
予算編成過程と呂棟計画法

内田安弘

1. 管理会計iこ役立つ数種計溜法の研究方向

ORの研究は今 13. ますますL広範にかつ高い水

準で推進されている.しかし，ぞれはこれまでの

ところ，工場の工程管理や資材・商品の在庫管理

など，システムを機械的に作動しうる分野では実

踏に使われて成功しているが，組織に主活ける人間

の行動を動機づける必婆があるような分野では，

ほとんど使用されていない.管理会計もそのよう

な入鵠行動が焦点となる分野である.

管環会計は捲層をなす綴織内部において，上位

の管獲ミきが下位の管理者の持動を方向づけること

にその本質がある[ 1 ].したがって，人間の個人

的欲議や，各部門のセクト主義など， ド口ドロと

した人間的要素を無視しては成り立たない.とこ

ろが，従来のORないし数獲計鱒法は，このよう

な要素を覆極的にとり入れていなかったので，管

理会計では現在のところほとんど稜期されていな

いのである.

すなわち，従来は，数獲計磁法の研究は，主と

して数学の専門家によってなされてきたし，その

教1ぎやテキスト・ブックも数学的アプ口一チその

ものに焦点がおかれすぎていて，この手法を実際

の組織における人間行動の計画問題に活用するこ

とは麓点とされていなかった[2 ].その結果，多

くの管理会計人は，かつて60年代にORに対して

いだいた熱っぽい鶏待を裏切られた惑をもってい
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て，いま非常にしらけた気持でいる.しかし，こ

の現状は打破されなければならない.ORのもつ

議運性，合理的な思考法はいかなる階層の管灘者

にとっても有設であるし，たとえ組織が人間の集

まりであるとはいっても，そこに組織自擦の議成

にあたって効率性が最大阪に追求されなければな

らず.ORはそれに役立ちうるからである.

そこで，数理計爵法が管理会計において十分捷

用されるためには，われわれは組織における人鰐

行動のありようについて深い理解を得て，その理

解を数建計鱒法のモデルやアルゴ P ズムのやにと

り込むような研究が必婆である.

本稿で取り上げる自標計画法は，そのような人

間行動原理と数理計樹法のモデルやアルゴリズム

がうまく総合した例である.この点に関し，最近

数理計韻法の分野で多怠擦問題の研究がブームに

なっているのも歓逃すべき現象である.

日擦llt態法に欝する紹介は少なくないが，本構

で、はとくに，それが予算編成における都内務の人

的な交渉過程で，どのようにして使用すべきかを

努らかにしたい.

2. 予算編成における人間行動

企業における現実の予算編成プロセスは，各管

理単位{部門)の長と本部長がすべて予算会識の

席に集まって，そこで交渉を通乙て予算案を裁決

するというものである.この方式は嘗利企業であ

れ，官庁組織であれ，つねに変わらないが，つぎの
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3 つのステップに分析することができょう[ 3 ]. 

(1) まず，予算会議の席に集まった各管理単位

の長は白部門内の諸目標について，一連の要求水

準や制約条件という形の目標値を提出する.たと

えば，製造課長は目標操業度(生産能力制約)を

申し出，購買課長は在庫目標を申し出，財務課長

(経理課長)は財務的安全性の観点から目標現金

残高を主張し，また，営業課長は販売可能限度を

具申し，そして本部長は利益目標を提案するだろ

う.

(2) ついで、予算会議の会議内容そのものは参加

者の聞の交渉 (bargaining) を通じて上記の諸目

標の聞の優先順位を検討し決定することにある.

(3) そしてその優先順位に従って暫定的な机上

の予算案が作成されると，それが満足なものか各

部門でもう一度検討され，修正すべき点は復活要

求されたりする.このような交渉プロセスが何回

か繰り返される聞に， (1)の目標水準や， (2)の優先

順位も修正をうけるが，最後には，本部長の判断

で裁可して，最終的な予算が決定される.

上記の 3 つのプロセスは，目標計画法のプロセ

スの中にうまく組み込むことができるので，目標

計画法は予算編成に十分適用することができる.

