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1. はじめに

経営上の問題を解決しようとする場合に用いら

れる計数データにはさまざまなものがあるが，そ

の中でも会計上のデータは，多くの場合，欠くこ

とのできないものであろう.とりわけマネジメソ

ト・コントロールのレベルの問題に対しては，そ

れが主要なデータであるばかりでなく，問題のと

らえ方も会計システムの構造を利用して行なわれ

ることが多い.

それは，マネジメント・コントロールのプロセ

スが，全社的な視点にたって行なわれるものであ

り，戦略レベルの経営計画と社外環境の予想条件

とを所与として，いかに効果的にかつ能率よく経

営の全体目的を達成するかを問題とするものであ

るのに対し，会計の仕組みが，多くの前提や仮定

にもとづくとはいえ，企業全体の活動を共通の測

定尺度(お金)によりとらえ，また企業全体の有効

性を利益により算定するものであるところから，

他にこれに優る代替手段のない現在，会計システ

ムの枠組みを利用して経営問題をとらえようとす

ることは当然といえよう.

今後 1 年間の経営をどうするかという問題に対

し，年度予算をたてるというのはまさにその例で

ある.予算編成が計画過程に対する参加とか目標

達成への動機づけといった人間行動との関係を無

ふくかわただあき慶応義塾大学理工学部

1983 年 10 月号

視して成立しないことはよく知られている.しか

しながら，予算編成に先立つてたてられるべき予

算編成の方針は，経営トップが少数のスタッフを

使って設定すべきものである.ここでは，こうし

た財務計画も含めた利益計画や予算編成方針の設

定を支援するシステムの主たる構成要素に多目標

計画法の利用を紹介しようとするものである.

多目標計画法は，すでに多数のものが開発され

ているが，こうした経営計画上の問題に有効性の

高いものとして目標計画法がよく知られている.

予算編成と目標計画法については，すでに多くの

本や論文があるので[ 3], [4] , [日]，ここでは

最近の発展動向をからめながら，こうした問題分

野に対する決定支援システムの開発を意図して述

べることにする.

2. 予算編成の方針策定と会計毛デル

年度予算は年間の活動計画を金額で表示し

たものではあるが，その編成にあたっては永続を

前提とする企業の経営を，便宜的に一定期間区切

って計画する以上，単にその計画期間内の全社利

益を最大化する方策を考えればよいといった考え

方はなじまない.それは，その年度の活動が，年

度利益という経営成果をもたらすだけでなく，次

年度以降の経営状態も条件づけることになるから

である.そこで，計画期末の経営状態に，計画期

以降に期待する経営成果の獲得の可能性を反映さ

せるように取り扱うことが必要になり，総合的な
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目的自体を多目標な形で扱わざるを得ないのであ

る.必然的に編成方針の設定問題も多目標問題に

ならざるを得ない.目標として掲げられる“ある

べき状態"や“望ましい成果"は，長期計画にも

とづき経営者が提示するわけだが，どのような目

標を掲げるかも，それらを達成する方針と組み合

わせて検討される必要がある.ただしトップの行

なう編成方針の検討においては目標が先にあって

その実現のために，部分組織の活動目標にそれら

をどうブレークダウンし，それぞれの活動に方向

づけを与えるかを検討することが従となる.

経営トッフ。は，総合的な目標の達成のために，

さまざまの環境条件(製品，原材料，金融，労働

の各市場や景気など)の推移を想定しながら，長

期にわたる個別計画(新製品開発や設備投資など)

をどう既存の事業と組み合わせて実施に移してい

くか，その開始時期と実施の度合を考える必要が

あるし，また，既存の事業に対しでも，製品ライ

ンや市場セグメントの重点の置き方や，生産・販

売・財務などに対する方針も組み合わせて考える

必要がある.すなわち，予算編成方針の策定過程で

は，経営成果や状態の望ましいレベルを目標とし

て，それらを達成する方策としての経営諸資源の

配分のあり方と，それら諸資源の調達の可能性を

からめて操作的に思考するものである.

