第 16 回：経営の目的と、その手段をあいまいにする経営者
少し難し い話を します 。企業 の利益 の源泉 は、 その企業 の存在 理由と 一致し ていな ければ
ならない 、とい うお話 です。
すべての 企業組 織は、 その業 種・業 態に関 係な く、モノ を開発 する部 門と、 モノを 生産す
る部門と 、モノ を営業 する部 門と、 それら の各 部門の業 務を支 援（管 理）す る部門 とで構 成
されてい るはず です。 そして 、すべ ての企 業組 織は、業 務効率 利益と 基礎利 益に合 算され る
企業利益 を生み だすは ずです 。
業務効率 利益と は、モ ノを生 産する 部門、 モノ を営業す る部門 、そし て各部 門の業 務を支
援（管理 ）する 部門で 発生す るモノ です。
基礎利益 とは、 モノを 開発す る部門 で発生 する モノです 。また 、ここ でいう モノと は、企
業におけ る有形 ・無形 の成果 物のこ とを意 味し ます。ま 、簡単 に言っ てしま えば「 モノ＝ 製
品」と言 えるの ですが、「モノ ＝経営 の目的 」 と定義す るのが 最も適 切です 。
たとえ ば営業 部門が なしえ る売上 利益は 、本 質的には 、その 企業の 存在を なすも のでは な
く、営業 の業務 効率ア ップの 結果で 生じる 業務 効率利益 （決算 期内に 生じる 実現利 益）で し
かないの です。
しかし、 今日、 多くの 企業で は、こ の営業 部門 こそが企 業の利 益の源 泉であ ると錯 覚し、
営業部門 への評 価が過 大評価 されが ちです 。本 来、営業 部門は 、開発 部門が 技術開 発する モ
ノを消費 者へ受 け渡す ための 機能で あり、 消費 者の満足 のなん たるか を認知 するこ とはで き
ても、開 発でき る部門 ではな いので す。営 業部 門に対す る過大 評価は 、とき には消 費者の 満
足を無視 し、売 上中心 主義に 走り、 結果的 に、 消費者の 不満足 を発生 させる 原因と なりえ る
のです。
営業部 門至上 主義は 、その 企業の 存続を 是非 する問題 を発生 させる 危険性 を含ん でいる の
です。金 融・証 券企業 の不祥 事が、 そのひ とつ の実証事 例です。「とに かく売 ってし まえば 、
あとは野 となれ 、山と なれ」 です。 企業に おけ る利益の 源泉は 、業務 効率利 益では なく、 基
礎利益で あると いうこ とを明 確に認 識しな けれ ばならな いので す。
また、 企業の 基礎利 益は、 企業の 存在を 成す モノであ り、そ の存在 を成す モノが 、顧客 の
満足と一 致して いるこ とが企 業発展 の基本 なの です。突 然、難 しい話 になっ たので 整理し て
みます。

・企業の 利益＝ 業務効 率利益 ＋基礎 利益（ 企業 の利益の 源泉）
・企業の 利益の 源泉＝ 基礎利 益＝企 業の存 在理 由
企業の 存在が 実現し ている ＝顧客 の満足 が実 現してい る
・企業が 発展し ている 状態＝ 顧客の 満足が 継続 している 状態

という図 式です 。
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つまり、経営の 目的は「企業 の存続 」で あり、その手段 が「企 業の利 益」な のです 。し かし、
「企業の 利益」 の中に は、業 務効率 利益、 つま り決算期 内に達 成でき た実現 利益、 つまり 売
り上げ目 標の達 成と、 基礎利 益、つ まり、 企業 の利益の 源泉、 つまり 、お客 様の満 足が含 ま
れている のです 。
経営の目 的と、その手 段をあ いまい にする 経営 者は、
「お 客様の 満足」が目的 である にもか
かわらず、「売り 上げ目 標の達 成」の ために は、「お客様 の満足 の達成 」に目 をつぶ ってし ま
うのです 。手段 を目的 化して しまう のです 。古 い例では 、三菱 自動車 のリコ ール事 件や雪 印
の品質管 理事件 。最近 の例で は、キ ャッシ ュカ ードの盗 難事件 に対す る銀行 の対応 が挙げ ら
れます。バブル 華やか なりし時 代の銀 行にお け る押しつ け融資 などは 、その典 型と言 えます 。

※ 次回 掲載 予定 ・・ ・ 第 17 回： 批判 する ことの 無責 任さ 。賛 成す るこ との 勇気 。

Yo s h i d a A c c o u n t i n g O f f i c e

