情報開示を行っている企業ほど資本コストが統

計的に有意に小さくなることを明らかにした。また日本の研究者では、音川教授12が、日本

証券アナリスト協会が 1995 年から毎年公表している『リサーチ・アナリストによるディス

クロージャー優良企業の選定』という報告書に基づいて、ディスクロージャーに積極的に

取り組み、かつディスクロージャー評価の高い企業ほど資本コストが小さいことを検証し

た。音川教授13によれば、情報開示に積極的なディスクロージャー・ランキング上位の企業

ほど、資本コストが低いという結果が得られる。これらのことは現行の財務諸表、とりわ

け貸借対照表に記載されない企業価値の部分が資本コストに影響を与えていることを示唆

している。 
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須田教授14は、ディスクロージャーと資本コストの関連性が必ずしも線形の関係ではない

こと、すなわち評価の高い上位企業の資本コストがそうでない下位企業に比べて有意に小

さいことを指摘した。内野講師15は、ディスクロージャーに積極的な企業は自己資本コスト

が低いことを示し、さらに情報の非対称性が大きい企業ほど、ディスクロージャーの積極

性を自己資本コストの間に負の関係が大きくなることを示している。以上の先行研究では、

ディスクロージャーの質が高ければ高いほど、資本コストが低くなるという検証結果が報

告されている16。 

 Easley＆O’Hara17は、 公的情報18と私的情報19を含む全体的な情報精度が高くなればな

るほど、企業の資本コストが小さくなることを示した。情報劣位にある投資家は、それが

公的情報であれば直接的に観察することができるし、それが私的情報であっても精度の高

い私的情報が反映された市場価格を通じてその一部を間接的に観察することができる。し

たがって、その精度が上昇すれば、情報劣位にある投資家のリスクは減少することになる。

しかし、Easley＆O’Hara20は、公的情報に比べて私的情報の割合が多くなり私的情報の精

度が相対的な精度が高くなればなるほど、企業の資本コストが高くなることも示した。私

的情報の精度が相対的に高い証券はそうでない証券に比べて、情報優位にある投資家を利

することになり、情報劣位にある投資家は損失を被るリスクが高くなる。したがって、情

報劣位にある投資家は、その補填を強く要求し、企業の資本コストは高くなることが期待

される。 

 村宮講師21は投資者が将来利益に関する情報の精度の代理変数として、経営者予想利益の

精度を用いており、さらに各企業の資本コストの代理変数として内部収益率を用いて分析

を行っている。その結果、企業が発表する業績予想情報の精度が高いほど資本コストが低

く、したがって株価が相対的に高く形成されることを明らかにしている。また、音川教授・

村宮講師22は証券アナリストによる予想利益を用いて算出した情報精度と資本コストの関

連を検証している。その結果、情報精度が高い企業ほど資本コストが低下しているが、公

的情報に比べて私的情報の精度が高くなるにつれてその効果は減少することを示した。ま

た、公的情報の精度が高い企業ほど資本コストが小さくなるのに対して、私的情報の精度

が高い企業は資本コストの負担が重くなることを示した。 

 また音川教授23は、日本証券アナリスト協会のディスクロージャー優良企業選定での評価

データを使用し、1998 年 102 社、1999 年 108 社をサンプルとして、残余利益モデルから

のインプライド株式資本コストを非説明変数、ディスクロージャー評価と複数の制御変数
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を説明変数とする回帰分析を行っている。そして、蓄積されたサンプルではディスクロー

ジャー水準は１％水準で有意となったものの、年度別に回帰分析を行った場合には、ディ

スクロージャー水準は有意ではなくなるという結果を報告している。 

須田教授24も音川教授と同じく日本証券アナリスト協会のディスクロージャー優良企業

に関するデータを使用したものの、同一業界内で評価順位の高い 3 社までを 1 とし、4 位以

下を 0 とするディスクロージャー変数を定義し、1995 年（59 社）から 2000 年（113 社）

の合計 557 のサンプルを使用して、複数の重回帰モデルを設定して分析を実施した。結果

としてディスクロージャーダミー変数は 1％で有意となり、ディスクロージャー水準と株式

資本コスト間に負の相関関係が存在することが明らかとされた。ただし、各年度でのサン

プル企業数は59～113社と東証一部上場企業の中でもごく一部の大企業に限定されており、

検証の結果がどこまで一般性をもつのかは不明である。 

なお、内野講師25は、決算短信を非集中日に開示しているか、日本 IR 協会の会員か否か、

株主総会招集通知を早期に送付したかの 3 点を自発的ディスクロージャー水準の評価基準

として、それら 3種類のダミー変数を使用して推定した株式資本コストとの関係を調査し、

統計的にも有意な負の相関が存在するとする結果を得た。これもまた、ディスクロージャ

ーの質と資本コストの関係についての問題と考えうる。ただし、ディスクロージャー水準

の代理変数の妥当性に関しては意見が分かれるところであり、少なくとの証券アナリスト

の同意を得ることは難しいであろう。 

 実証分析の結果に関しては、ディスクロージャー水準の変化が資本コストに直接的な影

響を与えるかという点については、否定的結果と肯定的結果が混在している。また肯定的

な結果であっても、ほぼすべての研究が上場企業のごく一部分を分析対象としたものであ

り、全上場企業に共通して一般的仮説が成立するのかは不明のままである。 
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第 7 章 注 

                                                   
1 Itami＆Roeh[1987]を参照されたい。 
2 Sullivan[2000]  
3 Sullivan[2000]  
4 FASB[2001]SFAS 第 142 号 
5 ASB[1997]FRS 第 10 号 
6 IASB[2004]IAS 第 38 号 
7 経済産業省[2004b]を参照されたい。 
8 日本 IR 協議会ホームページ https://www.jira.or.jp/を参考。 
9 日本 IR 協議会ホームページ https://www.jira.or.jp/を参考。 
10 日本 IR 協議会ホームページ https://www.jira.or.jp/を参考。 
11 Botosan[1997] pp.323-349. 
12 音川[2000] 
13 音川[2000] 
14 須田[2004] 
15 内野[2004] 
16 内野[2004]は情報開示の代理変数として、決算短信を非集中日に開示する企業、日本 IR

協議会の会員である企業、株主総会の召集通知を早期に送付する企業、決算短信の開示

が早い企業、環境報告書賞に応募する企業、決算短信決議の取締役会開催日と決算短信

の公表日が同日である企業をそれぞれダミー変数として分析を行っている。また、情報

の非対称性を表す代理変数として、外国人持株比率を用いている。 
17 Easley＆O’Hara[2004] p.1573. 
18 公的情報（Public Information）とは、すべての市場参加者が共有している情報である。 
19 私的情報（Private Information）とは、一部の参加者しか保有していない情報である。 
20 Easley＆O’Hara[2004] p.1562. 
21 村宮[2005] 
22 音川・村宮[2006] 
23 音川[2000] 
24 須田[2004] pp.9-43。 
25 内野[2004] 
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第８章 研究開発費の管理とディスクロージャー 

 

1．研究開発費の意義 

  

(1)研究開発費の定義 

日本企業会計審議会が1998年3月に公表した「研究開発費等に係る会計基準」では、研究

と開発を区分して、以下ような定義づけを行っている。研究とは、「新しい知識の発見を目

的とした計画的な調査および探求」をいう1。従来にはない製品やサービスに関する発想を生

み出すための活動である。製造現場の品質管理活動や既存のデザインの変更、あるいは既存

の製品に手を加えた程度では研究にはならない。これに対して、開発とは、「新しい製品・

生産方法・サービスについての計画もしくは設計または既存の製品などを著しく改良するた

めの計画もしくは設計として、研究の成果そのたの知識を具体化すること」を意味する2。 

研究開発費（Research and Development Cost；R&D）とは、新製品・新技術の研究開発

に関する原価である。研究開発費は、その性質から一般に、「基礎研究」、「応用研究」、

「開発」に関するコストに区分される3。それに基づいて、基礎研究と応用研究を「研究費」

とし、開発研究を「開発費」としている。本論文では、研究費と開発費を区分せずに、研究

開発費として論じる。 

西澤教授は研究開発費について以下のような見解を示されている4。研究開発費は研究開発

活動を実施するために直接または間接に費消される価値犠牲であって、開発研究費または調

査開発費と呼ばれたり、たんに研究費または調査費と略称されることもある。広義に研究開

発費と称するときは、もちろん自然科学研究費のほか人文科学研究費も含まれるが、狭義に

おいては、自然科学の分野における研究費だけが研究開発費と考えられる場合が多い。研究

開発費の意味で、試験研究費、開発費、基礎研究費、応用研究費、工業化研究費、特殊研究

費、探索研究費、工場研究費、改善研究費、計画研究費 、項目研究費などの語が使用され

ることもある。これらは広い研究開発費の下位概念にしかすぎないから、これらを包括した

用語としては、研究開発費を使用すべきである。 

研究開発費は、固定資産に計上されることなく収益に対応させられるところにその本質的

な特徴がある。この研究開発費の主要部分は、研究開発原価であるが、厳密には原価性を有

しない非原価（研究開発原価外の研究開発費）も研究開発費に含まれる。原価性を有する研

究開発原価には二つの種類がある。そのひとつは製品原価になるものであり、他は期間原価
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となる研究開発費は、棚卸資産として次期に繰り越されるが、棚卸資産を経由して売上原価

に算入される（期間原価を広義に解するときは、この売上原価も期間原価に算入される）。 

さらに、研究開発費が企業損益の重要な項目になっている場合は、経営管理者は、これら

の支出が企業の財務活動に及ぼす影響を知ることが必要である 。このためには、研究開発

費を企業全体の収益および財政状態に正しく反映させるとともに、計画設定と統制に原価情

報を提供しうるような会計システムを設定することが必要である。 

研究開発活動は、企業（企業に所属する研究所も含む）だけでなく、各種の専門研究機関

や大学などにおいても実施され、実施機関の見方により研究開発活動の特色も異なる。例え

ば、企業においては応用研究や工業化研究が重視され、企業の収益直接・間接に増大するこ

とが目的とされる場合が多いが、研究機関や大学などにおいては基礎研究が重視され、収益

の増大が直接に目的となることは少ない。しかしながら、研究開発活動を実施するために費

消される価値犠牲としては、直接的に費消される研究開発費はもちろんのこと、さらに間接

的に費消される資本的支出も対象とし、広く研究開発支出の研究が行なわれることもある。 

研究開発費と研究開発繰延資産および研究開発固定資産の間には密接不可分の関係があり、

相互に振り替えられる場合が多いので、研究開発費の研究と言えてもこれらの問題まで包括

する場合がある。 

(2)「研究開発費等に係る会計基準」が会計管理に及ぼす影響 

前述の「研究開発費等に係る会計基準」が会計管理に及ぼす影響については二つの点から

検討できる。それは製造原価、キャッシュフローと経営あるいは産業政策への影響である。 

第一に、開発費を費用として処理するのであれば、一般管理費として処理するのが自然で

ある、ところが同基準の注2では、「費用として処理する方法には、一般管理費として処理

する方法と当期製造費用として処理する方法がある」5として、研究開発費を製造原価に含め

て処理することを認めている。従来、多くの日本企業では開発費を製造原価で処理してきた。

すべての費用を収益と対応させて管理することこそ管理会計的にも効果的である。「研究開

発費等に係る会計基準」があえて結果的に仕掛品や製品など棚卸資産への計上につながる製

品費用での処理を認めたのは、研究開発活動が現場密着型で行われてきたことや製品活動に

関連していることを追認したものと考えられる。 

第二に、研究開発活動は直接キャッシュフローの減少につながるので、キャッシュフロー

を過度に重視する経営では、研究開発費が減少させられる可能性が高まる。とりわけ、資金

的に余裕のない中小企業においては、資産計上できないことが、研究開発活動の減少につな
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がる恐れがある。 

 

2．研究開発費の会計処理 

 

(1)日本の会計基準 

1998年3月に「研究開発費等に係る会計基準」の公表を行われたが、その公表以前は「試

験研究費および開発費」として処理されていた。しかしながら、試験研究費および開発費は、

その範囲が必ずしも明確でなく、さらに資産への計上が任意となっていたことなどから、内

外企業間の比較可能性が妨害されているとの指摘があった。このような状況を踏まえて、企

業研究開発費に係る企業会計基準を整備することが必要であるとして、策定・公表された。 

 研究開発費の処理方法として、「研究開発費等に係る会計基準」の中に、研究開発費は、

すべて発生時に費用として処理しなければならないとされている6。すべての研究開発費につ

いて発生時に費用処理を求めた根拠として、「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する

意見書」では次のような考え方が示されている。 

①研究開発費は、発生時には将来の収益を獲得できるか否かが不明であり、また、研究開

発計画が進行し、将来の収益の獲得期待が高まったとしても、依然としてその獲得が確

実であるとは言えない。そのため、研究開発費を資産として貸借対照表に計上すること

は適当ではない。 

②仮に、一定の要件を満たすものについて資産計上を強制する処理を採用する場合には、

資産計上の要件を定める必要がある。しかし、実務上客観的に判断可能な要件を規定す

ることは困難であり、抽象的な要件のもとで資産計上を求めることとした場合、企業間

の比較可能性が損なわれる恐れがある。 

日本においては、当期に発生した研究開発費の金額を損益計算書に注記することがすでに

求められており、現行の会計基準の定義に基づいて、実際に各企業において研究開発費とそ

の他の費用との区分を行っていることから、現行の定義は実務上十分に機能しており、特に

見直す必要はないという意見がある。しかし他方では、開発費に該当する既存の製品などを

著しく改良するための計画または設計のために要する費用と、その他の通常の製造に係る費

用を明確に区別することは困難な場合もあるとの指摘がある。また、現行の会計基準におい

ては研究費と開発費の会計処理に違いはなく、両者を厳格に区別する必要性は小さいとして

も、今後、開発費の会計処理を見直し、一定の開発費についてはIFRS（International 
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Financial Reporting Standards: 国際財務報告基準）と同様に資産計上を求める場合には、