そこでは，主に会計情報が利用されてきている

が，より積極的に，企業全体の活動を会計の仕組

みの上でとらえた会計モデルを用い，目標のたて

方とその達成のための方針の組合せを操作的に検

討できれば有用で、あろう.

企業活動を表現する企業モデルとして，すべて

のオベレーショナルな活動をモデル化し，積み上

げてし、く大規模なモデルがあるが，そうしたモデ

ルの場合は，通常，方策を与えることによりその

結果としての成果や状態を知る“What-if" 形の

使用法を前提としているため，こうした方針の検

討には利用しにくい.とりわけ，経営の本質には

現状を変革するところにあるので， ミクロなレベ
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図 1 システムの概念構造

ルで企業活動をとらえたモデ、ルは適さない.それ

よりかは，具体的なオベレーショナルな手段の立

案や方法の開発は，予算編成の過程で，部下の管

理者や担当者の参加を求めて行なうものとして，

経営者が用いる経営方針の検討用のモデルとして

はマクロなレベルで総合的に企業活動をとらえる

会計モデルのほうが適していよう.そして，目標

を所与として，そのための手段を探す目標計画法

のアルゴリズムを適用できれば，さらに有用であ

ろう.

3. 目標計画法のいくつかの展開

目標計画法は，すでによく知られているよう

に，事前に各目標の目標水準と目標聞の優先順位

づけおよび同順位目標聞の重みづけを与え，基本

的な構造としてそれぞれの目標値からの差異の最

小化を目的関数とする数理計画法である.もちろ

ん，目的関数で扱う差異変数を操作することによ

り，種々の目標のたて方に応じたパリェーション

が可能である.

方針の検討にあたっては，企業の永続目的から

して，経済目的のパランスのよい達成を考えるこ

とが重要であるので，それぞれの目的の単なる最

大化や最小化ではなく，各目標値に近づけるとい

う定式化が適しているし，また，各目標聞の代替

性は目標の達成状況に依存して変わりうるので，
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図 2 開いた L字形

付)1慎や加重を操作することにより，それらに対応

できる.そうした点から，目標計画法は有効な方

法と考えられている.

目標計画法には，線形効用を想定した目標不達

成度の加重和を最小化するものと， L字形の効用

を想定した最大不達成度を最小化する方法(たと

えば目標ベクトル法[4 J) とがよく知られている.

加重和の場合は，目標達成値聞のパランスを， L 

字形の場合は代替性を無視するため，必ずしも望

ましい解が得られず，時に目標聞の達成度合が非

常に片寄った解が求まることがある.そこで，こ

の両者の中聞をねらった“聞いたL字形"効用関

数を想定した目標計画法が考えられている[ 1 J. 

開いたL字形の両側目標(g♂に近づけたい)の

ケースについては，次のように定式化される.

aix+ (z+Zt-)/Wi~g♂ i=l ， … ， m (2) 

xEF(実行可能領域)

すなわち，目標からの差異を共通の差異 z と各

目標別の差異 zf， zJ とにより吸収するように定

式化する.

ここで， αHは聞き具合をコントロールするパラ

メータ(1亘αH豆m) で， αH=1 の時 Minmax 解

(L字形解)x∞， g∞=g(x∞)，が求まり， α'H=m( 目

標の数)にした時，加重和解 x1， gl=g(X1 ) が求ま

1983 年 10 月号

る. 1<αH<m の時聞いたL字形解XO， gO=g(XO) 

が求まる(あればだが).加重係数W=(Wh W2， …，

Wm) と WC= (1 /Wh l/w2， … ， 1/wm ) により，

-W: 加重和の方向\
l を操作できる.

-WC
: L字形の方向/

さらには，達成目標 g'= (glS, gめ… ， gm') を変

えることにより基点を操作できる特徴がある.な

お片側目標の“gt' 以上にした\..'1"ときは(1)式を，

"Yi 8 以下にしたし、"ときは (2) 式をそれぞれ除け

は:よし、.

