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１．はじめに

　中小企業におけるビジネスプラン（business 

plan）の作成が重要であると言われて久しい。

1999年に36年ぶりに中小企業基本法が改定され，

その趣旨が「近代化」と「不利是正」から「創業化」

と「競争条件の整備」を柱とした中小企業創業・

起業化政策へ大きく転換を遂げた。中小企業は

経済活性化のダイナミズムとして評価されるに

至り，創業・起業に加え，既存中小企業の経営

革新（第二創業）が重視された。そこで，創業し

て間もないベンチャー企業や既存中小企業が行

う新規事業の成長を実現するために，その計画

書であるビジネスプラン作成の重要性が主張さ

れてきた。このビジネスプラン作成の重要性は，

ベンチャー企業や既存中小企業の今後の成長可

能性を評価するために，金融機関や地方自治体

などで言われてきたが，最近では，ビジネスプ

ランの作成は，ベンチャー企業や既存の中小企

業が，特に自社の発展を実現するうえで経営上

重要であるという認識が近年ますます高まって

おり，ベンチャー企業あるいは中小企業の多く

がビジネスプラン作成とその計画内容の実現を

目指している。

　本稿では，既存の中小企業に焦点を当て，中

小企業経営者に対するビジネスプランに関する

アンケートデータを基に，日本の中小企業経営

におけるビジネスプラン作成の実態を明らかに

することを目的としている。日本の中小企業経

営におけるビジネスプランに関する研究は，筆

者の知る限り日本国内では乏しいと考える。そ

こで，本研究でまずは日本の中小企業経営にお

けるビジネスプラン作成の実態を把握し，今後

の研究展開のきっかけとしたい。続く第２節で

は，ビジネスプランと中小企業経営にかかる先

行研究を整理しながら，ビジネスプラン作成の

実態を描き出すうえでの検討課題を抽出する。

そして，その検討課題に基づき，第３節では，

日本の中小企業におけるビジネスプラン作成の

実態を，経営指針成文化運動を展開している兵

庫県中小企業家同友会の会員企業に対して実施

した，経営指針にかかるアンケート調査に基づ

くデータから明らかにしていく。後述するが，

経営指針は，経営理念・経営方針・経営計画か

ら構成され，このうち経営理念を除く経営方針・

経営計画がビジネスプランであると位置づけて

いる。このうえで，第４節では，日本の中小企

業経営におけるビジネスプラン作成の実態を

データに則しながら，先行研究と整合的ではな

いと考える問題提起を行い，今後の検討課題を

抽出する。第５節は，本稿のまとめと，中小企

業家同友会の経営指針成文化運動に対する含意

について触れる。
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２．若干の先行研究 
―ビジネスプランを中心として―

　本節では，中小企業経営とビジネスプラン作

成にかかる先行研究をまとめながら，中小企業

経営とビジネスプランにかかるいくつかの論点

について整理していく。

　まず，Cook, K. J. は，中小企業（small business）

にとって「戦略計画（strategic planning）」の作

成が重要であるとする。Cook, K. J. によれば，

ここでいう「戦略計画」とは，「あなた（読者であ

る経営者を想定）の企業を今後どのようにした

いのかについて書かれた文書のこと……ビジョ

ンを表したもの」である（括弧ならびに省略は筆

者による）１）。Cook, K. J. は，中小企業は効果的

な「戦略計画」を作成すべきであると次のように

主張する。「ずさんな計画は乏しい結果しか生ま

ない。これに対して効果的な計画は生産的であ

る。これは効果的な計画を通じて結果を改善す

ることができるためである。仮に自身の計画が

効果的であるとすれば，目標を達成することが

できる見込みを高めることができる。これは，

企業のビジョンと計画努力，そして自身の経営

行動を補強することができる」２）。またCook, K. 