両者の区分をより明確にする必要があるとの意見もある。 

次に、研究開発費を処理する際に生ずる各種の問題を論じる。企業において研究開発費を

会計処理する場合には多種類の問題が発生するが、このような問題には次のものがある。 

(a)研究開発費の全般的問題は研究開発活動の重要性、研究開発費の基礎概念、研究開発費

の支出実態、研究開発活動の実施組織、研究開発費会計の概要である。 

(b)研究開発費の財務会計問題は研究開発費財務会計の構造、研究開発支出の区分方法、研

究開発原価の原価計算、研究開発費の会計処理、統一経理規定研究開発費処理である。 

(c)研究開発費の管理会計問題は研究開発管理会計の概念、研究開発計画の設定、研究開発

費予算の一般理論、研究開発経常予算の編成と実施、研究開発資本予算の編成と実施、

研究開発費の内部監査である。 

(d)研究開発費の会計法規問題は財務諸表規則上の処理、業種別財務諸表規則上の処理、改

正商法上の処理、法人税法上の処理、 調達法規上の処理がある。 

上述のように研究開発費をめぐる問題にはさまざまなのものがあり、財務会計や管理会計

から会計法規の問題まで存するが、企業会計の一領域として研究するため、会計法規につい

ても法律論的展開よりも会計的展開を重視し、主として会計処理の規制内容が考察される。

従来研究開発費は、わずかに関係問題ごとに個別研究されたにすぎないので、これらを有機

的に体系化し、一個の学問領域として完成する必要がある。 

(2)IFRS導入が研究開発費に及ぼす影響 

IFRS導入が研究開発費に及ぼす影響については、五百竹准教授の論文7を参考にして考察

いている。 

IFRSでは、『国際会計基準』第38号（International Accounting Standard No.38: IAS第

38号）において、「無形資産（Intangible Assets）」を①資産に起因する、期待される将来

の経済的便益が企業に流入する蓋然性が高く（Probable）、かつ②資産の取得原価の信頼性

をもって測定することができる場合に認識しなければならないとしている8。こうした無形資

産全般に対する定めに加え、IAS第38号においては、企業の研究開発費について、研究（ま

たは内部プロジェクトの研究局面）から生じた無形資産を認識してはならない、これに関す

る支出は、発生時に費用として認識しなければならない9とする一方で、開発（または内部プ

ロジェクトの開発局面）から生じた無形資産は、企業がIAS第38号に定めるすべての要件を

立証できる場合に、これを認識しなければならないとしている10。IAS第38号では、開発（ま
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たは内部プロジェクトの開発局面）から生じた無形資産を認識すべきか否かを判断する際に、

企業が立証する要件を次のように定めている11。 

①使用または売却できるように無形資産を完成させることの、技術上の実行可能性 

②無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという企業の意図 

③無形資産を使用または売却できる能力 

④無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法。特に、企業は、無形資産に

よる産出物または無形資産それ自体の市場の存在、あるいは、無形資産を内部で使用す

る予定である場合には、無形資産が企業の事業に役立つことを立証しなければならない 

⑤無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するため必要となる、適切な

技術上、財務上およびその他の資源の利用可能性 

⑥開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力 

IAS第38号では、開発（または内部プロジェクトの開発局面）などから生じた自己創設の

無形資産について無形資産の定義および認識要件が満たされる場合には資産として認識す

べきであるという取り扱いを採用した根拠として、外部から取得された無形資産と開発行為

やその他の行為により生じる自己創設の無形資産に関する定めの間には、どのような差異も

存在すべきではないという点を挙げている12。 

日本企業会計基準委員会では、IAS第38号の適用状況を確認するため、他の業種に比して

研究開発投資の比率や金額が大きいと考えられた製薬業界および自動車業界の複数の企業

の研究開発費の取り扱いについて、欧州の各企業が公表した2006度の財務諸表を調査した。

その結果、調査した製薬業界に属する企業の多くは、開発する新薬の認可を実際に受けるま

では、開発の成果に基づく収益の獲得に大きな不確実性があるとして、認可を受ける前に発

生したすべての社内の開発費を費用として処理していることが確認された。一方、調査した

自動車業界に属する企業は、2006年度に生じた研究開発のための支出の概ね4割から5割程度

を資産として計上していることが確認された。また、IAS第38号の適用状況を調査した自動

車業界に属する企業の多くは、個別の開発活動に直接帰属させることができる費用や、これ

に一定の製造間接費を加えたものを社内の開発費の資産計上の対象としていることが確認

されている。 

企業の2005度における研究開発に関する支出は約13兆円とされており、同年度の総設備投

資額約39兆円と比較しても13、研究開発支出の重要性は高いと考えられる。企業の研究開発

投資の重要性が増し、当該事項に関する情報開示のニーズが高まる中で、企業の研究開発活
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動の成果が将来の企業の事業活動に重要な影響を与えるにもかかわらず、すべての研究開発

費を発生時に費用として処理する現行の日本の取り扱いは適当ではなく、資産性が明確であ

る一定の開発費については無形資産として貸借対照表に計上し、収益獲得に貢献する期間に

わたって償却すべきであるという考え方がある。しかし、例えば、IFRSにおいても、企業が

行う研究開発投資のすべてについて資産計上を求めているわけではない。そのため、研究開

発投資の一部分についてのみ貸借対照表に計上することの意味や、その情報としての有用性

は明らかではないという考え方もある。また、仮に、研究開発投資に関する情報のニーズが

高いとしても、このような情報ニーズを満たすためには、現在区分することが求められてい

ない研究費と開発費を区分して注記することなど、財務諸表の注記の内容を充実することか

らまず検討すべきであるとの考え方もある。 

現在、IFRSとのコンバージェンスに向けて研究開発費についても対応がせまられており、

同様に米国においても、IFRSとのコンバージェンスが行われている。現在はIFRSにコンバ

ージェンスする動き、つまり研究開発費の資産化への動きになっている。 

財務報告の主たる目的は、投資者に対して意思決定を行うための有用な情報を提供するこ

とである。ただ、その情報は財務諸表に限られるものではなく、財務諸表外の情報として提

供することも含まれる。そのため、研究開発費のように将来予測に係わる情報が意思決定有

用性に役立つのであれば、財務諸表外の情報として提供すべきであろう。 

資産の定義については、概念フレームワークから判断すれば、それぞれの基準は「将来の

経済的便益」を満たせるかどうかという点で一致している。将来の経済的便益を満たせれば

資産計上が可能と言えるが、いずれの基準も蓋然性の規準により、一定水準以上の経済的便

益の発生の可能性について求めている。 

企業会計基準委員会が行った「社内発生開発費のIFRSのもとにおける開示の実態調査」14

から得られた重要な結論のひとつは、研究開発費の資産計上に企業間、業種間で顕著なばら

つきが生じていたことである。 

資産計上のばらつきが生じる結果、企業間比較、特に業界内における比較が困難となり、

投資意思決定への妨げとなる。さらに、経営者が資産化の要件を判断することにより、恣意

性が生じ、粉飾決算や利益操作などの温床にもなりかねない。 

研究開発費の資産化について、理論的には将来の経済的便益が企業に流入することが確実

であると判断されれば、資産と解することができよう。本来、研究開発は独自性や優位性を

追求し、他社との差別化を図るものであり、そのために多額の将来の経済的便益が期待でき



118 

 

るものである。しかし、①研究開発は蓋然性が高いものであり、成功するかどうかの判定も

つきにくく、②実務面から考えた場合、資産化の判断に恣意性が介入する余地が大きいこと

から、発生時にすべて費用処理すべきであると主張したい。 

 

3．研究開発費の管理会計 

  

研究開発費の管理会計において用いられる重要な手法として、費用効果分析とゼロベース

予算が挙げられる。 

 

(1)費用効果分析 

西澤教授15によると、研究開発費の費用効果分析とは、特定の研究開発目的を達成するた

めに代替案について、それに要する研究開発費をそれによって得られる研究開発成果とを評

価・対比して代替案の望ましさを知り、代替案の採否あるいは優先順位を明らかにする分析

のことである。 

 費用効果分析によって、企業の研究開発費とそれから生じた研究開発の成果の間には有

意な関係があるか。インプット変数である研究開発費は媒介変数である技術知識ストック

として蓄積され、どのようにアウトプット変数として研究開発の成果として生み出される

のかが明らかになる（図表 1 を参照されたい）。 

 

図表 1 研究開発費と研究成果の関係 

 

 

    （研究開発費）       技術知識ストック      （研究開発の成果） 

 出典：櫻井[2013]p.734。 

 

 研究開発費に関して費用効果分析を行い、成果を享受するためには、上記のそれぞれの

要素を正確に測定できなければならない。算定要素が正確に測定できなければ適正な効果

分析を行うことができないが、現状では、算定要素の測定に限界が存するため、研究開発

費の効果分析の多くの制約が加えられている。 

①インプットとしての研究開発費の算定 

インプット変数 媒介変数 アウトプット変数

mm 
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インプット要素である研究開発費の所要額は、現行財務会計から直接入手することがで

きないから、新たに研究開発費の総原価計算を行わなければならない。研究開発費の総原

価計算を行うには、研究開発費総原価計算表を作成するのが効果的である。 

研究開発費の定義を確定し、それに基づいて研究開発費に算入すべき費目と研究開発費

に算入してはならない費目を列記したリストを作成しておくことが望ましい。研究開発費

を研究開発目的およびプロジェクトとの関係から直接研究開発費と間接研究開発費を区分

し、直接研究開発費はその実費を別途集計し、間接研究開発費は一定の配賦基準により配

賦する。最後に、各プロジェクト別に、直接研究開発費の賦課額と間接研究開発費の配賦

額を合計すると各プロジェクトの研究開発費が得られる。 

研究開発プロジェクトのうち継続プロジェクトについては、前期に支出した研究開発費

を加算すると、累計研究開発費が得られる。なお、財務会計上では、租税目的その他の配

慮から繰延資産していない場合でも、研究開発効果が将来発現することが明らかなときは、

管理上繰延資産すべきである。 

②アウトプット要素としての研究開発効果 

研究開発費管理のためにはプロジェクト別分析法を使用しなければあまり役立たない。

プロジェクト別分析法においては、一定の研究プロジェクトから毎期発生する売上高など

を累計してゆく必要が生じる。しかし、毎期の売上高などを単純に累計しても真の売上高

などの累計額は得られない。真の売上高などの累計額を算定するには、各期に発生する売

上高などに割り引いて現在価値に換算し、これを集計しなければならない。売上高などで

研究開発成果を測定する場合でも、売上高よりは利益を使用するほうがよい。このため、

売上高に売上高対経常利益率を乗じて、経常利益を算出する。この場合の売上高利益率は、

新製品と現製品の別に、さらに当該プロジェクト別に算定する。 

費用効果分析は共通の評価基準で行っても無理がある。なぜなら、研究テーマには、基

礎研究のように研究開発費と財務的な成果との間に相関関係を見出すことが困難なものか

ら、開発のように売上高とある程度まで明確な成果が追跡できるものから、事業の成果を

期待してなされる研究があるなど、目的が異なるからである。 

費用効果分析では、費用の測定は比較的容易である。問題となるのは、研究成果の測定

である。櫻井教授は、研究成果の測定は利益（直接利益）だけでなく、便益（間接的利益）

や効果性（無形の成果）に区分して行うべきであると考えている16。 

研究成果を金額で利益として直接算定できるものを研究開発の直接的利益、間接的に金
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額で測定することができる便益を研究開発の間接的利益、金額での測定が不可能なものを

研究開発の無形の成果として考察すると、以下のとおりである。 

(a)研究開発の直接的利益 

 研究開発の成果を金額で表示できるものには、売上収益の増加額、新技術販売によるロ

イヤルティ収入、製造工程の改良による原価低減、その他がある。工業化研究は、一般に、

比較的容易に研究開発の成果を金額で表示できる。他方、基礎研究では、研究開発の成果

を金額で表示することは困難である。 

(b)研究開発の間接的利益 

開発では、研究による直接の利益の他、会計上の利益として算定すれば算定が可能な利

益（便益）が得られる。それには、品質向上、床面積の削減、納期短縮化などがある。間

接的利益の測定は、CIM（Computer Integrated Manufacturing）投資の経済的評価法17の

応用で行うことができる。 

(c)研究開発の無形の成果 

研究開発の成果を金額では表現できないが、無形の成果（効果性）を企業にもたらすも

のとして、多くのものがある。 

研究開発の効果には、新製品の開発による企業イメージの向上、人材確保、競争上の有

利性、工場所有権申請件数、研究開発完成件数、研究論文数、学会発表数などの増加、シ

ナジー効果などがある。いずれの貨幣で表現することが困難であり、会計測定の対象には

なり得ないが、これら無形の成果は企業の将来にとって重要なインタンジブルズと考えら

れる。 

③研究開発費効率 

研究開発費効果分析においては、次式のように、インプットの研究開発費とアウトプッ

トの研究開発効果を対比して、研究開発効率を測定する18。 

         

研究開発費効率＝
研究開発効果

研究開発費
 

         

このように、研究開発費と研究開発効果の割合を高めることを「研究開発費の効率性の

向上」という。研究開発費の効率性を向上させるには、研究開発費を一定として、研究開

発効果を高めてもよいし、反対に研究開発効果を一定として、研究開発効果を下げてもよ

い。前者が「研究開発費の有効性の増大」であり、後者が「研究開発費の能率性の増大」
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である。 

この場合、研究開発効果は物量で測定することもできれば、金額で測定することもでき

る。前者が「研究開発費有効度分析」であり、後者が「研究開発費便益分析」である。 

研究開発費有効度分析とは、次の算式のように研究開発効果を物量で測定する方法であ

って、研究開発成果が研究進捗度、顧客進捗度、顧客満足度、研究完成件数、特許申請件

数などで測定される。研究開発効果が物量で表示されるので、その高低は直接に研究開発

費効率を示すである。しかし、全社的観点から効率を測定する場合には、研究開発費の性

格または目的によって測定尺度が相違するため総合化することが困難である。したがって、

全社的観点から研究開発費の効率測定を行うには、費用効果分析のほうが有効である19。 

研究開発費有効度率＝
物量で測定した研究開発成果

研 究 開 発 費
 

 

研究開発費便益分析とは、次の算式のように研究開発効果を物量で測定する方法であっ

て、研究開発成果が原価低減額、売上増加額、利益増加額、特許料収入額などで測定され

る。研究開発効果が金額で表示されるので、その高低は研究収益性を示すである。しかし、

すべての研究開発効果を金額で測定することは困難であり、測定できる場合にも恣意性や

不確実性を避けえないので、一定の限界がある20。 

研究開発費便益率＝
金額で測定した研究開発成果

研 究 開 発 費
 

 

 (2)ゼロベース予算 

研究開発管理にプロジェクト別予算の実施を定着させるためには、ゼロベース予算（Zero 

Base Budgeting；ZBB）の思考を導入するのが有望である。西澤教授はゼロベース予算を次

のように定義していた。「研究開発部門のゼロベース予算は、企業の研究開発部門において、

現場のマネジャーがゼロからシ出発して研究開発パッケージを作成し、管理者は新旧パッケ

ージを同一の基準で評価し、その結果に基づいて研究資源を割り当てるプロジェクト予算の

一方式であって、費用効果分析による効率的研究管理と研究思想の発想の転換を測る計数管

理の一方式である」21。 

上記の定義から、ゼロベース予算方式には、以下の特色の存することが知られる。 

①ゼロベース予算は、ゼロから出発して計画を立てる。 
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②ゼロベース予算は、現場のマネジャーが自ら計画を立てる。 