すなわち目標計画法において(1)は各目標の目標水

準の決定， (2)は各目標の優先順位づけ， (3)は目標

計画法の iterative な適用である.本稿ではとく

に，この(3)のプロセスに重点をおいて説明してい

る.

3. 予算編成に適用した目標計画法

まず臼標聞の優先順位づけと各目標の目標水準

の事前設定とは，目標計画法の前提である.とい

うのはこれらのウェイトや目標水準値はモデルが

決定してくれるものではなく，モデルの定式化に

際してインプットすべきものだからである.

しかし目標計画法はこれらのインプットの事前

決定を助けることはできる.それは，目標計画法

を 1 回限りのプロセスと考えずに，図 l のように
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図 1

iterative なプロセスと考えることによる.

この図で， 目標達成度を分析して， ある目標 i

についてその超過達成 d1，+ または不足達成 di，- が

容認しがたいほど不満足なものであれば，もう l

度，モデ、ルを定式化しなおして条件式の右辺の値

や目標関数のウェイトを変更して問題を解いてみ

る.ここで，右辺値やウェイトの変更のプロセス

は，パーゲニングや投標制度による.

また図 l の過程は，目標計画法に限らず，他の

すべての意思決定モデ、ルの使用にあてはまる.こ

の点に関しわれわれは管理会計を「マン・マシー

ン情報システム」と考え，人聞を含んだ概念であ

ると考えているが，それは意思決定モデルへのイ

ンプット情報の指示において，人聞が介在せざる

を得なし、からである [4 ]. 

そこで，本節では，予算編成過程における図 l

のプロセスを明らかにするために，企業予算の領

域における目標計画法モデルを例示してみよう.
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ここでは，管理者たちが利益水準だけでなく，財

務的均衡や在庫水準にも関心をもっているものと

し，この 3 つの主要目標を 6 種の具体的な目標の

形に細分化したモデルを示したい[ 5]. (もちろ

ん，管理者は他のことにも関心をもっているが，

簡略化のためにこれらに限定する. ) 

まず状況の設定である.ある会社で 2 つの製

品A と Bが共通の材料を使って生産されている.

製品Aは50円で販売されるが，その生産には 2 単

位の材料と 2 時間の作業が必要である.製品Bの

売価は47円であり，それを生産するのに 3 単位の

材料と 1 時間の作業が必要で、ある.材料費は単位

当たり 10円時間当たりの労務費は 3 円であ

る.しかし経営者は，少なくとも短期的には労働

力が固定的だと考えているのでカ月に 400 作

業時間が利用できる. この間定的労務費 1200 円

(=400時間 x 3 円)のほかに，さらにカ月当

たり 800 円の減価償却費があるが，これは固定的

な間接費で，現金支出を伴わない.また，ある月

に購入した材料は，どれも当該月中またはそれ以

降の生産に使用される.この材料の支払いは購入

月中になされる.販売した製品の代価も当該月に

支払を受けるものと仮定する.

以下の記号を使用する.

期首残高 期末目標残高

現金 Cb C. 

材料 Mb M. 

完成品一製品A Ab A. 

完成品一製品B Bb B. 

3:1，=材料の購入量的=製品Aの生産量的=製品B

の生産量的=製品Aの販売量処=製品Bの販売量

まずはじめに，制約条件がいくつかある.概念

的には， ["制約」とはし、かなる目標にも先立って

満足きれなければならない最も重要な目標であっ

て， 後で述べる「目標j とは区別される. (しか

し，数字的には付順 (ordering) における量的な

差にすぎない). まず， 期末の現金残高は非負で

ある.すなわち，

Cb+ (50x‘+47x5) -IOXl一 1200;;::0 (la) 
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IOxl は材料購入費であり， 1200 円は労務費支払

額である. (!a)式はつぎのように書き直せる.