他方，経営上の問題を扱う場合，量(額)だけで

なく効率(利益率や回転率，成長率等)を目標とし

たり，また，流動比率や自己資本比率のように財

務構成上のバランスを問題として，ある指標と他

の指標の比をある値に保たせたい(ある値以上に，

あるいは以下にしたい)といった比率目標を含む

場合が多い.比率目標は，経営上の問題の場合，

その目標関数としては多くは線形分散関数 gt(x)

=(α'x+的)/(bix+ん)として示されるが， 単純

に線形化して扱うと，問題によっては本来の解と

まったく違った解が求まってしまうことがある.

すなわち，下記の (3) と (4) では問題の状況がまっ

たく違ってしまうからである.

(αiX+αi)/(bix十か)+di--di+=gi' (3) 

ただし，分母の値は実行可能領域上では正の値

をとるものと仮定する.経営上の問題であれば，

この仮定は通常問題とはならないであろう.

(α'x+的)-Yt'(bix+゚t) +め一 -Yi+=Q

!li(X) = (ai-Yi'bi)x+αi-gi'ßi とすると，

!lt(x) +Yi--Yi+=Q (4) 

なお， bi =O， ßi=1 とすると (3) ， (4) は通常の線

形目標も含んだ定式化になっている.そこで，線

形目標と比率目標の混在を許したうえで，各目標

の最大不達成度の最小化(L字形)による，次のよ

うなパラメトリックな解法が考えられる[ 2 ]. 

(最大化 μ

l 制約 μ ;;;;， tl (bix+ん)+Wt(atx+ぬ)

[P2JI -Wig♂ (bix+ん) 't:j i (5) 
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図 3 比率目標の解集合

μ三三d(biX+ßi) -Wi(α'x+的)

+WiYiS(biX+゚ i) I:J i (6) 

XEF 

ここで， Wi は第 i 目標の重みであり g8 より

L字形の方向を与えるものである.d はパラメー

タであり ， d に値を与えて解いた最適解 5 の値 ρ

カ"

ρ=0 なら ， X はもとの問題の最適解

ρ>0 なら ， d を小さくして [PzJ を解き直す

ρ<0 なら ， d を大きくして [PzJ を解き直す

比率目標を含む場合は，残念ながら線形目標だ

けの場合のような，線形加重形や開いたL字形の

扱いはできないので，非線形計画法を用いるか，

先の [P2J を使って目標値や加重を操作すること

により好ましい解を探す必要がある.

(資産の部)

Wt=l/んとするのが 1 つの簡便な方法である.

4. 簡単な数値例

会計モデルと目標計画法とを組み合わせた論文

のパイオニア的なものの 1 つである伏見他 [3 ] 

の例をもとにして，聞いたL字形を適用した場合

の数値例を示そう.

4. 1 モデル企業の概要

連続して 1 工程とみなせる製造部門と販売・管

理部門とからなる会社を想定する.計画期首の貸

借対照表を表 1 に示す.生産・販売・財務関係に

ついて，次のような条件および会社が現在まで採

ってきた政策・方針がある.

(1) 3 種類の製品A， B , Cを作ることができ

表 1 期初の貸借対照表 (単位:千円)

(負債の部)
なお ， [P� [P2J のいずれの場合でも，

付順と組み合わせて用いることができる.

特に [P1J では，要求最低水準のある目標

についてはそれらの達成を第 1 優先目標と

し，それらが達成された後の第 2 順位とし

て開いたL字形の定式化を用いるのが，実

務的にも有効であろう.

流動資産 流動負債

また，方向を定める加重係数の設定にあ

たっては，目標ベクトル法の考えを利用し，

満足水準 gS と要求最低水準gL とを問うこ

とにより目標ベクトル λ=gS_gL(ん=σ♂

-YiL I:J i) を求め，各目標の加重係数 Wi を
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現 金

有価証券

受取勘定

製 品

材 料

〈合 計〉

国定資産

製造部門償却資産

間接部門償却資産

非償却資産

く合 計〉

資 産 メt二込Z 言十

6, 000 支払勘定 5, 000 

5, 000 短期借入金 48, 000 

30, 000 く合 計〉 53, 000 

5, 000 回定負債

8, 000 長期借入金 30, 000 

54, 000 負債合計 83, 000 

(資本の部)

80, 000 資本金・法定準備金

10,000 55 , 000 

5, 000 利益剰余金 11 , 000 

95,000 資本合計 66, 000 

149, 000 負債・資本合計 149, 000 
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るが，それらは共通の設備，労働力を用い，共通

性のある材料および諸経費を投入して作られる.