③ゼロベース予算では、研究パッケージを作成する。 

④ゼロベース予算では、マネジャートップを説得する。 

⑤ゼロベース予算では、管理者は、新旧パッケージを同一基準で評価する。 

⑥ゼロベース予算では、研究開発資源の割当てを行う。 

⑦ゼロベース予算では、プロジェクト予算の一方式である。 

⑧ゼロベース予算は、費用効果分析を主な内容としている。 

⑨ゼロベース予算では、効率的研究管理が行われる。 

⑩ゼロベース予算によって、研究思想の転換が測られる。 

ゼロベース予算は、企業の諸活動を目的指向のプログラムに分類し、各活動別に費用予算

を編成するプログラムの一種である。ゼロベース予算では、個々の責任中心点の活動を一連

のデシジョン・パッケージに区分し、各パッケージに順位づけを行う、下位の管理者からの

提案に順位を与え、それらをまとめあげるという活動からなる。 

(a)研究開発パッケージの定義 

研究開発部門で作成されるデシジョン・パッケージが研究開発パッケージであり、次のよ

うに定義することができる22。 

 研究開発パッケージとは、研究管理者が、特定の研究開発活動を評価し、限られた研究開

発資源に対して競合関係にある他の諸活動と比較して順位づけを行なったのち、承認か却下

かを決定するために、特定の研究開発活動の内容を検討し記載した書類のことである。換言

すれば、ゼロベース予算の運用に当たって各段階で行なわれる意思決定（デシジョン）に必

要とされるすべての情報のひとつのパッケージに要約したものである。 

 (b)研究開発パッケージの評価法 

 研究開発パッケージが作成できれば、次にはそのパッケージの内容の採否を決定する段階

となる。そのためには、まず各パッケージの内容を評価することが必要となる。このために

行なわれる研究開発パッケージの評価法には、次のようなものがある（図表2を参照された

い）。  
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図表2 研究開発パッケージの評価法 
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出典：西澤[1988] p.256。 

 

(c)研究開発パッケージの順位づけ 

 提案された研究開発パッケージの内容評価が完了すれば、その結果に基づいてパッケージ

の優先順位がつけられる。これがランキングである。ランキングは、下部の階層から上部の

階層にわたって徐々に積み重ねられてゆく。最終のランキングが終われば、予算枠（カット・

オフ・ライン）によって足切りがなされ、採用された研究開発パッケージについて、正式予

算計上がなされる。これらを勘定科目別にかつ月次に集約すれば、費用予算としての研究開

発費予算ができあがる。 

ここでデシジョン・パッケージとは、プログラム、活動水準、あるいは財源要求について

の判断に必要な情報を記載した書類のことをいう。経営管理者は、デシジョン・パッケージ

をもとに経営の諸活動をプログラム別に評価し、限られた経営資源に対して競合関係にある

他の諸活動と比較して順位づけを行い、承認か却下かの決定を下す。 

パッケージの順位づけにおいては、費用効果分析が行われる。費用効果分析とは、プロジ

ェクトの直接的・間接的な効果と費用を評価して、プロジェクトの望ましさを推定する実際

的な方法である。 

企業文化の異なる日本で、米国で考案されたゼロベース予算がそのままの形で活用される

期待をすることには無理がある。しかし、ゼロベース予算の発想にはいくつかの優れた点が
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ある。研究開発費を費用管理の問題として管理するにあたっては、時にゼロから査定をする

ことによって無駄を発見し、効率的な研究開発費管理の方法を探索する機会をもつことも必

要のなるのではないかと思われる。 

(3)バランスト・スコアカードの活用 

バランスト・スコアカード（Balanced Scorecard；BSC）とは、Kaplan＆Nortonによっ

て開発された複合的業績評価手法である23。財務的評価指標と非財務的評価指標を組み合わ

せたところに、バランスト・スコアカードの特色がある。財務的指標はすでに体系化されて

おり、いくつもの優れた分析手法が存在している。しかし、これらは企業価値を生み出すも

の全てを記述するものではない。研究開発活動で製品を生み出す知識やテクノロジーといっ

た知的資産24は、将来的な企業価値を生み出す源泉そのものであるが、これらが資産として

貸借対照表に表示されることはない。特許やのれんなどの例外を除くならば、知的資産の多

くは客観的に把握もしくは評価することは難しく、資産としての実現性にも乏しいためであ

る。これに工夫を凝らし、財務評価の中に組み込むのが、バランスト・スコアカードのポイ

ントである。 

バランスト・スコアカードでは、ABC（活動基準原価計算）と同様に経営上の活動プロセ

スを総分解していく。ABC が費用の源泉に着目していたのに対し、バランスト・スコアカ

ードは収益の源泉に着目している。同じ研究者たちに開発された手法であるので、両者の手

法の関係性というのは、表裏の関係にあると捉えるとわかりやすい。このとき将来的に価値

を生み出す活動をバリュー・ドライバーと定義し、それらが生み出す有形・無形資産の相互

関係を直接的に、もしくは間接的に明らかにしていくものである。 

Kaplanも言及しているところであるが、これはいわばコア・コンピタンスの具体的な解明、

あるいは競争力の源泉を分析していくプロセスに他ならない。従来、米国の企業経営ではこ

のような部分が評価されにくく、それゆえに十分な再投資が行われないなどして、研究開発

力を低迷させる原因を招いたとされる。この見えざる資産による価値創造プロセスを会計的

に顕在化させることに、バランスト・スコアカードのマネジメント・ツールとしてのポイン

トが求められる。 

バランスト・スコアカードのフレームワークでは、「財務」、「顧客」、「内部ビジネス・

プロセス」、「学習と成長」の四つの視点から分析がされている（図表3を参照されたい）。

そこからさらに細分化されたプロセスにおいて、目標と評価指標が設定されていく仕組みと

なっている。研究開発活動という観点においては、新製品売上高比率、主力製品売上高比率、
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生産プロセス能力、次世代製品開発所要時間、といったものが評価指標として設定されてい

る。経営ビジョン、経営戦略から個別業務までの一貫性が、管理会計をのプロセスに則て調

整されるように図られている点が特徴である。 

 

図表 3 バランスト・スコアカードのフレームワーク 
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出典：Kaplan＆Norton [1996b] p.76. 

 

ただし、バランスト・スコアカードは、管理会計ツールというよりも、むしろ経営戦略ツ

ールに近い性質を有している25。それもいわゆるベストプラクティスを提示する規範的な管

理ツールとは異なるため、企業が自社の経営戦略に応じてアレンジできるマネジメント上の

自由度が存在している。このため企業内部的に高い実用性と有効性を兼ね備えていると考え

られる。 
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研究開発は、経営戦略のひとつとして実施される必要性が高まってきたが、研究開発戦略

ではいかに戦略を実施するかポイントとなる。そこで、評価のためのツールとしてバランス

ト・スコアカードを活用することも検討されるべきである。 

ひとつは、研究開発戦略を実現するための評価の視点としては、既存の四つの視点――財

務、顧客、内部ビジネス・プロセス、学習と成長――に工夫を凝らして、研究開発費評価の

ための新たな視点を設けることが必要である。例えば、独創性、技術と革新性、製品特性、

経済性などである。 

二つ目はウエイトづけにあたっては、研究の種類によって変える工夫が必要となろう。例

えば、基礎研究では独創性に高い評価を与えられるのに対して、応用研究では経済性や効率

性を高く評価することが必要になろう。 
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第 8 章 注 

                                                   
1 櫻井[2013] p.713。 
2 櫻井[2013] p.713。 
3 櫻井[2013] p.712。 
4 西澤[1988] 
5 企業会計審議会[1998] 
6 研究開発費等会計基準三 
7 五百竹[2012] 
8 IASB[2004]IAS 第 38 号 para.21. 
9 IASB[2004]IAS 第 38 号 para.54. 
10 IASB[2004]IAS 第 38 号 para.57. 
11 IASB[2004]IAS 第 38 号 para.57. 
12 IASB[2004]IAS 第 38 号 BCZ 40. 
13 総務省統計局による2006年科学技術研究調査の社内使用研究費支出額（12兆7,458億円）。

財務省財務総合政策研究所による2005年度の年次別法人企業統計調査の設備投資額（38

兆5,501億円）。 
14 企業会計基準委員会[2008] 
15 西澤[1988] 
16 櫻井[2013] p.735。 
17 櫻井[1991] 
18 西澤[1988] p.344。 
19 西澤[1988] p.345。 
20 西澤[1988] p.346。 
21 西澤[1988] p.236。 
22 西澤[1988] p.243。 
23 Kaplan＆Norton[1996b]  
24 知的資産の定義としては、日本においては「事後的に利益として実現することが期待さ

れるものの、いまだ財務諸表上の利益に反映されているとは限らず、またストックとし

ては現れないが企業が価値の源泉としてもっているものであり、将来的に経済的便益を

生むが有形資産ではなくて無形であり、何らかの形で知的な活動が介在して生まれて」

くるものとされる（産業構造審議会新成長政策部会経営・知的資産小委員会[2005] p.2）。

なお、米国ではこのような資産を無形固定資産と区別するために、インタンジブルズと

呼び慣わすことが多い。 
25 Kaplan＆Norton[1996b] 
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第９章 バランスト･スコアカードフレームワークによる

インタンジブルズの管理 

 

1. バランスト･スコアカードの変遷 

 

バランスト・スコアカード（Balanced Scorecard；BSC）の発展は 3 期に分けて考える

ことができる1 。 

第 1 期は、1980 年代後半から 1990 年代前半にかけてであり、その中心は業績評価フレ

ームワークとしての活用にあった。企業業績を今期の財務成果だけで捉えていても、その

結果を高めるためのマネジメントはできない。そうではなく、来期以降の財務成果に影響

を及ぼすであろう非財務的成果も考慮すべきという問題意識に基づいて提唱されたもので

ある。「バランスト・スコアカード＝多面的業績評価制度」というみかたもここからきてい

ると考えられる。 

1995 年ごろからバランスト・スコアカードは第 2 期に入り、「戦略マネジメント・ツー

ル」としての活用が中心になる。企業業績を規定し、戦略的に重要な指標（重要な評価指

標＝KPI2）を設定し、モニタリングし、その達成状況を業績評価に結びつけることによっ

て、戦略の実行を着実にしようというものである。第 1 期では「どのような項目で評価す

るのが妥当か」に軸足を置いていたのに対し、第 2 期では、「戦略を推進するために具体的

にどのような目標を置けばよいか」に軸足を置くのが特徴である。 

21 世紀に入った現在、さらに進化した第 3 期では「組織変化ツール」として活用されて

いる。「戦略コミュニケーション」がそのキーワードで、戦略を組織の末端まで浸透、理解

させ、それに沿った形で社員一人一人の行動を規定・変革していく。その変革によって、

末端から新たな戦略が次々と生まれるようになり、戦略それ自身が更新できるようになる。

具体的には、戦略マップを中心としたバランスト・スコアカードが企業価値の向上につな

がる有効ツールであり、戦略促進のための有用な管理手法と考えられている。 

バランスト・スコアカードは Kaplan＆Norton の 1992 年の論文で提唱された3。もとも

とスコアカードを考案するきっかけになったのは、Analog Devices 社への訪問と事例執筆

であったと Kaplan は述べている4。Analog 社の「コーポレート・スコアカードには、伝

統的な財務指標に加えて、業績（主としてリードタイムや納期遵守に関連するもの）や、

内部プロセス（産出量、品質そしてコスト）、そして新製品開発（イノベーション）に関す
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る指標が含まれていた」5。その後、「Analog 社のコーポレート・スコアカードの重要性は、

Norton との 1 年にわたる業績測定調査プロジェクトに従事したときに明らか」6となり、12 

社にたいする 1 年間の調査の結果、「トップ・マネジメントが事業を迅速かつ総合的な視点

から見ることができる指標」7すなわちバランスト・スコアカードへと結実するに至った。 

Kaplan＆Norton のバランスト・スコアカードの特徴は、主として四つの視点から企業経

営を捉えることにある。それらは顧客の視点、内部ビジネス・プロセスの視点、学習と成

長の視点、財務の視点である。 

顧客の視点とは、リードタイムや品質、機能そしてサービスという顧客が関心を寄せる

主な要素について具体的な評価指標とターゲット（目標水準）を設定し、その進捗度（達

成率）を把握しつつ、顧客が要求する要素・水準をどの程度満足させることができている

かを見るものである。 

内部ビジネス・プロセスの視点は、顧客が要求する要素・水準（顧客の視点）を満足さ

せるうえで、どのような業務プロセスや分野に秀でるべきかを明らかにし、それらに係る

具体的な評価指標およびターゲットの設定、進捗度管理を行う。具体的には「製造に要す

る時間、品質、従業員の技能水準、生産性に及ぼす要因」8などが挙げられる。 

学習と成長の視点は、組織変革や技術革新を生み出す能力に係るもので、顧客の視点お

よび内部プロセスの視点が、戦略を成功に導く要因を浮かび上がらせるのに対し、その成

功に向けた目標自体を改善・変革するという意味で、上記二つの視点とは異なる9。財務の

視点は、株主からどのように見られているか、戦略計画とその実施が利益の増加にどれだ

け貢献したのかを示すものである。具体的には利益率や成長率、株主価値といった業績評

価指標により、その進捗度・達成度を管理する10。なおスコアカードには、それぞれの視点

で達成すべき戦略目標（Objectives）とそれを端的に示す測定指標（Measures）、その目標

達成水準を示すターゲット、その達成のために必要な施策（Initiatives）が示される。必要

に応じて、スコアカードには測定指標の実績や達成割合が示されることもある。 

Kaplan＆Norton によるバランスト・スコアカード研究を時系列で並べれば、図表１のよ

うであり、かつ、4 段階に整理することができる。 

第 1 期：業績評価システムとしてのバランスト・スコアカード 

第 2 期：バランスト・スコアカードに基づく戦略マネジメント 

第 3 期：戦略マップの導入 

第 4 期：戦略マップ/ バランスト・スコアカードに基づく戦略マネジメント 
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 ①戦略マップ/ バランスト・スコアカードによるインタンジブルズのマネジメント 

 ②戦略マップ/ バランスト・スコアカードによる組織のアラインメントする

（Alignment） 

 ③戦略マップ/ バランスト・スコアカードによる戦略都業務活動のリンク付け 

 