-10xl+50x4十47x5~ 1200-Cb (1) 

材料や完成品についての実際の期末在庫量も非負

である.すなわち，

Mb+Xl一2X2-3x3ミo (2a) 

Ab+X2-X4~0 (3a) 

Bb+X3-X5~0 (4a) 

これらを書き換えると，つぎのようになる.

-xl+2x2+3Xg~三 Mb (2) 

-X2+X4S:Ab (3) 

-~+~S:& W 
労働力についても，生産上の制約がある.

2X2+X3S:400 (5) 

さてそれでは各目標について，その優先順位を

明らかにして，それぞれの目標を定式化していこ

う.ここでもつぎのように記号を定義する.

d，，+=第 i 番目の目標からの正の偏差

d，，-=第 i 番目の目標からの負の偏差

Pk=k 番目の優先順位があり，回避すべき

すべての偏差に対する付順係数，すな

わち，ランク付けを表わす係数.

Wi ，k-=k 番目のランクにある d.- の加重係数，

すなわち，相対的ウェイトを表わす係

数

まず目標関数をはじめに示しておくと，つぎの

ようになる.

最小化: P1dl-+P2d2-+ 15P3d3-+ 17Pg dピ

+P4 ds-十P5 d6ー (6) 

これから明らかなように，どの目標についても，不

足達成 di- のみ回避すべきとされ，超過達成 d.+

については，それが生じてもかまわないものとさ

れている. (6)式の各項はつぎの事項を意味する.

優先順位 (6)の項 目標の内容

1 位 P, d ,- 期末目標現金残高の達成

2 位 P2d2- 全部原価のP/Lで損益分岐を達成

3 位 15Psds- 完成品Aの期末目標在庫の達成

(Ws,s-=15) 

" 17P.d,- 完成品Bの期末目標在庫の達成

(W: 
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4 位 P,d.- 材料の期末目標在高の達成

5 位 P.d.- 矛IJ益目標の達成(第 2 位のものと

は別)

そこで第 1 位の期末目標現金残高の達成は，つ

ぎのように定式化される((1)式を参照せよ).

-!Ox 1+50x,+47x5-d1++d1-

=Ce-C~+ 1200 (7) 

第 2 位は，伝統的な(全部原価の)損益計算書

で損益が均衡することである.完全操業度を基準

にした直接作業時間 1 時間当たりの標準労務費と

標準製造間接費の和は 5 円である.この値は，労

務費と製造間接費の合計額 (1200円 +800円)を操

業時間数 (400) で除すと求まる.製品A と Bの単

位当りの売上総利益はつぎの表の通り.

製品A 製品B

販売価格 50円 47円

製造原価(単位当たり)

材料費(材料単位 10円) 20円 30円

労務費+製造間接費(1時間5円) 10 30 ラ 35 

売上総利益(製品単位当たり) 20円 12円

この売上総利益の値は完全操業度が実際に実現

した場合にのみ成立するので，一般の不足操業に

ついては，未回収のアイドル・キャパシティ・コ

ストを総販売量の売上総利益から差ヲ|いておかね

ばならない.このアイド‘ル・コストは遊休時間数

に 1 時間当りの固定費目円を乗じれば，求められ

る.遊休時間は利用可能時聞から実際時聞を差引

いたものだから，つぎのように表わせる.

遊休時間=[400-(2X2+ 1x3) ] 

販売費・一般管理費と税金などを無視すれば全部

原価損益計算書は次式で表わすことができる.

II=20x� 12x5-5 [400-2x2-X3J (8) 

損益分岐目標は II=O のときであり， (8) 式を変

形すると，つぎのようになる.

10x2+5x3+20x,+ 12x5-dジ+d2-=2000 (9) 

第 3 位の目標は，完成品の期末目標在庫量を達

成することであるので，次式が書かれる((3a)式

と (4a)式参照). 
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x2-x,-ds++d8-=A.-Ab (10) 

X3-X5ーム++ぬ一=B.-Bb (! 1) 

負の偏差を表わす変数は，単位当たり貢献利益

(販売価格一変動費;つまり 30円と 17円)，単位当

たり売上総利益(20円と 12円)，あるいは作業時間

当たり貢献利益(1 5円， 17円)というような，ど

の相対比率をウェイト(加重係数)として与えて

もよい.この点については 2 つの製品にそれぞ

れ異なった優先順位を付してもよい.ここでは，

k記のうち最後の案(作業時間当たり貢献利益)

を採用しておく.

