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研究成果の概要（和文）：第1に、日本企業における管理会計情報共有の実態を、郵送質問票調査、Web調査、およびア
ンケート調査により実証的に調査・分析した結果、管理会計情報共有の重要性が指摘され、伝統的財務報告の有用性に
関する批判が高まる中、管理会計情報の共有は実際にはどの程度進んでいるのか、客観的データを示し、明らかにした
。
第2に、インタビュー調査により、組織内および組織外における管理会計情報の共有が、企業を取り巻く各ステイクホ
ルダーに及ぼす影響を事例にもとづいて考察した結果、管理会計情報の共有と企業価値の創造間の間接的な因果関係は
、「組織文化」や「信頼」の概念を介在することで立証可能であることを指摘した。

研究成果の概要（英文）：There are two main aims of this study. The first one is to empirically consider
and grasp the level and situation of management accounting information sharing with stakeholders in
Japanese firms, by survey and interviews. The second aim is to reveal the influence of management
accounting information sharing on various stakeholders, not only investors, but also employees, by
interviewing to managers in several levels in Japanese firms.

研究分野： 管理会計
キーワード： 管理会計情報の共有

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１．研究開始当初の背景
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近年、国内外を問わず、企業の会計不祥事

値を生み出す要因に対していっそう焦点を
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このように、会計学研究において、非財務

財務諸表以外の財務情報や、非財務情報を財
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２．研究の目的
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本研究の目的は、管理会計情報の共有が企
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や IR 部門、経営企画部門の異なる職位の経
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もとづいて考察することである。本研究の目

問による従業員へのインタビュー調査や参
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与観察、および企業内部資料の収集・調査を

ルの提案）を達成するためには、管理会計情

行った。これらの調査結果に基づいて、筆者

報共有の実態を、多様なステイクホルダーの

独自の分析フレームワークの構築を目指し
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た。

者は考える。なぜなら、会計の「利害調整機
能」に鑑みれば、管理会計情報の共有が各ス

４．研究成果

テイクホルダーに及ぼす影響を考慮するこ

Web 上での調査や郵送質問票調査、インタ

となく、経営者が情報共有の是非を決定する

ビュー調査の結果、管理会計情報の公開は公

ことなど現実的ではないと考えられるから

開企業数や公開情報項目の点で拡充傾向に

である。

あることが明らかになった。従来の財務報告
の枠を超えて、
「部分情報」
（製品別売上情報、

３．研究の方法

利益の増減分析、セグメント別研究開発費な

第一の課題については、Web 上での調査お

ど）や「将来情報」（中長期経営計画、マク

よび郵送質問票調査を行った。Web 上での調

ロの前提、予想の前提など）の公開が浸透し

査では、各企業の HP 上の情報や、HP よりダ

てきている。過去の実績の説明に止まらず、
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要であるとの認識が企業に高まってきてい
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その一方で、情報公開における競合間「横
並び」の傾向が観察できた。単に外部からの

がもたらす従業員の士気高揚・知識創発
−京セラの事例−」
『産業経理』第 72 巻
第 2 号、pp.111‑123

要請に従い、受身的かつ消極的な姿勢で情報
公開に臨んでいる企業の存在が指摘されよ
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明治学院大学・経済学部・准教授

企業や、産業クラスター、六次産業化事業
体の事業体関係者（従業員）やコーディネー
ター、学識者に対するインタビュー調査から
は、組織内における管理会計情報共有が組織
構成員に与える影響が多少ではあるが明ら
かになった。
管理会計情報を共有することが企業−ス
テイクホルダー間で信頼関係を構築し、その
信頼がステイクホルダーの価値創造をもた
らすような行動を導き、企業の価値創造も導
く。管理会計情報の共有と企業業績の向上・
企業価値の創造間の間接的な因果関係は、
「組織文化」、そして「信頼」の概念を介在
することで立証可能であることが指摘でき
た。
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