図表１ Kaplan＆Norton によるバランスト・スコアカード研究の変遷 

年 論文著書

1992 論文 The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance

1993 論文 Putting the Balanced Scorecard to Work

Kaplan&Nortonは、1992年論文ではじめてBSCを提唱した。当初、BSCを「業務評価システム」

と位置づけていたが、1993年論文ではこれを「マネジメント・システム」と位置づけ、「ビジョ

ン―戦略―重要成功要因―業績評価指標」への展開を通じて業績評価指標を戦略とリンクさせる

ことの重要性を強調している。この段階ではスコアカードの作成面を強調している。

1996a 論文 Using the Balanced Scorecard as a Strstegic Management System

1996b 著書 The Balanced Scorecard: Translating Strstegy into Action

BSCの意義を「戦略実行システム（strategy execution system）』へ進化させた。戦略を「因果

関係に関する仮説の集合」であると述べ、BSCに基づいて戦略をマネジメントするためには、4つ

の視点における目標および業績評価指標の間に因果関係の連鎖に関する仮説を設定する必要性を

強調している。また、業績評価指標について、成果指標とパフォーマンス・ドライバーの両方を

適切に組み合わせる必要性を説いている。

The Strategy-Focused Organization:How Balanced Scorecard Compsnies Thrive

in the  New Business Environment 

2000b 論文 Having Trouble with Your Strategy? Then Map it

Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to 

Strategic Management PartⅠ

Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to 

Strategic Management PartⅡ

戦略を可視化するための枠組みとして、新たに「戦略マップ」を提唱した。

2004a 論文 The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets 

2004b 著書 Strategy Map: Converting Intangible Assets into Tangible Outcome

戦略マップを用いたインタンジブルズを企業価値創造に結びつけるフレームワークを提示した。

2006a 論文 How to Implement a New Strategy without Disrupting Your Organization 

2006b 著書 Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies 

第 戦略マップとBSCを用いて、企業内外の組織を企業戦略にアラインメントする方法について論じ

4 た。

期 2008a 著書 Mestering the Management System 

The Execution Premium: Linking Strategy to Oprations for Competitive 

Advantage

2010 論文 Managing Alliances with the Balanced Scorecard

戦略の策定と構築を業務の実行と結びづける、自己完結的かつ総合的なマネジメント・スステム

を提唱した。

①

②

③

題目

2000a 著書

2008b 論文

2001a 論文

2001b 論文

第

1

期

期

第

2

期

第

3

出典：金[2011]p.20。 
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Kaplan＆Norton によるバランスト・スコアカード研究の変遷をみると、第 1 期から第 3

期まではバランスト・スコアカードおよび戦略マップといった具体的なマネジメント・ツ

ールの開発に関する研究であったのに対し、第 4 期に入ると、バランスト・スコアカード

と戦略マップを活用したインタンジブルズ管理に関する研究に移行したことが明らかにな

っている。 

第 1 期から第 2 期までは、財務の視点、顧客の視点、内部ビジネス・プロセスの視点、

学習と成長の視点という四つのバランスのとれた視点の設定、視点間と視点内の指標間に

因果関係およびパフォーマンス・ドライバーと成果指標の組み合わせの必要性といったバ

ランスト・スコアカードの構成要素が構築されていた。それに対して、第 3 期では戦略を

可視化するための新たなシステムとして、戦略マップをバランスト・スコアカードフレー

ムワークに取り入れた。これは、バランスト・スコアカードフレームワーク内に、戦略を

直接管理する要素を加えたことを意味する。 

このような拡張により、バランスト・スコアカードの適用範囲は、業務評価システムか

ら戦略マネジメント・システムへと変化していった。その後、第 4 期では、戦略マップ/ バ

ランスト・スコアカードを活用し、インタンジブルズを企業価値創造に結びつけるフレー

ムワーク、企業内外の組織を企業戦略にアラインメントするフレームワークおよび戦略と

業務活動を結びつけるフレームワークを提示されている。 

 ここでは、バランスト・スコアカードフレームワークを活用したインタンジブルズ管理

について、第 4 期の 3 段階を詳しく検討してみたい。 

①戦略マップ/バランスト・スコアカードフレームワークによるインタンジブルズの管理 

Kaplan＆Norton11では、視点間における戦略目標間の因果関係を明確にし、人的資本、

情報資本、組織資本といったインタンジブルズを記述し、測定し、戦略へと方向づけるた

めの可視的なフレームワークとして戦略マップを提唱し、戦略マップを用いてインタンジ

ブルズを企業創造に結びつけるフレームワークを提示した。 

 ②戦略マップ/バランスト・スコアカードフレームワークによる組織のアラインメント

（Alignment） 

 Kaplan＆Norton12では、戦略マップとバランスト・スコアカードを用いて、ビジネスユ

ニットやサポートユニットといった組織ユニットおよび顧客、サプライヤー、ジョイント・

ベンチャーなどの外部企業や取締役会といった企業内外の組織を企業戦略にアラインメン

トする方法について論じている。 



132 

 

③戦略マップ/バランスト・スコアカードフレームワークによる戦略と業務活動のリンク

付け 

Kaplan＆Norton13では、戦略の策定・構築を業務の実行と連結する、包括的かつ総合的

なマネジメント・システムについて論じている。 

次に、日本のおけるバランスト・スコアカードフレームワークの研究は、以下のように

まとめられた。バランスト・スコアカードフレームワークとは、バランスト・スコアカー

ドの構成要素とバランスト・スコアカードの適用枠組みを指している。バランスト・スコ

アカードは四つの視点、戦略との連動性、視点間および視点内の指標間の因果関係、業績

指標といった要素から構成されている。 

日本では、Kaplan＆Norton がはじめてバランスト・スコアカードを提唱した翌年に、古

田教授14が最初のバランスト・スコアカードの解説を公表している。その後、Kaplan＆

Norton による第一著書15が吉川教授による邦訳されて以降、日本におけるバランスト・ス

コアカードフレームワークに関する研究が盛んになった。これらの研究は①バランスト・

スコアカードのサーベイ研究、②戦略との関連、③因果関係を巡る論争、④既存のマネジ

メント・ツールとの関連および⑤独自のバランスト・スコアカードモデルの五つの論点に

整理することができる（図表 2 を参照されたい）。 

日本におけるバランスト・スコアカードフレームワークの研究においては、五つの論点

のうち、サーベイ研究についての関心はそれほど高くなかった、最も関心が高い研究は因

果関係を巡る論争である。しかし、因果関係の妥当性と検証可能性による否定研究から、

因果関係の存在性を認める肯定研究に移っている。 

もうひとつ中心となっているのは、バランスト・スコアカードの適用範囲における研究

である。すなわち、既存のマネジメント・ツールとの関連と独自のバランスト・スコアカ

ードモデルについて考察した研究である。 

また、日本企業におけるバランスト・スコアカードの導入がマネジメントに与える影響、

あるいは既存のマネジメント・ツールとの関連についての研究は日本独特なものとも言え

る。さらに、バランスト・スコアカードフレームワークを前提としながら、独自のバラン

スト・スコアカードモデルの開発・構築を試みる研究も見られる。 
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図表 2 日本におけるバランスト・スコアカードフレームワークの研究 

 

バランスト・スコアカードの紹介・

Kaplan＆Norton の著書の邦訳 

バランスト・スコアカードの

サーベイ研究 
戦略との関連 

古田[1993]:初めてのバランスト・ス

コアカードの解説 

長谷川[1998]:初期のバラン

スト・スコアカードのサーベ

イ研究 

小菅[1997]:戦略管理会

計の観点からバランス

ト・スコアカードの貢献 

吉川[1997]:第一著書の邦訳 大島[2003]:日本と台湾にお

けるバランスト・スコアカー

ドの導入と現状に関する比較

研究――管理会計技法の国際

移転に関連して―― 

田中[2003]:日本企業の

特徴から戦略マップの

有効性 

櫻井[2001]:第二著書の邦訳  

櫻井・伊藤和憲・長谷川[2005]:第三

著書の邦訳 
 

櫻井・伊藤和憲[2007]:第四著書の邦

訳 

  

櫻井・伊藤和憲[2009]:第五著書の邦

訳 

  

因果関係を巡る論争 既存のマネジメント・ツール

との関連 

独自のバランスト・スコ

アカードモデル 

小林[1998]:因果関係における否定

研究 

伊藤・清水・長谷川[2001]:方

針管理との類似性を主張、品

質高めるツールとバランス

ト・スコアカードの連携 

吉川[1999]:KSF の関連

修正モデル 

小林哲夫[2000]:因果関係における

肯定研究 

櫻井[2001]:日本企業の伝統

的な評価方法と類似 

澤根[2004,2005]:価値連

鎖とのバランスト・スコ

アカードの連携とコン

ティンジェンシー理論

の適用 

伊藤・清水[2001]:4 つの視点は独立

ではなく、戦略を遂行するための一

連の因果連鎖の存在性を主張 

伊藤嘉博[2003]:MB 賞、JQA

などの支援ツール 

山崎[2005]:財務分析の

新手法へのバランス

ト・スコアカードの役割 

長谷川・清水[2001]:戦略マップがバ

ランスト・スコアカード以上の因果

連鎖が存在 

櫻井[2003]:方針管理との結

合 

伊藤嘉博[2006]:三次元

の拡張 

浅田[2002]:因果関係の解明にウイ

ットを置くべきではないと主張 

清水[2003]:総合的戦略マネ

ジメント・システムとしての

バランスト・スコアカード 

 

山崎[2005]:Norreklit[2000]への批

判研究 

松尾[2005]:マネジメント・コ

ントロールツールとしてのバ

ランスト・スコアカード 

 

福田[2004]:4 つの視点の関係の検

討 

  

片岡・小泉[2010]:因果関係の存在の

意義と因果分析の方法の検討 

  

出典：金[2011]p.24。 

 



134 

 

2．バランスト・スコアカードのフレームワーク 

 

バランスト・スコアカードの戦略マップは、戦略がインタンジブルズを価値創造プロセ

スにどのように結びつけるのか明示するためフレームワークを提供する。財務の視点は、

伝統的な財務的表現で戦略の具体的な成果を表現する。顧客の視点は、ターゲット顧客へ

の価値提案を定義する。財務の視点および顧客の視点は、戦略の望ましい成果を表す。二

つの視点には多くの遅行指標がある。内部プロセスの視点は、戦略に最も大きな影響を及

ぼすと予想される限られた数の決定的に重要なプロセスを識別する。学習と成長の視点は、

戦略にとって最も重要なインタンジブルズが何であるかを識別する。この視点における戦

略目標は、価値創造の内部プロセスを支援するために、人的資本、情報資本、組織資本が

必要であるのか識別する。これらのインタンジブルズは、ひとまとまりになり決定的に重

要な内部プロセスに方向づけられなければならない。 

価値創造のための戦略を記述するフレームワークとしてのバランスト・スコアカードに

ついて、さらに検討を続けたい。 

バランスト・スコアカードにおける学習と成長の視点は、組織のインタンジブルズを戦

略に方向づける役割を強調している。この視点には、どのような戦略を実行するにしても

不可欠な次の三つのインタンジブルズの要素に関する戦略目標および尺度が含まれている。 

①人的資本 

②情報資本 

③組織資本 

これら 3 要素の戦略目標は、内部プロセスの戦略目標に方向づけられ、また、統合され

ていなければならない。3 要素は、他のインタンジブルズや有形資産の間におけるシナジー

の影響をまったく受けずに、単独のケーパビリティを生むのではなく、それらの間で生じ

たケーパビリティに基礎をおくべきである。 

インタンジブルズには、特許権、著作権、従業員の知識、リーダーシップ、情報システ

ムおよび作業プロセスなどの多様な項目が含まれている。Kaplan とその研究グループは数

多くの戦略マップやバランスト・スコアカードで示される学習と成長の視点を調査してき

た。その結果、次の一貫した戦略的な六つの方向づけが必要であることを明らかにした16。 

①人的資本 

戦略的コンピテンシー：戦略が必要とする活動を実行するための、スキル、才能および
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ノウハウの有用性（調査したバランスト・スコアカードの約 80％にこうした戦略目標が含

まれる） 

②情報資本 

戦略的情報：戦略の支援に必要とされる情報システムとナレッジマネジメントのアプリ

ケーションソフトおよびインフラの利用可能性（調査したバランスト・スコアカードの 80％

に含まれる） 

③組織資本 

組織文化：戦略の実行に必要とされる、従業員が共有すべきミッション、ビジョンおよ

び価値観の認識と内部化（調査したバランスト・スコアカードの 90％に含まれる） 

リーダーシップ：組織を戦略に向かって活性化する、全階層における有能なリーダーの

配置可能性（調査したバランスト・スコアカードの 90％に含まれる） 

戦略への方向づけ：あらゆる組織階層で、個人目標やインセンティブを戦略に方向づけ

ていること（調査したバランスト・スコアカードの 70％に含まれる） 

チームワーク：戦略的な潜在能力をもつ知識資産およびスタッフ資産の共有（調査した

バランスト・スコアカードの 60％に含まれる） 

上記六つの戦略目標は、重要なインタンジブルズの特徴を説明しており、これらのイン

タンジブルズを組織の戦略に方向づけ統合するための強力なフレームワークを提供する。

無形と定義づけられている資産、例えば従業員のケーパビリティおよび戦略への方向づけ、

IT ならびに組織風土および文化などを測定することは困難なように思われるが、明確な測

定原則がいくつかあるように思われる。インタンジブルズは、それを形成するのにどのく

らいの支出があったのかという形で測定されるべきものでもなければ、人的資産や IT 資産

のケーパビリティや価値についての独立した評価基準によってその価値が決定されるべき

ものでもない。インタンジブルズの価値は、それを形成するためにいくらかかるのか、あ

るいは独立した基準ではどのくらいの価値があるのかということではなく、インタンジブ

ルズが企業の戦略上重要な優先事項にどのようにうまく方向づけられているかという点に

由来する。インタンジブルズが戦略にしっかりと方向づけられていれば、組織に大きな価

値をもたらすであろう。しかし、その逆もまた真なりであり、戦略に方向づけられていな

いインタンジブルズは、たとえ巨額な資金がそれに投じられたとしても、そう多くの企業

価値を生むことはない。 

インタンジブルズの測定に関しては、おそらく、組織の有形資産および金融資産を測定



136 

 