第 4 位の目標は材料の期末目標在庫量を維持す

ることであり，つぎのようになる ((2a)式参照). 

x1-2x2-3xs-d5++d5-=M.-Mb (12) 

第ラ位の目標として，利益目標 IIt を設ける.

利益に関しては，まずなによりも損益分岐するこ

とが必要であり，これは高い優先順位(第 2 位)

をもってすでに設定した.しかし，さらに一定の

利益額 IIt を実現することも，第 5 位の自標とし

てかかげておくわけである. この目標は， (8)式

を使ってつぎのように定式化される.

IOx1+5x8+20x,+ 12x5一仇++d6-

=2000+IIt (13) 

さてつぎに上記の各目標のそれぞれについて目

標水準を設定することにしよう.はじめに期首残

高の予測値を示しておく.これもインプット・デ

ータであるが，目標水準のデータではない.

Cb=1000円 Mb= !OO単位 Ab= 1O単位

Bb=20単位

また，現金および材料と製品の期末目標残高水

準は，少なくとも期首残高の水準に維持すること

にあるとしよう.ここで「少なくとも」という表

現は， (12)式において右辺をゼロとしても d5ーだ

けを目標関数で最小化することを意味する.そし

て，利益目標の水準は7000円とする(損益分岐目

標については，すでに目標水準が利益ゼロあるい

は損失ゼロの水準と与えられている). ゆえに，

C.= 1000円 (=Cb ) M.= 100単位(=Mb)
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A.=10単位(=Ab) B.=20単位(Bb )

lIt ニ 7000円

かくして，この例のケースの完全なモデルは，

つぎのように表わすことができる.

最小化: P1d1-+P2d2-+ 15Pada-+ 17 Pad4-

+P4ds-十PS d6-

制約条件:ー lOXl+50X4+47xs

-d1++d1-= 1200 (C.-Cb=O) 

10x2+5Xa十 20X4+ 12xs-d2+ 

+d2-=2000 (A.-Ab=O) 

X2- X4-da++da一 =0 (B.-Bb=O) 

xa-Xs-d4++d4-=0 (M.-M.=O) 

Xl一 2X2-3Xa-ds++ds-=0

10x2+5xa+20x4+ 12xs 

-d6++d6-=9000 

-lOXl+50X4十 47xsz200

((1)式参照)

-xl+2x2+3xa手 100 ((2) 式参照)

-X2+X4 三三 10

-X3+X5:S;20 

2X2+Xa::三 400

((3)式参照)

((4)式参照)

((5)式参照)

このモテ、ルをコンビュータで解けば[6 ]，つぎ

の表 1 におけるケース 1 の解が得られる.このケ

ースで 2 つの実行可能解 (BFS : basic feasible 

solution) があるのはつ以上の目標について

超過達成がおこっているにもかかわらず，どの目

標の超過達成を望むのかについて，われわれが何

の選好も表明していなし、からである.すなわち，

:jq の解では，現金勘定の残高が目椋を上回って

おり (d1+=5600) ， 第 2 の解では，材料の期末最

低目標在庫水準を上回っている (d5+=560). 

第 l の解にもとつ寺いて，見積資金繰表(資金予

算)と見積損益計算書(損益予算)を作成すると，

つぎの通りになる.実際の予算編成では，モテ'ル

を多jl:Jl間・多部門に拡張しなければならず，これ

らの資金予算と損益予算はともに多期間のものと

して作成される.