(2) 製品の売価はダース当り Aは 4， 500

円， Bは 4， 000 円， cは 3， 500 円で，計画期間中

の変動は予想されないものとする.

(3)計画年度の販売量に応じて生産するものと

する.したがって，期首と期末の製品在庫は変え

ないものとする.

(4) 設備投資計画は，前もって設定されてお

り，計画期間に 1 ， 000 万円の生産設備の投資を予

定している.それにともない，年度の生産可能時

間(生産能力)は 2， 400 時間になる.各製品の 1 時

間当りの生産可能量は， Aは22ダース， Bは25 ダ

ース， cは30ダースである.

(5) 製造部門の人件費は生産量に左右されず，

固定額で，製造部門固定経費と合わせて 8， 000 万

円である.

(6) 材料の投入量は各製品とも同じで，製品 l

ダース当り 1 ， 000 円を要する.また，変動加工費

は材料消費額の 15%で近似できる.

(7)販売直接費は販売量に比例しダース当

り 300 円を要するが，他の販売費および一般管理

費は固定費 (4 ， 500万円)である.

(8) 各償却設備は，年 7%の定率法で償却をし，

貸借対照表の金額から直接法で控除する.

(9) 有価証券の平均在高に対して， 8%の受取

利息が生じる.

( 10) 期中の平均借入高に対し，短期借入金は 8

%，長期借入金は 12%の利息の支払いを要する.

( 1 1)受取勘定の回収率は，期中発生額の75%で，

前期繰越分は全額当期に回収されるものとする.

( 12)期初の支払勘定の全額と，材料購入にとも

なう期中発生支払勘定の90%は，当期に支払う.

(1 3)所得関連の税は，当期純利益の45%である.

( 14)計画期末の現金残高は， 400 万円以上保有

しなければならない.

(1 5) 有価証券の中には，関連会社のものが含ま

れるため，売却できるのは150万円以内である.

1983 年 10 月号

(1 6)材料は，計画期末に 600 万円以上の在庫を

保有せねばならない.

(17)短期借入金は，現金を除く流動資産の 8 割

以内の範囲で借りるものとする.

(1 8)長期借入金は，計画期末残高が 7， 000 万円

をこえない範囲で借りるものとする.

4.2 設定目標

目標として，ここでは 2 つの順位を考える.第

1 優先順位は，聞いたL字を考える前に満たすべ

き目標としてたてるもので，いわば最低要求水準

としての目標である. それには次の 4 つを考え

る.

(1)税引後利益を 500 万円以上にしたい.

(2) 配当金として 240 万円以上を払いたい.

(3) 製品Aを最低限 10， 000 ダース以上 Bを

12， 000ダース以上， Cを 13 ， 000ダース以上販売し，

総販売量として60， 000ダース以上を販売したい.

(4) 生産増強にともなう受取勘定の増加が考え

られるので，財務構造の適正化を考えて運転資本

を少なくとも 1 ， 400 万円以下にしたい.

上記の各目標に，別々の優先順位を与えたり，

加重を工夫してもよいが，ここでの優先日擦のね

らいが，好ましい実行可能領域を事前にカットす

ることにあるので，同順位で等加重として扱って

もよい.もし，第 l 順位の目的関数値を O にでき

る解がなければ，最低要求水準の変更の検討や制

約構造をゆるめる方策の検討をする必要がある.

第 2 順位として，次の 3 つを考え，聞いたL字

形を適用する.

(5) 税引後利益を 800 万円以上にしたい.

(6) 総販売量を70， 000ダース以 kにしたい.

(7)運転資本を 900 万円以下におミえたい.

(5) , (6) , (7)の各円標値と，それぞれに対応

した (1) ， (3) , (4) の目標値とから L字形の方向

を定めるものとする.

4.3 定式化

以ヒの条件と目標の各々を，会計上の取引変数

を用いて記述し，会計手続きにしたがってそれら
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を整理していくことによって次のように定式化さ

れる.