するために企業の貸借対照表で使用されている原則から学ぶことができる。会計担当者は、

貸借対照表の借方を現金、売上債権、棚卸資産、建物・工場・設備および長期投資といっ

た区分で体系化している。資産は、その資産が現金に変換されるまでの容易さを示す流動

性にしたがって体系的に並べられている。売上債権は棚卸資産よりも流動性が高い（現金

に変換されるまでの時間が短い）が、売上債権と棚卸資産は通常 12 ヶ月以内に現金化され

るため、いずれも短期的資産に分類されている。 

財務の視点は企業の成功という究極的な定義を与えている。戦略がどのようにして株主

価値を持続的に成長させるのかを記述する遅行指標である。財務尺度は、過去の活動の経

済的な成果を客観的に要約できる。ステークホルダーとの関係では株主や債権者のために

どのように行動すべきかの視点である。 

顧客の視点では、顧客ニーズを的確に把握し、それへの対応や改善の達成度合いを表す

指標が使われる。例えば顧客の主たる関心事のひとつとして挙げられるリードタームでは、

納期の厳守率がそれに当たる。顧客がコストとして感じるには価格だけではなく、受注か

ら受け渡しまでの一連の取引の流れのおけるトラブルも含まれる。そこでリードターム、

品質、商品力、サービスなどの関する具体的な指標を設定することで、どれだけ顧客のニ

ーズを満たしたかを把握するのである。 

内部ビジネス・プロセスという視点では、顧客のニーズを満たすために社内で何をすべ

きか、ということを明確にする指標を取り入れている。例えば製造に要する時間、品質、

従業員のスキルレベルなどを評価するために、不良品率や新製品の導入計画とそれの実際

との比較などが用いられる。 

学習と成長の視点では、企業自身を改革、改善そして向上させる業務プロセスに関する

指標を含めている。この視点の尺度は究極的な先行指標となる。それらは組織戦略への方

向づけによって企業価値を創造する組織のインタンジブルズを表している。人的資本は、

組織戦略で最も重要なプロセスを担当する比較的少数の戦略的な職種に集中的に投入され

ると、企業価値を高める。情報資本は、戦略上重要な内部プロセスのパフォーマンスを劇

的に向上させることで人的資本を補完するきわめて重要なインフラと戦略的アプリケーシ

ョンを提供する場合に、最も価値あるものとなる。組織資本は、顧客を中心とする価値観

の組織文化を創造しなければならない。新戦略への変容には、組織全体に対する並外れた

リーダーシップが必要とされる。組織が新しい方向に向かうためには、コミュニケーショ

ンと業績管理システムが、組織が達成したいと望むものに方向づけられることが必要であ
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る。そして、重要な少数のプロセスにおける顕著なパフォーマンスに焦点を当てるには、

チームワークと学習が必要になる。 

バランスト・スコアカードは、従来からの財務指標に加えて、顧客や内部のビジネス・

プロセス、および組織の学習と成長を評価する指標を含んでいる。財務指標には、利益率

やキャッシュフローに関するものなど、なじみ深い指標が含まれている。しかし伝統的な

財務指標は将来でなく過去の成果を表すものであり、将来の業績の決定要因に焦点を当て

ているわけではない。またキャッシュフローを生み出す企業行動のプロセスに光を当てて

いるわけではないため、付加価値を創造する行動が反映されないという欠点をもつ。これ

らの欠点を補うために導入されたのが、顧客、内部ビジネス・プロセス、および学習と成

長という視点である。経営者は、バランスト・スコアカードに準える、同時に複数の分野

にわたる指標を把握する必要があるというわけである。 

バランスト・スコアカードはこれら四つの視点を取り入れて、財務上の成果を追う一方

で、将来の成長に必要な能力や顧客との関係の構築状況をモニターすることを可能性にし

ている（図表 3 を参照されたい）。財務指標を補完するバランスト・スコアカードの導入に

より、業績評価を行う際に短期的な財務指標を重視するために生じていた、長期的な経営

戦略の策定と実行との間のギャップを解消することができるようになる。 
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図表 3 バランスト・スコアカードフレームワーク 

 

 出典：Kaplan＆Norton [2004b] p.31. 

 

3．戦略マップの 5 原則17 

 

 (1)戦略は反対する要因のバランスをとる 

 長期的に収益を増大するためにインタンジブルズへ投資することは、通常、短期的な財

務業績を向上させるためのコスト引き下げとは相反する。民間企業にとって最も重要な戦

略目標は株主価値の持続的成長を図ることである、同時に短期的な財務業績を向上させな

ければならない。戦略を記述する最初のポイントは原価低減や生産性向上という短期の財

務目標と収益増大という長期の財務目標のバランスをとり、明確に伝えることでる。 

 (2)戦略は差別化した顧客への価値提案に基づく 

 顧客を満足させることは持続可能な価値創造の源泉である。戦略では、ターゲットとす

     製品/サービスの属性         関係性      イメージ 

価格 ブランド 品質 機能性 時間 パートナー

シップ 

内部プロセスの視点 

 

業務管理 

顧客の視点 

財務の視点 

長期の株主価値 

生産性 収益の増大 

学習と成長の視点 

           

          ＋        ＋  人的資本 情報資本 組織資本 

 

顧客管理 

イノベー

ション管

理 

規制と社会

のプロセス

の管理 
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る顧客セグメントの顧客を喜ばすのに必要な価値提案を明確かつ明瞭に伝えることが最も

重要な要素である。実務に適用できる四つの顧客の視点による主な価値提案は、トータル・

コストの低減、製品リーダーシップ、完全な顧客ソリューション、システム・ロックイン

である。これらの価値提案はそれぞれ顧客が満足するように提供しなければならない。 

(3)企業価値は内部ビジネス・プロセスを通じて創造される 

戦略マップの財務の視点と顧客の視点には、企業が達成したい成果が記述される。内部

ビジネス・プロセスの視点および学習と成長の視点には、戦略を推進し、その企業が戦略

をどのように実行するのかに記述する。内部プロセスを効率的かつ効果的に戦略へ方向づ

けられる企業だけ、企業価値を高めることができるので、限定された重要な内部プロセス

だけに焦点を当てなければならない。 

(4)戦略は同時進行の補完的なテーマからなる 

戦略を実行するとき、主に内部プロセスによって実行される。業務プロセスは一般的に

原価低減都品質向上を通じて短期的な成果をもたらす。顧客プロセスでは顧客関係の改善

によって、6 ヶ月から 12 ヶ月の間に成果が現れる。イノベーションのプロセスは一般的長

い時間が経ってから顧客収益と営業利益を増加させる。規制と社会のプロセスは企業訴訟

を回避したり、コミュニティでのレピュテーションを高めたりすることであり、ずっと先

の将来にもたらされる。戦略は内部プロセスの四つの視点を分類し、すべて向上させるこ

とによって、その企業の株主価値を持続的成長させ、長期にわたる便益を実現することが

できる。 

(5)戦略への方向づけによってインタンジブルズの価値が決まる 

学習と成長の視点には企業戦略におけるインタンジブルズの役割を記述され、インタン

ジブルズを人的資本・情報資本・組織資本の三つに分類している。インタンジブルズは個

別的に企業に貢献するわけではなく、企業戦略の実行に貢献できる力によって評価される。

また、インタンジブルズは希少資源であるため、すべての戦略へ方向づけるわけにはいか

ない。インタンジブルズへの投資は不適切で膨大な投資ではなく、ターゲットを明確した

うえで ROI を向上させなければならない。 

そのターゲットとなるアプローチとは、以下のようなものである。 

①人的資本を戦略テーマへと方向づける戦略的職務群 

②情報資本を戦略テーマへと方向づける戦略的 IT ポートフォリオ 

③組織資本を戦略テーマの継続的学習および改善に向けて統合し、方向づける組織変革
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の方針 

この三つをすべて戦略へと方向づけられれば、インタンジブルズに対する ROI が向上し、

戦略の実行に貢献できるようになる。 

 

4．バランスト・スコアカードの時間的フレームワーク 

 

バランスト・スコアカードの狙いは、短期的には財務的成果に結びつかない組織学習や

成長に関連した業績指標を、財務指標を補完する指標として合わせて監視することにより、

短期的な施策が長期的な成長を阻害することがないよう図ることにある。しかし、戦略マ

ップは戦略を実現する長期的な道筋であるから、マップ上に描かれる時間的なフレームワ

ークは、バランスト・スコアカード上に示される短期的な視野とは異なるものになる。バ

ランスト・スコアカード上に示される多元的な（四つの視点に属する）指標は、短期的に

は財務上マイナスの影響を及ぼすかもしれないが、長期的成長に不可欠な取り組みを促す

ことを狙いとしていた。戦略マップ上に描かれる財務の視点の戦略目標は、その取り組み

によって最終的に達成すべき長期的な利益目標にほかならない。 

バランスト・スコアカード上に示される個々の視点における戦略目標およびそれを業績

評価するための KPI と、戦略マップ上に示されるそれらの時間的な位相のずれは、戦略実

行をマネジメントするうえで注意が必要である。これら四つの視点間に因果関係が成立す

るのであれば、結果が原因に先立って表出することはありえないのであるから、時間的フ

レームワークを念頭に置いて順序立てた個々の視点における戦略目標達成のタイミングを

具体化しなければならない。 

また財務の視点の戦略目標として ROI が用いられることが多いが、この点に関して戦略

マップ上の長期的な ROI とバランスト・スコアカード上の短期的な ROI との関係や整合性

について検討すべき余地があるように思われる。 

また戦略マップでは戦略目標を達成する道筋が収益増大戦略と生産性向上戦略に大別さ

れ、それぞれが明示されることとなった。Kaplan＆Norton は次のように述べた。「戦略を

記述する最初のポイントは、原価低減や生産性向上という短期の財務目標と、収益増大と

いう長期の財務目標のバランスをとり、それを明確に伝えることである」18。「戦略の財務

の視点の構成要素には長期（収益の増大）および短期（生産性の向上）という二つの側面

がなくてはならない。これらの二つの要因を同時的に均衡させることは、戦略マップの他
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の視点を体系づけるフレームワークである」19。すなわち四つの視点（あるいは利害関係者）

間の関係が因果関係と再整理されるに伴い、対立関係は、利害関係者間の対立から、個々

の利害関係者内部の同時に満たすべき対立する諸要求、という関係に変化している。 

以上のようにバランスト・スコアカードは当初、財務・会計偏重型の業績管理がもたら

す諸問題を解決するべく、トップ・マネジメントが事業を迅速かつ総合的な視点から見る

ことができるツールとして考案された。その視点として Kaplan＆Norton が抽出したのが

「財務」「顧客」「内部プロセス」「学習と成長」である。その後の調査により、バランスト・

スコアカードは単なる業績評価指標の寄せ集めではなく、個々の視点間に将来業績を左右

する要因を示す指標と認められ、これらをビジョン・戦略と連携させ、積極的に管理する

ことにより、現在と将来の業績管理を行うことが可能とされた。この機能はさらに拡張さ

れ、数多くのインタンジブルズを含む個々の視点における戦略目標を因果関係で結ぶこと

により、戦略実現に向けた道筋を示す戦略マップとして体系化されるに至っている。  
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第 9 章 注 

                                                   
1 森沢、宮田、黒崎[2005] p.5。 
2 KPI（Key Performance Indicators）とは、組織の目標達成の度合いを定義する補助とな

る計量基準群のことである。 
3 Kaplan＆Norton[1992] p.71. 
4 Kaplan[1994] p.256. 
5 Kaplan[1994] p.256. 
6 Kaplan[1994] p.256. 
7 Kaplan＆Norton[1992] p.71. 
8 Kaplan＆Norton[1996b] p.75. 
9 Kaplan＆Norton[1996b] pp.75-76. 
10 Kaplan＆Norton[1996b] p.77. 
11 Kaplan＆Norton[2004a, 2004b] 
12 Kaplan＆Norton[2006a, 2006b] 
13 Kaplan＆Norton[2008a, 2008b, 2010] 
14 古田[1993] 
15 Kaplan＆Norton[1996b]  
16 Kaplan＆Norton[2004a] 
17 Kaplan＆Norton[2004a] 
18 Kaplan＆Norton[2004b] p.68. 
19 Kaplan＆Norton[2004b] p.70. 
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第 10 章 国際財務報告基準の進展とインタンジブルズの

管理 

 

 本章では、IFRS（International Financial Reporting Standards: 国際財務報告基準）

におけるインタンジブルズの取り扱いについて検討する。 

 

1． IFRSの導入 

 

 現在、100 以上の国が IFRS 導入を表明している。しかし、実際には各国に事業、税制、

監査および規制の面で相違しているし、各国が国益を優先していることなどにより、各国

の IFRS 導入の程度や方法は一様ではない。IFRS 採用といってもその内容は不明確で、

IFRS採用の意味を検討する必要がある。 

 日本において、IFRS 導入の進展について、2007 年に「東京合意」が行われた。それ以

降、日本の会計基準と IFRSとの収斂が確実に進んできている。また、2009年 6 月に企業

会計審議会が「日本における国際会計基準の取扱いに関する意見書（中間報告）」を公表し

た。ここで企業会計審議会は、日本企業が 2010 年 3 月期から IFRS の任意適用を開始し、

2012 年をめどに上場会社の連結財務諸表に強制適用するかどうかを判断することを明記し

ている。 

 「中間報告」公表以降の日本の主な IFRS導入の進展は図表１のように示すことができる。

「中間報告」公表後、IFRS導入に関する論点を整理し、2012年 7月に「国際会計基準（IFRS）

への対応のあり方についてのこれまでの議論（中間的論点整理）」を公表した。このように、

IFRSの適用のあり方について適切な対応をするため、企業会計審議会などが積極的に議論

を行っている。なお、各国における IFRS導入の進展については、図表 2を参照されたい。 
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図表１ 日本の主な IFRS導入の進展 

 

機関 公表日 声明 概要 

 

 

 

企業会計

審議会 

2009年 6

月 

「日本における国際会計基準

の取扱いに関する意見書（中間

報告）」 

・任意適用開始（2010年 3月期）。 

・2012年をめどに連結財務諸表に強制適用開

始の判断。 

2011年 8

月 

「今後の議論・検討の進め方

（案）」 

・主要な 11項目の検討事項の明示。 

 日本に会計基準・開示制度全体のあり方 

 原則主義のもたらす影響など 

2012年 7

月 

「国際会計基準（IFRS）への

対応のあり方についてのこれ

までの議論（中間的論点整理）」 

・7項目の中間的論点の明示。 

 会計基準の国際的調和 

 国際会計基準の適用など 

金融担当

大臣 

2011年 6

月 

「IFRS適用に関する検討につ

いて」 

・強制適用の判断の再検討、適用時期延期の

可能性などの提案。 

出典：鷲津[2013] p.502。 
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図表 2 各国 IFRS導入の進展 

