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1．本科目の学習領域

本科目は、経営学に関する科目であり、中小企業診断士第１次試験のベースとなる

ものである。経営学の学域は非常に広い範囲にわたるものであるが、本テキストで

は、「戦略を立て、組織をつくり、人を動かし、市場にアクセスし、収益を上げる」

という、狭義の経営学について解説している。中小企業診断士第1次試験の対策とし

ては、まずはこの狭義の経営学の内容を、網羅的に学習しておかなければならない。

図表１は、本科目の学習領域を「経営とは何か」という切り口で表現したものであ

る。この図をもとに、経営とは何かを簡単に表現すると、「外部環境を読んで成長の

枠組みを考え、それに応じた組織をつくるとともに市場へのアクセスを考え、人的資

源の質を高めることで営利性を追求すること」となる。本科目の内容を網羅的に学習

図表１　本科目の学習領域と全体像

経営革新計画は 7S モデルの実現を前提に立案しないと「絵に描いた餅」になり、
説得力のないものになってしまう。企業が陥る「経営革新の失敗」は、

これらの点を見落としたビジネスモデルやビジネスプランがその原因である。
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するためには、専門的なキーワードや理論の前に、身近な例を通して経営とは何かを

つかんでおく必要がある。本科目の概要では、この図表１を身近な例を通して理解す

ることを目的としている。

2．企業の成長と維持

企業はゴーイングコンサーンであるといわれる。ゴーイングコンサーンとは永続事

業体を意味し、「生まれた企業は決して死なない」ということである。また、「会社を

つくることは簡単だが続けることが難しい」といわれることがある。経営学を考える

には、この言葉が非常に大きなヒントになる。では、企業を続けることは、なぜ難し

いのだろうか。

図表２を見てもわかるように、ミシンやステレオは、1980年前後をピークに減少

傾向になっていることがわかる。もちろん、家電品や自動車などのように技術革新や

改良を加え、長期間にわたって事業として継続しているものもあるが、多くの事業や

製品には寿命（ライフサイクル）が存在するという前提で、経営学という理論が成り

立っているのである。したがって、１つの事業のみに依存していたのでは、企業が

ゴーイングコンサーンとして永続的に収益を維持し続けることはできないということ

図表2　主要家電製品の普及率の推移
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出所：『企業の成熟とイノベーション』川口達郎著、ダイヤモンド社、一部加
筆修正
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科目の概要

科目概要では、 「なぜその科目を学習する

のか」 や、「中小企業診断士をめざすうえで、

科目知識がどのように使われるのか」 を、

具体的事例と図表を元に解説しています。



チェック

第1節 企業とは

1．現代企業の本質

科目の概要では、経営戦略の全体像についてみてきた。経営戦略とは企業の行動指

針であり、企業を成長させるための一連の枠組みであった。ここでは、本科目の学習

対象となる企業体（＝企業）について考える。

（1）企業の意味

企業とは「業を企てる」ということであり、あらゆる業を実行する経済的主体であ

る。しかし、経営学でいう企業とは、一般には、資本主義社会の中で経済的活動を行

う事業主体ということになる。したがって、原則として、①何らかの財またはサービ

スの提供、②営利性の追求の２点が、その行動基準となる。つまり、財やサービスが

社会に循環することで経済活動が行われ、企業の営利性に基づいて、富が配分される

のである。これは科目「経済学・経済政策」で詳細に学習する。一国の経済活動は、

財またはサービスの生産・分配・支出によって均衡しているのである。これを経済学

でいう三面等価の原則といい、図表１－１にその概要を示しておく。

このように、企業とは経済活動の循環を支える主体となることから、企業およびそ

の活動は、社会性の上に成立しているといえる。

（2）企業の社会的責任

以上のように、企業は社会性の上に成り立っているので、企業には社会的責任が課

図表１－１　三面等価の原則

＝

製造・販売・
サービスなど

生産 ＝

賃金など

分配

消費支出
政府支出など

支出

□企業は経済活動の主体であり、多くの責任が課せられている。
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チェック欄では、 理解を促進するためのヒントや試

験対策上の重要点、 実務との関連性などを紹介

し、 より深い理解へつながるようにしています。
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されている。つまり、経済活動を維持するために果たすべき責任ということである。