用いられる変数は，次のものである.

d i - , di+ 第 1 順位の各目標の差異変数

Zj-， Zj\ Z: 第 2 順位の各目標の差異変数と共

通差異変数

P t, P2 :順位を与える絶対順位係数

XGIM , XG2M , XG3M 製品A ， B , C の原材料費

(生産・販売量の代替変数としている)

XWC: 配当金支払額

XCT， XTC: 短期借入金の当期借入額と返済額

Xcu， XUC: 長期借入金の当期借入額と返済額

XσB， XBC: 有価証券の当期売却額と購入額

XMP : 原材料の購入額

目的関数
e 

最小化 P1 (:Edi-+d7+) + P2(αHZ十Zl-+Z2

+ZS+) 

第 1 順位の目標制約条件

1. 68XGIM+ 1.40XG2M+ 1. 13XG3M一 0.02 (XCT 

-XTC) 一 o. 03(Xcu-Xuc) -0.02 (XCB-XBC) 

+d1--d1+=81.472 

Xwc+d2--d2+=2.4 

XG1M+ds--ds+= 10 

XG2M+ぬ -d4+=12

XG3M+d5--d5+= 13 

(税引後利益)

(配当金)

(A販売量)

(B販売量)

(C販売量)

X GIM + X G2M + X G8M + d6 -- d6 + = 60 (総販売量)

1. 68XGIM+ 1. 40XG2M+ 1. 13 XGSM-O. 02 (XCT 

-X TC) +0. 97 (Xcu-Xuc) 一0.02 (XCB-XBC) 

-X wc+d7--d7+=93. 472 

第 2 順位の目標制約条件

(運転資本)

1. 68XGIM+ 1. 40 XG2M + 1. 13 XG3Mー 0.02(XCT

-XTC) 一0.03(Xcu-XuC) 一0.02 (XCB-XBC) 

+3(z+zn ;S84.472 (税引後利益)

XGIM+ X G2M + XG3M + 10 (z+ Z2 -)孟 70

(総販売量)

1. 68XGIM+ 1.40XG2M+ 1. 13XGSMー 0.02 (XCT 

-X TC) +0. 97 (Xcu-Xuc) ー0.02(XCB-XBC) 

-Xwc-5(z+zs+) 三 88.472 (運転資本)

472 (16) 

制約条件

1. 55XGIM+ 1.40XG2M+ 1. 25Xa3M+0. 98 (XCT 

-XTC) +0. 97(Xcu-Xuc) +0. 98(XCB-XBC) 

-XWC一0.9XMP注 52.47

XCB豆1. 5

(期末現金在高)

(売却有価証券)

XGIM + Xa2M+ X G8M -X MP孟 2. 。

(期末材料在庫)

1/22XGIM+ 1/25Xa2M+ 1/30Xa8M孟 2.4

-Xcu+Xuc~30 

Xcu-XUC豆40

-XCT+XTC~玉48

(生産能力)

(長期借入金返済制約)

(長期借入金借入制約)

(短期借入金返済制約)

O.lXGIM一0.IXG3M-XCT+XTC一0.8(XCB

XBC) +0. 8XMPミ 33.6 (短期借入金借入制約)

XalM , Xa2M , Xa3M , Xwc , XCT , XTC , Xcu , Xuc , 

XCB , XBC , XMP , Z, Zl-' Z2- ， Z3+ 主主 0， di一 ， di+ 丞O

i=I , 2, …, 7 

パラメータ αH を 1 より 0.5 刻みで 3 まで動か

して解いた結果を表 2 ， 3 に示す.

解の違いは，それほど大きなものではなかった

が， L字形解(αH= I) のほうが他の解に比べて利

益や販売量を犠牲にして運転資金の圧縮をはかつ

ており，各目標達成度のバランスをはかった解だ

とわかる.

総資本利益率や流動比率，固定長期適合率など

比率目標を加えるならば， [P2J 形の定式化にもっ

てゆくことにより，解くことになるが，ここでは

略す.