国際的な会計基準に向けて前進

G20：G20 メンバーの3/4がIFRSの使用

を要求している。

各国の会計通則（GAAP)からIFRSに切り替える。

IASBがテクニカルプロジェクトの

最初のプログラムを発表する。

IFRS財団設立。評議員会長にポール ボルカー、

IASB会長にデイビッド ツイーディー卿が任命される。

ヨーロッパ：欧州連合は2005年からのIFRS適用に

合意する。

IASBが最初の基準IFRS1を発表し、

会議のウェブ放送を開始する。

オーストラリア、香港、ニュージーランド、

南アフリカ：2005年からのIFRS適用に合意する。

米国：IASBおよびFASBは、それぞれの基準を向上

させ、コンバージェンスをもたらす共同プログラムに

合意する。

評議員による最初の構造レビューが終了。

評議員メンバーを増員し、

デュープロセスの強化を図る。

IASBが2005年におけるIFRS適用のための

安定性の高いプラットフォームを完成させる。 へのコンバージェンスに同意する。

日本：IASBおよびASBJがIFRSと日本のGAAP

米国：SECでは外国企業の報告におけるIFRS使用

を容認し、米国企業での適用に取り組む。

ブラジル、カナダ、チリ、イスラエル、韓国：IFRS

適用に向けたスケジュールを設定。100以上の国で

IFRSの使用が要求または容認されている。

中国：実質的にIFRS都一致する会計基準を適用し

ており、将来的に完全なコンバージェンスを目指す。

米国：IASBとFASBが覚書でコンバージェンスプログ

ラムの加速化に合意する。

ヨーロッパ：25ヵ国にある約7000の企業が同時に

IASBが中小規模企業向けIFRSを発表する。

G20：リーダーがIASBの業務をサポート。国際的に

推奨だれる基準に向けて迅速な動きが要求される。

日本：IFRS指針を承認し、IFRSの自主適用を容認す

る。

IASBおよびFASBはFinancial Crisis Advisory Group

(金融危機に対するアドバイザリーグループ）を発足

し、危機に対する共同対応を指導する。

マレーシアおよびメキシコ：IFRS適用予定を発表

する。

評議員はモニタリングボードの

ガバナンスレビューと並行して、

戦略のレビューを開始、IASBは

投資家専用連絡ブログラムを開始。

より明確な公的な説明責任を提供する

IFRS財団モニタリングボードがは発足。

評議員による構造レビュー第1部が終了。

IASBメンバーを16名に増員し、IASBアジェンダにおけ

る3年1度の公開コンサルテーションの導入を発表。

進化するIFRS財団

中小規模企業向けIFRS：約80の管轄区域で中小

規模企業向けIFRSを適用、または適用予定を発表。

ロシア：2012年からIFRSを適用

IASBが初回の3年に1度のアジェンダ協議を行い、

モニタリングボードと評議員が共同でガバナンス

および戦略レビューの結果を公表する。

評議員がIASB新興経済国グループを設立する。

IASBの議長にハンスふーがーホースト、

副議長にイアンマッキントッシュが任命される。

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 

出典：日本公認会計士協会ホームページ（http://www.hp.jicpa.or.jp/）を参照。 
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(1)IFRS導入の目的 

米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission；SEC）をはじめ、多くの

規制者は、統一的方法が比較可能性を促すと考えてきた。国際会計基準審議会（IASB）も

またこの考え方に基づき高品質な一組の IASB が公表した IFRS の導入を促進してきた。

IASBが公表した IFRSの導入を促す目的を、会計の基本的目的に立ち戻って確認しておく

必要がある。会計の基本目的は、企業の情報利用者が経済的意思決定をするために有用な

情報を提供することである。IFRS導入に関する情報利用者の主なニーズは、証券市場が今

日一体化しているという前提から、比較可能な各国の財務情報を入手し、情報リスクを減

らし、それによって、投資者あるいは企業の資本コストを減らすことである。そのため、IASB

は高品質の一組の基準を作成し、各国が公表した IFRSを採用することを目指している。 

(2)IFRS導入の方法 

IASB は IFRS を各国に強制する権威をもたない。これは米国財務会計基準審議会

（Financial Accounting Standards Board: FASB）を含め、大多数の基準設定者も同様で

ある。そのため、IFRSは異なる形で各国に受け入れられる可能性がある。 

各国の IFRS導入は二つに大別される。ひとつはコンバージェンス（Convergence；収束、

収斂）であり、もうひとつはアドプション（Adoption；採用、導入）である。以下におい

て、米国と日本のコンバージェンスからアドプションへの対応を検討してみたい。 

コンバージェンスとは、会計については IFRSを採用するのではなく、自国基準を IFRS

に歩み寄らせることを意味する、コンバージェンスを実施している国はルール主義の会計

基準を採用する米国と日本である。アドプションとは、会計についてはコンバージェンス

で両国の会計基準の差異を解消するのではなく、米国や日本が自国の基準を捨てて IFRSを

自国の会計基準として導入するということを意味する。特に近年の、エンロン事件により

米国監査法人の政治力が弱まり、一方で EU を始め中国など新興国、カナダ、オーストラ

リアなど世界中 100 ヵ国以上が IFRS を導入する流れの中で、米国や日本の対応はコンバ

ージェンスからアドプションに変わってきていた。 

米国が IFRS に対するコンバージェンスは以下のようにまとめられる1。米国は第二次世

界大戦から 20世紀後半まで、世界中で最も多くの資金を集めて配分し、最も利用され信頼

される会計基準を作り上げていた。しかし、エンロン事件によってその信頼は崩れ、対策

としての厳格な SOX法は企業の法令順守費用を増大させた。また、原則主義の IFRSを採

用する欧州・豪州や新興国の市場規模拡大の波も無視できなくなり、中長期的に米国会計
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基準（USGAAP）と IFRSの相違を少なくし、両者歩み寄りのコンバージェンスを行う「ノ

ーウォーク合意」が 2002 年 9 月になされ、それに基づいて同年 10 月に覚書 MOU

（Memorandum of Understanding）が交わされた。その内容は、両審議会が国際市場で両

立する会計基準の開発に向けて最善の努力をすることと、それを維持するための調整に最

善の努力をすることである。これ以降、両者の差異解消と今後の会計基準の開発について

の共同プロジェクトが続けられている。2006 年 2 月には 2002 年のノーウォーク合意の内

容を再確認する MOU が交わされた。ここで、IFRS に基づく財務諸表を SEC に提出する

会社に要求される米国会計基準への調整方式を排除してゆくことを確認している。この方

向によって、IFRSへ変換なしでの米国基準およびカナダ基準と日本基準の財務諸表を欧州

域内で認める期間が 2008 年末まで延長された。そして、2007 年 11 月に SEC は、米国で

上場する外国企業に対し、IFRSに沿った決算書など財務諸表の提出を認めることを正式に

決定した。企業は米欧間の基準の違いに対応する手間がなくなり、上場に伴う負担を減ら

せるようになった。ここにきて米国はコンバージェンスからアドプションへと対応が大き

く変化したと言える。 

また、日本が IFRS に対するコンバージェンスを検討してみよう。2005年 3 月、日本に

おいても、企業会計基準委員会（Accounting Standards Board of Japan: ASBJ）と IASB

の間で、両者会計基準の差異縮小のための共同プロジェクトの第 1 回会議で第 1 フェーズ

の公表がなされていた。後の 2006年の第 3回会議では、取り掛かりやすいものから逐次取

り上げる「フェーズドアプローチ」から、差異のあるすべての会計基準について取り組み

を明示する「全体像アプローチ」へ、プロジェクトの進行方法が移行した。プロジェクト

では、草案作成、公表、コメント募集、修正を経て基準書は作成され、膨大な作業と時間

を要した。現在では改善されてきているとは言え、日本のコンバージェンスはスピード感

があるとは決して言えない状況である。ここで IASB と ASBJ は 2007年 8月に、2006 年

10 月に公表された「プロジェクト計画表」の中にある短期コンバージェンス・プロジェク

トを 2008年までに完了することと、他の差異については 2011年 6 月末までのコンバージ

ェンス完了を目指すことで合意した。これを「東京合意」といい、作業が始まっていたが、

2007年 11月に SECが米国外の企業に対して IFRSでの決算書作成を容認することを決定

して以来、日本の対応も米国同様にコンバージェンスからアドプションに傾きかけている。 

さらに、米国と日本にアドプションを検討してみよう。 

米国のアドプションは、2002 年のノーウォーク合意以来、FASB と IASB は共同プロジ
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ェクトによるコンバージェンスを続けてきたが、2007年 11月に SECは、外国登録企業に

義務づけていた IFRSと米国基準（US-GAAP）との差異の調整表作成義務を終了すると発

表し、流れはアドプションへと変わっている。IASBにより発行された IFRSを適用した会

社は米国基準への調整なしに報告できるようになった。そして、2008年 8月には米国の上

場企業にも IFRSの採用を認め、発行済み株式の時価総額に応じて 2014年に大企業、2015

年に中規模の企業、2016年に小企業と、順次導入を終える計画である。また、2011年には

採用を義務化するかどうかの最終判断をするとしていた。今後は FASBが IASBに参加し、

IFRSに対して米国の利益を代弁してゆくと考えられる。 

米国ではここ数年、海外企業による米国内での資金調達が減少し、米国企業によるＭ＆

Ａシェアも低下基調になっていた。多国籍企業において米国企業と外国企業が統合したと

き、それぞれの会計基準が異なることは経営判断やシステム運営のうえでマイナス要因と

なっていた。 

日本のアドプションは、2005年から ASBJと IASBによってコンバージェンスの共同プ

ロジェクトが行われていた。しかし、2008 年米国が IFRS を自国企業に採用する方針を表

明して以来、経済界、会計士業界の声もあり、日本でもコンバージェンスではなく、アド

プションの検討が本格的に始まった。のれんの償却などの日本独自の基準の修正が検討さ

れていた。 

一方で、ASBJの継続的なコンバージェンスの努力により、欧州委員会は 2008年に日本

基準は IFRS と同等という評価を下した。すなわち、2009 年以降 2011 年末まで、日本基

準の連結財務諸表をそのまま欧州域内で使用することが認められた。これにより、IFRS使

用を強制される 2009年問題は解消されたが、やはりアドプションを必要とする声は依然と

した。そこで 2009年 1月、金融庁は 2009年度から希望する企業に IFRS の適用を認める

方針を固めた。また、上場企業に義務づけるかどうかは 2012年をメドに最終判断するとし

た。今後は IASBでの日本の発言力を高め、IFRS作成への影響力を拡大させることが必要

であると考えられる。 

(3)IFRS導入のかかわる先行研究 

 IFRSの導入にかかわる法的問題点に焦点をあてた研究は、国内法との関係を指摘するも

のが多く見られる。坂本教授は上場企業の個別財務諸表と非上場企業には J-GAAP を適用

するため配当および課税に関する問題が懸念されると指摘する2。IFRS は、配当規制や課

税所得計算といった局面については全く考慮することなく開発されており、個別財務諸表
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を IFRS で作成した場合には会社法や税法への影響は必至との意見である3。また島田教授

も配当や課税目的には個別財務諸表が使用されている状況の鑑み個別財務諸表の会計基準

の IFRSとのコンバージェンスについては、無条件に促進するという考えには消極的である

と述べている4。このように、会計技術面から離れて、税法や会社法など国内法との関係を

重視する立場にあっては、IFRSの導入には慎重論がほとんどである。内外の投資家は当然

に配当に着目するであろうから、未だ個別財務諸表を中心に配当額が決定されている。連

結財務諸表に IFRSが導入されることが、真に海外の投資家に有用な情報を提供しうるかは

疑問が残される。 

 また、猪熊准教授は、コンバージェンスが配当可能利益の計算にどのような影響を与え

うるのかを検討し、例えば、資産価格の変動が利益として認識された場合には、そのよう

な利益を配当することについて問題点を指摘する5。これは、IFRS では資産評価に関して

は、状況によって公表価値による再評価が認められることから、未実現の資産の増加分に

ついても、配当が可能となる可能性を懸念しての見解である。現在の日本においては、有

形固定資産を全て公正価値で評価替えすることは認められていない。日本では、残余財産

に対する請求権の伴わない新株予約権についても、負債ではなく資本（純資産）に区分さ

れており配当額に影響を及ぼす純資産の構成要素については、現状の会計基準においても

さまざまな問題をはらんでいる。 

 また、会計的側面から研究としては、菊谷教授が、IFRSにおける有形固定資産の会計手

続きを詳細に分析したうえで、IFRSには選択適用できる複数の会計方針があり、しかし日

本には一方の会計処理しかない場合の問題点と今後対応の必要性を指摘している。さらに、

日本には再評価モデルをひとつの評価基準として選択できる会計環境を整備しなければな

らない時期に入ったと結論づけている6。 

 

2．IFRSにおけるインタンジブルズに関する規定 

 

 IFRSにおいてインタンジブルズについて直接取り扱っているには IAS第 38号「無形資

産（Intangible Assets）」である。そこで、以下においては、IAS 第 38 号の期待のうちイ

ンタンジブルズの管理に関連しそうなものについて検討を加えてみたい。 

(1)定義 

 IAS第 38号では、資産を「過去の事象の結果として企業が支配し、かつ将来の経済的便
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益が企業への流入することが期待される資源」7と定義されている。無形資産を、「物質的実

体のない識別可能な非貨幣性資産」8と定義されている。IAS第 38号において、無形資産に

不可欠な特徴は、企業が支配し、企業に将来の経済的便益をもたらすことにあり、物質的

実体を伴わず、識別可能な性質であると考えられている。さらに、「企業がこのような特徴

を備えた資産項目を保有する目的は、そのような項目を無形資産として分類すこととは関

連性がないことから、このような項目はすべて IAS 第 38 号の適用対象とすべき」9と考え

られている。無形資産として認識する三つの要件は、認識可能性、支配および将来の経済

的便益の三つである。 

①認識可能性 

無形資産は、のれんと区別できるように認識可能である。IFRS 第 3 号「企業結合

（Business Combinations）」では、のれんを「企業結合で取得した、他の資産からん生じ

る将来の経済的便益を表す資産で、個別に認識されず、独立した認識されないもの」10と定

義している。また、IASBは、企業結合で取得された無形資産が、これをのれんと区別して

認識することを求める現行の規定があるにもかかわらず、多くの場合、のれんとして認識

される金額に含まれてしまっている傾向があることに注目し11、企業結合で生じるのれんか

ら無形資産を区別するための明確な判断規準が示されるべきであり、このために、識別可

能性の考え方がより明らかにされなければならないと考えた12。IAS 第 38 号によると、無

形資産は以下のいずれの場合に識別可能性規準を満たす13。 

(a)分離可能であること、企業から分離または分割でき、かつ企業にそうする意図がある

かどうかに関係なく、個別にまたは関連する契約や識別可能な資産または負債と一体

として、売却、譲渡、ライセンス、賃借または交換できること 

(b)それらの権利が譲渡可能、または企業もしくは他の権利および義務から分離可能であ

るかいなかにかかわらず、契約またはその他の法的権利に起因するものであること 

②支配 

支配は、資源から生じる将来的便益を獲得する力を有し、かつそれらの便益を他者が利

用することを制限できる能力と定義されている14。支配は、通常、法的権利から生じる。法

的権利がない場合、支配の立証は困難、企業は他の方法で将来の経済的便益を支配できる

可能性があるため、権利の法的強制力は支配のための必要条件ではないこと15。例えば、著

作権、取引制限契約または従業員の守秘義務などが市場や技術に関する知識から生じる経

済的便益を保護してくれる16。 
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また、IAS第 38号においては、集合的な人的資源（例えば、熟練して職員のチームまた