1980 年 1 月号

資金予算

収入額(400x47円) 18800円

支払額:

材料費(1200x 10円) 12000円

労務費 1200 13200 

現金増加額 5600 

期首現金在高 1000 

期末現金残高 6600円

(目標現金在高
超過達成額(d1+) 5600円

損益予算

売上高 (400X47円) 18800円

売上原価

材料費(400X30円) 12000円

労務費と製造間接費 2000 14000 
(400X 5 門)

売上総利益 4800 

配賦不足領 5 円 (400-400) 。

(アイドル・コスト)

純利益 4800円

(利益目標
不足達成額(db-) 2200円

さてケース 2 では若干の目標につきその目標水

準を変更してみた場合を検討している.いま目標

期末現金残高と完成品Bの在庫残高についてつぎ

のように多くすることが望まれているとしよう.

表 1 各ケースの解の比較

X1 

X3 

x. 

X5 
d ,-
d3- 。 。 。 10.00 

d.- 。 。 100 。 99.15 

d5- 。 。 100 。 100.00 
d6- 2200 I 2200 1760 3160 1770.20 

d ,+ 5600 。 。 。

dz+ 4800 4800 5240 3840 5229.80 
d5+ 。 560 。 284 。

OBJ-P5 2200 2200 1760 。 1770.20 

OBJ-P. 。 。 100 10000 r 100.00 

OBJ-P3 。 。 1850 

OBJ-Pz 。 。 。。

OBJ-P1 
。 960 o i 0 
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C.= 10000 B.= 100 

これによって(7)式の右辺が 1200の代りに 10200

になり(11)式の右辺が O の代りに80になる.表 1

から明らかなようにこのケース 2 では現金残高の

目標が 960 円だけ下回った (d 1-=960). 損益分岐

目標は達成できた (d2-=0) が， 目標利益は 1760円

だけ下回った (d6-=1760). またこのケースのよ

うに高い現金残高目標を達成しようとすると在庫

目標の達成が犠牲にされざるを得ないこともわか

った(すなわちd3-= 10， ムー= 100, ds-= 100). 

つぎにケース 3 ではケース 2 と同じ目標水準を

設定するが目標の優先順位を変更する.すなわち

第!位損益分岐…P1 d2

第 2 位完成品の目標在庫水準

15P2 d3- と 17P2 d4-

第 3 位 目標利益水準…P3 d6-

第 4 位 目標現金残高・・ .P4 d1-

第 5 位 原材料の目標在庫水準…Psds-

この場合，目標関数はつぎのようになる.

最小化: P4d1-+P1d2-+ 15P2d3-+ 17P2d4-

+PSdS-+P3d6-

この問題の解は，損益の分岐目標を満たし目標在

庫水準を達成することを表わす.利益目標は3160

次号予告l

特集技術開発と予測

研究開発投資の効果の新評価 坂倉省吾

企業戦略のための技術予測 只野文哉

企業面からみた技術予測 柳下和夫

経済社会要因による技術開発評価 村越稔弘

その他

事例研究

大都市圏住宅政策評価のための

シミュレーションモデル(その 3 )小栗孝夫

連載講座

OR ワーカーのための企業会計基礎講座(その3)

伏見多美雄
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円だけ下回る.目標現金残高も 10000門下回るの

で，残高は O である.

ケース 4 は目標期末現金残高が9000円であるこ

と以外はケース 2 と同じである.現金残高はここ

でも在庫目標を犠牲にして達成されているが，そ

の犠牲はケース 2 ほど大きなものではない.

[注1

(1 )門田 [IJ 第 I 部参照せよ.

(2 ) この意味では， Hartley[IJ のような“Manage

rial Emphasis" (経営活用面の強調)のある本は貴

重である.

(3 )以下のステップ (1 )と (2 )は，それぞ、れ Cyert

March [3 J のいう「要求水準決定ルール」と「目

標への逐次的注意ルールj に相当する その詳細と

ステップ (3 )については，門田 [4 J p. 137-139およ

び p.152-154 を参照せよ.

(4 )マン・マシーン情報、ンステムとしての管理会計に

ついては，門田[4 J p.51-53 参照.

( 5) Hartley [1 J p.378-383(訳書第E巻 p. 19-26) 

参照.

( 6) Lee [2 J chap. 6 に目標計画法のコンピュータ・

プログラムがある.
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