5. おわりに

年度予算の策定過程は，予算編成の方針策定と

その方針にもとづく予算の編成に分けられる.こ

の小論では，経営トップの仕事である編成方針の

策定を支援するための l つの考え方を述べたもの

である.全体的・総合的な目標と政策・方針との

組合せを検討するためのものとして，会計モデル

に目標計画法を適用することを示した.小規模な

モデルならパソコン・ベースでも経営者の支援シ
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表 2 計画損益計算事態および科益処分計算著書 {単位:千円) 袈 S 雪十頗貸借対照表{単位:千汚}

二二三主| 1. 5, 2, 2.51 3 ベヘごとI 1 ドム2， 2.51 3 

ダース ダース1 ダース
11 , 754.9 13, 052.2 23 , 681. 7 流

12,000.0 12, 000.0 12, 000.0 4, 000 4, 000 

41 , 570.6 39, 801. 6 25 , 306.7 3, 500 3, 500 

発上潟 246， 3向! 243 , 141 

売上原価

材料費 165, 326 168, 854 160，兜器

変動加ヱ費 19， 799 合， 728 1 9, 148 

労務殺・関定経費180， 000 180, 000 180, 000 

61 ，ラ98 61 , 510 

lj;諸説
000 

閤定資産 98,0001 98 ， 00守札000

減i滋僕去事費 L~~住民主笠~I~設立当弘塑~I三三位立生笠6 五瓦戸8， 0981178， 0117竺
流動魚積発上総利益 84, 9691 85， 15ヲ 86， 705

販売費・…鮫管理費

1予， 5予8 119， 45岳 118， 2亨7

45 ,000 145,000 145, 000 

絞売蕊接費

関定経費

減価償却費 700 65, 2981 700 65.156[ 700 63 ,997 

支払勘定 1 6, 3331 6, 2851 5, 899 

綬綴借入金 I 60, 8791 60, 8081 60, 228 

く合計> I 67.2121 67, 0931 66 , 127 

凶定負債 ¥ 1-坐.J?l空l.......i弘8刷じ埜明
負債合計! 108， 231け07， 9541 105, 685 

資本

営業利益

営業外i叙主主・費潟

受取利怠

19,671 

340 

20,003 22,708 

340 340 

支払利怠 8,616 ~1主性豊仁~型住竺~J!L~り
望資寄 2本ド金悠 1 5労5，∞01 5労5， 0001 55丸，∞O

葦科u主議主剰余f金訟 〕主照鮒君 15ユ，部~I....l生控控2 
当期純利益

法人税等

税引後利主主

配当金支払額

利益菊j金増加額 ::割

11 , 7391 
5, 283 

6, 456 

2, 400 

4, 056 

^テムの 1 つとして結構有用なものにできるので

はないかと考えている a ただ，そのためには次の

3 つのサブシステムが必要であろう.

第 i は，毘題とする条件や沼擦を，会計の取引

変数によって記述し，さらに会計の伎組みにした

がって変形，整瑳して自様計画法の問題にまでも

っていく手j腐を支援するサブシステム，第 2 は，

各種の尽擦形慈に感じて適用しわける段療計露法

の解法のサブシステム，そして第 3 は，こうした

時常ヒの問題での制約は，“他に先立つて，まずも

って満たすべき尽擦である"とも考えられるわけ

で，うむの俄でも縦約条件として設定したものの中

には設構投資の計図iや生産量・板売・財務上の方針

で今後も引き続いて用いる予定でいるものが含ま

れている.したがって， êI擦の達成状況に誌とて

設定自擦を修正したり，変更したりするだけでな

く，疑定の方針の変更も含めて検討することにな

1983 年 10 月号

14, 545 

6, 545 

8, 000 

2, 400 

5,600 

資本合計 i 軌8叫67町7可 7叫o仇， 0附5矧;61 7れ1 ， 6側∞ 

魚矧設.皆資齢本給会鮒吋計判/1
運蜘転資本 I 1ロ2，吋 M司 13,158 

るわけで，そうした検討を容易に行なえるように

するー穫の惑捜分析F誌のサブシステムである.入

力およびその修正の使い勝手のよい対話形のシス

テムとして，また出力表示欝係を工夫する必饗が

あろう.
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