は特定の経営管理者もしくは有能な技術者）やこれらを対象とした訓練から生じる将来の

経済的便益に対する企業の支配だけでは、無形資産の定義を満たすと考えるには十分では

ないとされている17。 

③将来の経済的便益 

将来の経済的便益には、製品またはサービスの将来の売上収益のみならず、企業が当該

資産を使用することによってもたらされる費用の節減またはその他の利益も含まれる。例

えば、製造工程における知的財産の使用は、将来の収益の増加よりもむしろ将来の製造原

価の減少をもたらす可能性がある18。 

(2)適用範囲 

 IAS第 38号の目的は、他の基準書で別途取り扱っていない無形資産に関する会計処理を

定めることである19。IAS第 38号は下記事項の会計処理には適用されない20。 

 (a)他の基準書の適用対象となる無形資産 

(b)IAS第 32号「金融商品（Financial Instruments）」で定義されている金融資産 

(c)IFRS第 6号「鉱物資源の探査及び評価（Exploration for and Evaluation of Mineral 

Resources）」の適用対象となる探査および評価資産の認識および測定 

(d)鉱物、石油、天然ガスおよび類似する天然資源の開発および採掘のための支出 

IAS第 38号は、「採掘産業または保険者が使用するその他の無形資産（コンピューター、

ソフトウェアなど）およびこれらのものによるその他の支出（スタートアップコストなど）

には適用される21。また、IAS 第 38 号は、広告、教育・訓練、スタートアップ、研究およ

び開発活動に関する支出に対して同基準書が適用されることが明確にされている22。 

(3)認識 

 IAS 第 38 号において、無形資産の認識は、「無形資産を取得または内部で創出するため

に当初生じた原価およびその後の追加、取り替えまたはサービスのために生じた原価」に

適用される一般的な認識原則に基づいている23。無形資産の定義を満たす項目は、「(a)資産

に起因する、期待される将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高い、(b)資産の取得

原価を、信頼性をもって測定することができる」24を満たす場合のみ認識する。 

 企業は、期待される将来の経済的便益の発生可能性を判断するためにあたり、資産の耐

用年数にわたって存在するである一連の経済状況に関する経営者の最善の見積りを表す合

理的で支持しうる前提と基礎しなければならない25。上記の判断を行う際、企業は資産の当
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初認識時点において入手可能な証拠に基づき、外部証拠により重点を置きつつ、将来の経

済的便益の流入の確実性の程度を評価しなければならない26。 

(4)測定 

 当初認識時点では、無形資産を取得原価では測定しなければならない27。IAS 第 38 号で

は、取得原価は「資産の取得時または生成時において、当該資産取得のために支出した現

金もしくは現金同等物の金額、またはそのたの引き渡した対価の公正価値、あるいは当該

する場合には、特定の IFRSの定めに従って当初認識された資産に帰属する金額」28と定義

されている。 

 

3．インタンジブルズの管理 

 

IFRSにおけるインタンジブルズの管理を明らかにするために、耐用年数が確定できる無

形資産あるいは耐用年数が確定できない無形資産の償却および減損、開示について検討し

たい。 

 (1)耐用年数 

IAS第 38号は、無形資産の耐用年数を以下のいずれかであると定義している29。 

(a)資産が企業によって利用可能であると予想される期間 

(b)企業がその資産から得られる予測される生産高またはこれに類似する単位数のいずれ

をいう 

IAS 第 38 号は、「企業は無形資産の耐用年数が確定できるかまたは確定できないかを判

断することになる。無形資産の耐用年数が確定できると判断し多場合には、その耐用年数

または耐用年数の決定要因となる生産高あるいはそれに類似する単位数を見積もる。関連

するすべての要因の分析に基づいて、無形資産が企業に対して正味のキャッシュ・イン・

フローをもたらすと期待される期間について予見可能な限度がない場合」、当該無形資産の

耐用年数は確定できないものと見なされなければならない30。 

契約その他の法的権利から生じる無形資産の耐用年数は、契約その他の法的権利に基づ

く期間を超えてはならないが、企業がその資産の使用を予定する期間によっては、より短

くしてもよい。契約その他の法的権利が、更新可能である限定された期間にわたって移転

される場合には、多額の費用をかけなくても更新できされることを裏づける証拠がある場

合に限り、無形資産の耐用年数に更新期間を含めなければならない31。 
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①耐用年数を確定できる無形資産 

耐用年数を確定できる無形資産の償却可能額は、当該資産の耐用年数にわたり規則的に

配分されなければならない。償却可能額とは、資産の取得原価、または取得原価に代わる

財務諸表上の評価額から残存価額を控除した価額をいう32。償却は、当該資産が使用可能と

なった時点、例えば当該資産が経営者に意図する方法により操業可能となるよう必要な場

合および条件に置かれたとき開始しなければならない。したがって、企業が資産を実際に

は使用していない場合でも、それが使用できる状態になっている限り、償却を行わなけれ

ばならない。 

耐用年数を確定できる無形資産の償却期間および償却方法は、少なくとも各会計年度末

において見直さなければならない。見積耐用年数を変更した場合は、償却期間もそれに合

わせて変更する。無形資産から生じる将来の経済的便益の消費の予測パターンが変化した

場合、償却方法のこのパターンの変更を反映しなければならない33。IAS 第 38 号はこの例

として「定率法が定額法より適切であることが明らかになった場合、当該ライセンスが含

まれる事業計画の実現が先送りとなることにより、ライセンスに表象される権利の利用が

延期される場合、資産から生じる将来の経済的便益を受領する時期も遅くなる」34を挙げて

いる。 

無形資産の残存価額とは、当該資産の耐用年数が終了する時点で予想される当該資産の

状態において、企業が当該資産を処分することにより現時点で獲得すると予想される見積

金額（処分費用の見積額を控除後）である35。耐用年数が有限の無形資産の残存価額は、次

のいずれかに該当する場合を除き、ゼロと推定しなければならない36。 

(a)当該資産の耐用年数が経過した時点において、当該資産を第三者が購入する確約され

ている場合 

(b)当該資産に活発な市場が存在し、かつ 

(ⅰ)その市場を参照することにより残存価額を決定可能であり、かつ 

(ⅱ)資産の耐用年数が終了する時点でも、そのような市場が存在する可能性が高い場合 

②耐用年数を確定できない無形資産 

IAS 第 38 号は耐用年数を確定できない無形資産は償却しない37。その代わりに、IAS 第

36号「資産の減損（Impairment of Assets）」に基づき、当該資産の帳簿価額と回収可能価

額とを比較することにより、以下の時期に減損テストを行う必要がある38。 

(a) 毎年度末；および、 
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(b) 当該無形資産に減損の兆候がある場合はその都度 

すなわち、耐用年数を確定できない無形資産について、減損の兆候に有無にかかわらず、

年度ごとに減損の判定を行わなければならない。企業は年度末において、無形資産の耐用

年数を確定できないものと分類した決定を見直し、その正当性を立証しなければならない39。

無形資産の耐用年数を確定できないことから確定できるものであると再評価することは、

当該資産の減損の兆候となる40。 

(2)減損 

減損損失とは、資産の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合のその差額をいう41。 

IAS第 38号は、未だ使用可能にならない無形資産の回収可能価額については、資産の減

損の兆候が存在しない場合でも、少なくとも毎会計期間末に見積もることとしている、こ

の要件を IAS第 36号「資産の減損」に移動した。 

IAS第 36号号は減損の兆候が存在するかどうかの評価を行うことと、減損の判定を実際

に行うことについて、重要な線引きを行っている。IAS第 36号は減損の判定がいつ、どの

ような場合に行われるべきかについて、いかの二つの異なる一般規定を定めている。 

・耐用年数を確定できないすべての無形資産およびにのれん（IFRS第 3号の規定により

規則的に毎年償却されない）については、IAS第 36号に従い、毎年減損テストをなけ

ればならない。減損テストは報告年度のついての時点で実施してもよいが、毎年同時

期に実施しなければならない42。 

 さらに、未だ使用に供していない無形資産の帳簿価額についても、少なくとも年に一

度は減損テストを実施しなければならない。これは、IAS第 36号が説明しているとお

り、未使用の無形資産の本質的に（将来の経済的便益創出能力に関する不確実性が高

いためである43。 

・IAS第 36号の適用対象となるその他のすべての種類の資産については、企業は「減損

の兆候」が存在するかどうかを、各報告期間の末日において判断しなければならない。

そして、減損の兆候が存在する場合のみ、減損テストを実施しなければならない44。 

IAS第 36号によれば、耐用年数を確定できない無形資産を含むその他すべての資産につ

いて、企業は、各報告日において過年度に認識されて減損がもはや存在しないか、または

減少している可能性を示す兆候があるがどうかを評価しなければならない。このような兆

候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を再計算しなければならない45。 
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(3)開示  

IAS第 38号は、無形資産の種類ごとに一定の開示を行うことを求めている。無形資産の

種類ごとに、自己創設無形資産とその他の無形資産を区別し、以下の事項を開示しなけれ

ばなえない46。 

 (a)耐用年数が確定できないかまたは確定できるか、確定できる場合は、採用する耐用年

数または償却率 

(b)耐用年数を確定できる無形資産について採用する償却方法 

(c)期首および期末の、償却累計額控除前帳簿価額および償却累計額（減損損失累計額と

の合計） 

(d)無形資産の償却が含まれている、包括利益計算書の項目 

(e)以下の内訳を含む、期首および期末の帳簿価額の調整表 

(ⅰ)増加額。内部開発による増加額、個別取得による増加額、および企業結合での取得

による増加額をそれぞれ表示する。 

(ⅱ)IFRS 第 5 号「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業（Non-current 

Assets Held for Sale and Discontinued Operations）」に基づき、売却目的保有に

分類されたかまたは売却目的保有に分類された処分グループに含まれている資産

およびその他の処分の対象となった資産 

(ⅲ) IAS第 38号第 75，85および 86項に基づく再評価から生じた当期中の増加または

減少、および IAS第 36号に基づきその他包括利益に認識または戻し入れた減損損

失（もしあれば）に伴う当期中の増加または減少 

(ⅳ)IAS第 36号に基づき当期の純損失に認識された減損損失（もしあれば） 

(ⅴ) IAS第 36号に基づき当期の純損失に戻し入れられた減損損失（もしあれば） 

(ⅵ)当期中に認識された償却額 

(ⅶ)財務諸表の表示通貨への換算から生じた正味為替差額、および在外営業活動体の財

務諸表について、報告企業の表示通貨への換算から生じた正味為替差額 

(ⅷ)当期中の帳簿価額のその他の変動 

 上述したように、IFRSにおけるインタンジブルズの管理は耐用年数の確定できるかどう

かの判断、償却、減損および開示の三つがインタンジブルズの管理手法と考える。  
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第 10章 注 

                                                   
1 IFRS セミナー情報（無料セミナー）http://ifrs-seminar.cocolog-nifty.com/blog/に参照さ

れたい。 
2 坂本[2009] 
3 坂本[2009] 
4 島田[2009] 
5 猪熊[2009] 
6 菊谷[2007] 
7 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
8 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
9 IASB[2004]IAS第 38号 para.BC5. 
10 IASB[2008]IFRS第 3号  
11 IASB[2004]IAS第 38号 para.BC7. 
12 IASB[2004]IAS第 38号 para.BC8. 
13 IASB[2004]IAS第 38号 para.12. 
14 IASB[2004]IAS第 38号 para.13. 
15 IASB[2004]IAS第 38号 para.13. 
16 IASB[2004]IAS第 38号 para.14.  
17 IASB[2004]IAS第 38号 para.15. 
18 IASB[2004]IAS第 38号 para.17. 
19 IASB[2004]IAS第 38号 para.1. 
20 IASB[2004]IAS第 38号 para.2. 
21 IASB[2004]IAS第 38号 para.7. 
22 IASB[2004]IAS第 38号 para.5.  
23 IASB[2004]IAS第 38号 para.18. 
24 IASB[2004]IAS第 38号 para.21. 
25 IASB[2004]IAS第 38号 para.22. 
26 IASB[2004]IAS第 38号 para.23. 
27 IASB[2004]IAS第 38号 para.24. 
28 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
29 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
30 IASB[2004]IAS第 38号 para.88. 
31 IASB[2004]IAS第 38号 para.94. 
32 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
33 IASB[2004]IAS第 38号 para.104. 
34 IASB[2004]IAS第 38号 para.106. 
35 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
36 IASB[2004]IAS第 38号 para.100. 
37 IASB[2004]IAS第 38号 para.107. 
38 IASB[2004]IAS第 38号 para.108. 
39 IASB[2004]IAS第 38号 para.109. 
40 IASB[2004]IAS第 38号 para.110. 
41 IASB[2004]IAS第 38号 para.8. 
42 IASB[2004]IAS第 36号 para.10. 
43 IASB[2004]IAS第 36号 para.11. 
44 IASB[2004]IAS第 36号 para.8-9. 
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45 IASB[2004]IAS第 36号 para.110. 
46 IASB[2004]IAS第 38号 para.118. 
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結びに代えて 

 

現代の会計理論と会計制度が直面している最も重要な課題のひとつがインタンジブルズ

をめぐる諸問題である。会計学分野のみならず、経営学分野や、経済学分野においてもイ

ンタンジブルズへの関心が高まりつつあり、今やそれは世界的な潮流となっている。前述

したように、例えば米国ではブルッキングス研究所を中心に、「見えざる富（Unseen 

Wealth）」としてのインタンジブルズを多面的に研究するプロジェクトが1997年から開始

されている。 

1980 年代以降、インタンジブルズが問題の重要性が急速に高まっていった経済要因は二

つ挙げられる。第一に、インタンジブルズが企業価値の決定因子として浮かび上がってき

た。例えば、米国のブルッキングス研究所の研究成果によれば、1978年には企業価値の 80％

は有形資産と残りの 20％のインタンジブルズと関係していたが、1988 年には有形資産の

45％、インタンジブルズ 55％となり、そして 1988 年には、有形資産で説明される企業価

値のウェートはわずか 30％で、インタンジブルズが 70％を占めるに至っている。現代はイ

ンタンジブルズが企業価値を大きく決定している時代なのである。第二に、最近のインタ

ーネットに代表される新たな情報技術（IT）の発展である。IT を基礎としたインターネッ

トや通信技術の革新により企業の経営環境は一変した。しかし、経済のネットワーク化が

進むと、情報を軸とした水平統合がさまざまな資源の組み合わせを容易にさせ、その結果、

従来型の有形資産への投資による企業の大規模化では貸借対照表が肥大化し、巨額な資金

調達によって資本コストが増大するという結果を招くようになる。そこで、競争力の源泉

が有形資産から、情報を梃子としてインタンジブルズに移行しつつあるのである。これら

二つの要因が企業の構造に劇的変化をもたらし、インタンジブルズにバリュー・ドライバ

ーの役割を与えていると考えられる。 

こうして変化を背景にして、米国、欧州、日本、アジア、豪州などにおいて、20世紀半

ばから21世紀にかけて、インタンジブルズをめぐる研究プロジェクトが立ち上げられた。

企業や産業がインタンジブルズを戦略的に蓄積するための基盤をいかに構築し、インタン

ジブルズをいかに開示情報に反映させるかというテーマがプロジェクトの主たる狙いであ

る。インタンジブルズの開示を促進することにより、インタンジブルズを戦略的に蓄積・

活用している企業が市場からより高い評価を得られる環境を整備することで、国や地域の

競争力を高めていこうという意識がその背景にある。 
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インタンジブルズ研究するプロジェクトは米国のみならず、欧州でも九つの大学・研究