企業の社会的責任とは、①社会性、②公益性、③公共性の３つである。それぞれは以

下のような意味を有している。

①社会性：市場が欲する財やサービスを提供すること。

②公益性：企業に関係する利害関係者に利潤をバランス良く配分すること。

③公共性：社会の一員として社会規範を順守すること。

これらの社会的責任のうち、公益性と公共性についてはさまざまな議論がなされて

いる。公益性とは利害関係者への利潤配分であるが、企業の利害関係者とは、図表１

－２に示すように、仕入先や販売先、従業員やその家族、金融機関などを含む資金提

供者などさまざまである。

例えば、将来の事業展開に備えて企業内に利潤を蓄積するということを考えると、

それが株式会社であれば、短期的に株主（資金提供者）には利潤（配当）が配分され

ないということになる。一方、得られた利潤をそのつど配分していたのでは、企業へ

の蓄えは実現できない。このように考えると、企業の目的たる利潤は、いったいだれ

のものなのかという命題が出てくる。このような命題はコーポレートガバナンスと呼

ばれ、後に解説する。

次に、公共性について考えてみる。社会性とは、経済活動の循環の中で、企業が社

図表1－２　企業を取り巻く利害関係者（ステークホルダー）

企業

環境提供

環境提供

原材料・部品等の納品

融資

投資
納税

労働環境の提案

国

株主

代金支払い

代金支払い

地域社会

債権者 利息支払い

配当支払い

代金支払い
納税・地域雇用

完成品の提供

顧客満足の提供

賃金支払い等

労働環境の提供 労働力提供

労働組合

仕入先
企業

納入先
企業

従業員の
家族

従業員

消費者

□利害関係者のすべてが、企業への影響力を持っている。
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第1章　経営管理概論

図表も多く取り入れ、 文章だ

けでなく、 視覚的にも理解し

やすいように工夫しています。
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会の一員として市場活動を行うということであった。本来企業は会社法をはじめとす

る法令を順守し、規定の法人税を納付すれば社会規範を順守していることになるはず

である。つまり企業は、法令等の社会規範の中で納税を行えば、そのほかは利潤最大

化の原理のみで行動しても、それが企業の存立目的に沿ったものであるとする考え方

である。従来における企業の社会的責任とはこのようなものであり、社会性と公益性

によって議論されることが多かった。

しかし、1970年代になると、企業規模の強大化に伴う公害問題や雇用確保など、

企業が社会に与える影響が強大になるとともに、企業の社会的責任としての公共性が

強く求められるようになってきた。このような社会的背景により、この頃になると

「企業も社会を構成する一市民である（コーポレートシチズン）」とする考え方が出て

きた。そして、公共性とは、社会規範の順守であるが、社会規範の範囲をどこまで拡

大すべきかという見方も出てくるようになり、このような考え方から、企業に対して

経済的活動のみならず倫理的活動も求めるようになった。このような倫理的活動の代

表的なものとしては、メセナやフィランソロピーがある。これらは、それぞれ以下の

ような意味を有している。

（ア）メセナ：文化支援活動を意味し、地元地域における音楽・美術等の各種催

事の支援などが該当する。

（イ）フィランソロピー：慈善活動を意味し、地域に対するボランティア活動へ

の支援などが該当する。

企業の不祥事等の報道に接する機会が増えれば、企業の公共性を求める声が強くな

りがちであるが、公共性を中心とした企業の社会的責任の是非論を理解しておく必要

がある。

①企業の社会的責任の肯定論

営利性を追求する企業であっても地域に密着した活動の中で利潤を得ているの

で、地域の直接的、間接的な協力なくして企業活動は円滑に継続できない。した

がって、企業はその利潤を地域（社会）に還元する必要があるとする論拠である。

つまり、他者の利益を尊重しなければ自己の利益も獲得できないとする論拠（啓発

された自己利益）、企業規模が拡大すると権力が増大するが、強大な権力には責任

□特に公共性が問題視されるのは、上場企業（社会の公器）である。
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が対応するという論拠（権力と責任の均衡）、企業はさまざまな社会環境に対応す

べきとする論拠（環境対応論）などによって、肯定論が引き出されている。

②企業の社会的責任の否定論

営利性を追求するのが企業の目的であって、営利性以外の分野に対して責任を負

わせることは適切ではないとする考え方である。これは、営利追求以外の部分に責

任を負わせると、それだけ企業本来の効率が低下するという論拠である。つまり、

営利追求以外の分野に必要以上のコストをかけてしまうと、企業の経営効率が低下

するとする論拠、企業が株式会社の場合には、その主権は株主にあるのであって、

社会的責任の追及によって株主利益が低下すると、企業の存立基盤が危ぶまれると

いう論拠などによって、否定論が引き出されている。

以上のように、企業の社会的責任の解釈はさまざまであるが、労働者の多くが企業

に属し、また、個々の企業も地域との関連も深いことから、社会性、公益性、公共性

のバランスを追求することが、企業に課された社会的責任として理解される。これら

のバランスの程度については、すべての企業にあてはまる客観基準などは存在しない

が、これらすべてを追求する姿勢は、企業にとって不可欠の課題であるといえる。

（3）現代企業の本質

企業の社会的責任とは、社会性、公益性、公共性の３つをバランス良く考えること

であった。これより、現代企業の本質は、以下の３点として表現することができる。

①企業は社会システムの一機関である。

②企業はゴーイングコンサーン（永続事業体）であり、永久的に存続しなければな

らない。

③企業は営利目的として最適利潤を追求すべきである。

まず①については、コーポレートシチズンという考え方に基づくものであり、企業

活動の範囲として営利追求のみにとどまらず、社会の一員としての諸活動を行うべき

とするものである。②については、企業は多くのステークホルダーに支えられてお

り、また、企業と社会は互いに恩恵を授受する関係であることから、永久的に存続し

□社会的責任の是非論から、利益と社会貢献のバランスが重要ということを確認する。
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