所および六ヵ国（スペイン・フランス・フィンランド・ノルウェー・スウェーデン・デン

マーク）が協力し、MERITUM（MEasuRing Intangibles To Understand and improve 

innovation Management）プロジェクトが立ち上げられた。MERITUMプロジェクトでは

インタンジブルズの問題を①インタンジブルズの分類、②インタンジブルズの経営管理、

③インタンジブルズと資本市場および④インタンジブルズのディスクロージャーの四つの

カテゴリに分けて研究が進められた。 

さらに、2001年からは欧州七ヵ国八機関（英国、アイルランド、イタリア、オランダ、

スペイン、スウェーデン、デンマーク）の参加によるPRISM（Policy-making, Reporting and 

Measuring, Intangibles, Skills development, Management）プロジェクトが発足した。

PRISMプロジェクトでは、①新たなる企業理論の出現、②測定面での示唆、③ビジネス・

コミュニティーでの問題、④政策面での問題の四つの主要なテーマに基づき、インタンジ

ブルズに関連した研究を進めていた。またPRISMプロジェクトでは、MERITUMプロジェ

クトでこれまでインタンジブルズの価値測定ないしは開示に積極的に取り組んできたにも

かかわらず、それが必ずしも十分に企業実務へと浸透していない理由について、次の3点が

挙げられたと指摘している。 

①インタンジブルズやそれに関連した広範囲な業績尺度を含められるような概念フレー

ムワークの構築が不可欠である。 

②インタンジブルズに関連した測定開示モデルのガイドラインを実務上でどのように活

用すべきかという視点に欠けている。 

③インタンジブルズに関連したデータベースの構築が不可欠である。 

これらの指摘は日本にもそのまま当てはまるものであり、大きな課題となる。そこで、

本論文では制度上の認識、評価測定、開示という3点を今後の課題として検討してみたい。 

(1)制度上の認識 

1997年、英国会計基準において、FRS第10号「のれんとインタンジブルズ（Goodwill and 

Intangible Assets）」が公表された。また2001年、米国会計基準においては、SFAS第141

号「企業結合（Business Combinations）」およびSFAS 第142号「のれんとその他の無形

資産（Goodwill and Other Intangible Assets）」、ならびに国際会計基準IAS第38号「イン

タンジブルズ（Intangible Asset）」が公表された。世界各国では、インタンジブルズの定

義を明らかにした。 
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また、世界各国で公表されている概念フレームワークにおいては、資産の認識にあたっ

ては、①将来にキャッシュフローを獲得できる経済的便益をもつ、②特定のエンティティ

に支配されていること、③根拠となる取引や客観的事象の有無の三つの要件に満たすこと

が重視され、その要件を満たす資産を資産計上するとしている。 

これまでインタンジブルズが貸借対照表に記載されることはそれほど多くなかった。そ

の理由は、以下のようなインタンジブルズの特性にある。 

①将来の経済便益を生み出すかが不確実性であること 

②多重・同時利用可能であること 

③企業特殊性が高く市場が存在しないこと 

そのゆえに、上記の三つの要件を満たすかどうかを検証しにくい、またそうした検証を

行うための制度面での設計がされていなかったことがその原因である。 

 次に、インタンジブルズを制度会計上で認識するにあたって整理すべき課題をとして以

下の五つが挙げられる。 

 第一に、インタンジブルズの不確実性を会計処理上でいかに取り扱うかについて検討す

る必要がある。インタンジブルズは有形固定資産と同様、将来キャッシュフローを生み出

すに寄与する投資であるものの、それが生み出す将来便益が不確実性であることが、イン

タンジブルズが貸借対照表に記載されることの阻害要因となってきた。 

第二に、インタンジブルズの認識にあたって、客観性をいかに確保するかについて検討

する必要がある。 

第三に、インタンジブルズの概念そのものの精緻化とそれに基づく会計処理方法の検討

が求められる。 

第四に、会計基準策定にあたって発生するであろう政治的問題である。 

第五に、会社法・税法に与える影響の問題である。 

(2)評価測定 

 評価測定では、インタンジブルズに対する投資は将来業績や企業価値といかに結びつい

ているかについて、日本企業のインタンジブルズに関する投資の中で特に重要性が高いと

思われるのは研究開発投資の成果である。インタンジブルズを評価測定するとき、以下の

三つの問題が解き導き出される。 

①インタンジブルズと将来業績の関係 

インタンジブルズ対する投資が将来業績に結びついているかについて検討すべきである。
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欧米では研究開発投資、広告宣伝投資、組織資本に対する投資など実際に企業の将来業績

に結びついているかという実証研究が行われているものの、日本ではこうして試みがほと

んど実施されていない。 

②インタンジブルズ投資に対する株式市場の評価 

インタンジブルズに対する投資を株式市場がどのように評価しているかについて検討す

べきである。研究開発投資を通じてきちんと実績を残すことができる企業に対して、投資

家は研究開発投資が企業価値に結びつくというストーリーを信頼し、株式評価に反映させ

るだろう。 

③インタンジブルズの相互補完性 

インタンジブルズに対する投資が相互にどのような関係性・補完性があるのかについて

検討すべきである。インタンジブルズは無形の要素であり、また同時・多重利用可能であ

ることから、技術、特許権、人的資源、ブランドなどといったインタンジブルズがどのよ

うに相互に関連しあい、将来業績に結びついているのかを明らかにすることが困難である。 

 これまでインタンジブルズの観点から日本企業のインタンジブルズと将来業績、企業価

値との関連に関する実証分析は不十分である、会計基準策定、インタンジブルズ経営の実

践において証券市場参加者によるインタンジブルズの評価に有益な示唆を与えるためには、

より一層の実証分析の成果を蓄積する必要がある。 

(3)開示 

インタンジブルズの開示には、インタンジブルズに関する情報開示をいかに資本市場の

評価に結びつけていくかということに焦点を当てられる。インタンジブルズの開示に関し

て、先進的な事例は多く存在している。例えば、米国のインタンジブルズの開示は主に、

会計基準に基づいた定量的情報を制度開示の中で実施されている。欧州では、企業価値と

関連つけながら価値創造に重要なインタンジブルズを特定とともに、ストーリー性をもっ

て開示する傾向がある。 

日本においては、インタンジブルズの開示で採るべきアプローチとして、米国型および

欧州型の優れた点を併せ持ち、なおかつ日本型の優位点を取り入れた第三のアプローチを

示していく必要がある。インタンジブルズの開示については制度開示と自発的開示の二つ

がある。制度開示と自発的開示はそれぞれの利点と限界があり、どのようにバランスさせ

るべきかというについては、次のようにまとめられた。 

①制度開示 
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インタンジブルズを制度開示させることで、投資家はさまざまな企業に関するインタン

ジブルズ情報を同じ条件で入手することが可能となる。また制度開示で貸借対照表に記載

することを求める場合には、定量データによる比較可能性が高くなる、インタンジブルズ

の評価にあたって大きな効果を生み出すことが期待される。ただしインタンジブルズの制

度開示を進めるにあたってはいくつかの困難を伴う。 

第一に、インタンジブルズの開示に対して消極的な反応をするステークホルダーが少な

くない、それゆえに投資家が相当の便益を得ることが期待できでも、全体として積極的な

便益があることを示すことが困難である。 

第二に、インタンジブルズの多くが将来便益に結びつく不確実性が高く、その開示が企

業価値に結びつくかどうか検証できない場合が多いこともインタンジブルズ制度開示の壁

となっている。 

第三に、インタンジブルズそのものが生み出す便益と他の資産が生み出す便益を峻別す

ることが困難である。 

②自発的開示 

インタンジブルズの自発的開示については、次のようにまとめられる。インタンジブル

ズの自発的開示を通じて、投資家を中心とした情報利用者はより有用なインタンジブルズ

情報を獲得できる可能性がある。さらにインタンジブルズ固有の不確実性を可能な限り抑

えたインタンジブルズ情報の獲得が可能となる。インタンジブルズの自発的開示において、

十分な水準の開示が行われない可能性は次の二つにある。 

第一に、企業サイドがインタンジブルズの自発的開示に積極的ではない可能性が高いこ

とである。 

第二に、企業間でのインタンジブルズ情報の比較可能性が損なわれるというものである。 

第三に、インタンジブルズの開示情報の客観性の確保が困難になるというものである。 

制度開示と自発的開示のバランスをいかにとるべきかについては、次のように考えるこ

とができる。 

第一に、インタンジブルズの中で、各企業で共通して企業価値に結びつく可能性が高い

ものとそうではないものを区別していくことが必要となるだろう。どの企業でも一貫して

企業価値に結びつくタイプのインタンジブルズはむしろ制度開示で情報の比較可能性を担

保したほうがよい。一方で、当該企業固有で価値に結びつくインタンジブルズについては

むしろ自発的開示で、企業の価値創造ロードマップと一貫したかたちでの開示が不可欠と
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なる。 

第二に、他の資産と同時に利用しなければほとんど価値を生み出さないものと、それ独

自で価値を生み出すものを区別していくことも重要だろう。前者については、他の資産と

の関係も丁寧に説明しないことには企業価値に結びつくことを投資家に示すことが困難な

ことから、自発的開示が望ましいだろう。一方、当該資産のみで価値に結びつくのであれ

ば、制度開示で情報の比較可能性を担保したほうがよいだろう。 

第三に、インタンジブルズの資産性をどれほど客観的に裏づけることができるかという

観点で、インタンジブルズを区分することも重要であろう。客観的に裏づけることができ

れば、会計監査人や証券アナリストなどからの制度開示への同意も得やすいだろう。 

こうしたインタンジブルズの特性に応じた区分を実践するためには、インタンジブルズ

のデータベースの構築とそれが株式市場でどのように評価されているかという検証が不可

欠となる。そのためには、各社のインタンジブルズ自発的開示を促すとともに、どのよう

な情報の開示方法が企業価値に結びつきやすいのかという検証を進めていく必要がある。 

また管理会計的に見た場合、インタンジブルズのマネジメントには、有形固定資産のそ

れとは違ったいくつかの特徴が見られる。それらは、①他のインタンジブルズや有形資産

との結合、②戦略的な対応、③収益とコストの測定方法、④間接的な価値創造を持続的な

競争優位に結びつける戦略などにおいてである。 

第一に、知的なインタンジブルズは単独ではほとんど価値をもたず、他のインタンジブ

ルズや有形資産と結合してはじめて価値を創造する。例えば、島津製作所で田中耕一氏が

ノーベル賞を受賞するほどの高い研究成果を上げえたのは、本人の優れた能力はもちろん

のこと、卓越した同僚や先輩（人的資産）に恵まれたこと、貴重な情報（情報資産）を得

ることができたこと、および卓越した研究環境（組織資産）に恵まれたからである。これ

らのことは、管理会計におけるインタンジブルズ研究では、人的資源、情報および組織と

の関係で研究することの重要性を示唆している。 

第二に、価値創造は状況（競争、価格、組織、時代背景、資源の保有状況など）と戦略

によって決定される。武田薬品工業が2008年に、米バイオ・ベンチャーのミレニアム・フ

ァーマシューティカルズ（マサチューセッツ州）を約8,800億円の費用で買収したが、買収

後の武田薬品工業に企業価値をもたらすかは、状況と同社の戦略によって決まってくる。

このことは、管理会計からするインタンジブルズのマネジメントは、状況と戦略との関係

で検討することの必要性を示唆している。 
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第三に、価値創造が間接的である。つまり、努力が成果に直接的な影響を及ぼすことは

少ない。製造業では、製品を生産・販売すれば比較的早く利益が得られる。一方、知的な

インタンジブルズの創造では、研究開発活動において典型的に見られるように、研究開発

の努力が必ずしも直接的な開発成果をもたらすとはいえない。インタンジブルズとしての

教育・訓練への投資もまたすぐに成果が表れるわけではない。教育・研究投資の価値創造

のプロセスとして想定されるのは、①従業員の教育・訓練は製品やサービスの性能や品質

を向上させる、②製品やサービスの品質がよくなれば顧客のロイヤリティが高まる、③顧

客のロイヤリティが高まれば顧客が商品やサービスを購入してくれる、④売上高が高まれ

ば利益が増大するといった関係から成果が導かれるにすぎない。 

本論文では、管理会計におけるインタンジブルズの諸問題をテーマにして、その一番の

問題は測定の問題であることを示した。インタンジブルズとしてのコーポレート・レピュ

テーション、ブランド、顧客、人的資源などを測定するときには、現段階ではひとつの方

法で測定することができない。インタンジブルズのそれぞれの要素を測定する際に、いく

つの方法を使って測定するしかない。例えば、コーポレート・レピュテーションの測定す

るときには、第4章で論じたようにアンケート調査やレピュテーション指数（RQ）を用い

て測定する。また、ブランド価値を測定するときには、第5章で述べたようにブランド価値

をブランドによってもたされる経済的価値であると定義し、増分キャッシュフローを割り

引いた正味現在価値をブランド価値とする方法で行う。インタンジブルズとして顧客を測

定するときに用いる方法としては、顧客収益性分析やABC（活動基準原価計算）がある。

この二つの方法は典型的な管理会計の手法である。また、人的資源を測定する際には、バ

ランスト・スコアカードを使って測定することができるし、HRスコアカードを用いて測定

することもできる。バランスト・スコアカードは管理会計におけるインタンジブルズの価

値を測定する有用な手法であるが、すべての測定問題を解決できるわけではない。 

現代の日本企業ではインタンジブルズを的確にマネジメントすることが企業価値の増大

に大きく貢献するということを基本的な問題意識として、インタンジブルズをいかにマネ

ジメントするべきか、またマネジメントを行ううえでの枠組みとなる制度上の諸問題と昨

今の会計基準の動向について明らかにした。企業価値は、上場会社の場合、株式時価総額

と考えるのが一般的だが、本論文では企業価値を企業を取り囲む社会全体にとっての経済

的価値と考え、投資家の視点中心の株式時価総額だけではなく、インタンジブルズの価値

を重視した。こうした考え方に立って、日本企業がインタンジブルズを管理会計システム
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に組み入れることが今後大いに期待される。インタンジブルズを貸借対照表に記載し開示

するにあたっては、いくつかの重要な理論的問題や制度的課題が残されているが、企業が

行うディスクロージャーの充実と企業価値の適正な評価を確保するためにも、インタンジ

ブルズあるいは自己創設インタンジブルズの真実かつ公正な会計処理が重要となっている。

インタンジブルズ研究には一層の実証研究とインタンジブルズ開示のための制度化へ取り

組む努力が求められている。 
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