J. は，「要するに効果的な計画とは……ビジネス

における意思決定を改善するもの」であるとし

（省略は筆者による），効果的な計画の作成が，

結果的にはより良いそして見識のある意思決定

へとつながり，成長におけるリスクを最小化で

きるばかりでなく，望ましい成功を成し遂げる

ことができるとしている３）。

　この点については，Perry, S. C. も，アメリカ

における中小企業（small businesses）を対象と

したアンケート調査から，ビジネスプラン作成

の有無が中小企業の失敗にいかなる影響を及ぼ

すかについて論じている４）。Perry, S. C. の言う

「失敗した（failed）」中小企業とは，「破産更正の

ために債権者に損失をもたらした企業」と定義

される５）。その結果，ビジネスプランは多くの

中小企業において未作成であるが，どちらかと

いえば「失敗していない（non－failed）」中小企

業の方が失敗した中小企業と比べてより効果的

なビジネスプランを作成していたと指摘してい

る６）。

　また，Upton, N. らは，アメリカの急成長し

ている家族企業（family firms）を対象としたア

ンケート調査から，事業活動と戦略的なビジネ

スプランの実際について論じている７）。なかで

も，Upton, N. らは，急成長している家族企業

の大多数が，ビジネスプランを作成していると

している。そこでいうビジネスプランとは，事

業の計画を実際の業績に結びつけることができ

るような十分な内容をもつものであるとされる。

この点は，前述のCook, K. J. のビジネスプラン

の定義を支持したものとなっている。また，

Upton, N. らは，アンケート調査結果から，ビ

ジネスプランを作成していくうえにおいて，取

締役会がその作成にたいてい（always）ないし

はいくらかは（sometimes）関与していることを

明らかにした８）。さらに，頻度には程度の差こ

そあれ，家族企業の大多数が，実際の企業の業

績の結果と，目標あるいは計画上の業績とを比

較させながら，全従業員との間で情報を共有し

ていることを明らかにした９）。この従業員との

間における情報共有の必要性については，前述

のCook, K. J. も，次のように指摘している。「戦

術を有効に作用させるための唯一の方法は，組

織の中のすべての人がその戦術を理解し，それ

を行うように方向付けられているような状況で

のみ存在している。あなた（読者である経営者を

想定）一人では，戦術を有効に働かせることはで

きない。したがってまず最初に，あなた（上と同

様）が立てた計画が企業内部で承認される必要

がある」（括弧は筆者による）10）。Cook, K. J. は

戦略計画の内容における従業員との間の情報共

有の必要性を，実行するうえでの必要性として

主張している。

　以上，簡単ではあるが，中小企業経営とビジ

ネスプラン作成にかかる先行研究の概要を紹介
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した。若干の先行研究から得られる検討課題は，

次のようにまとめることができる。

検討課題１：ビジネスプラン作成の有無につい

てである。中小企業において，ビジネスプラ

ンがどのくらい作成されているか。

検討課題２：ビジネスプラン作成によるメリッ

トについてである。ビジネスプラン作成は「結

果を改善することができる」ものであるとさ

れるが，果たして経営においていかなるメ

リットをもたらしているかどうか。

　

検討課題３：ビジネスプランの運用についてで

ある。作成されたビジネスプランの計画内容

どおりに事業を経営しているかどうか。

検討課題４：ビジネスプランの内容における従

　業員との情報共有についてである。ビジネス

　プランの作成者が誰か，また作成したビジネ

　スプランをどのようなかたちで従業員に情報

　を共有しているか。

３．中小企業のビジネスプラン作成の実態 
―同友会の経営指針成文化運動から―

　本節では，前節で提示した４つの検討課題に

沿いながら，データを用いて，日本の中小企業

経営におけるビジネスプラン作成の実態につい

てみていくことにしたい。

（１） データ

　本稿で用いるデータは，中小企業の経営者団

体である兵庫県中小企業家同友会（以下，兵庫同

友会）の会員企業に対して実施したアンケート

調査に基づいている。

　中小企業家同友会（以下，同友会）では，経営

理念とそれに基づく経営方針，経営計画を総称

して経営指針とし，経営指針の成文化運動を展

開している11）。同友会のいう経営理念とは，企

業の目的とは何かを考え，経営にあたっての根

本的な考え方を明示するものである。経営方針

とは，３年から５年くらいの中期の会社のあるべ

き姿と目標を示し，それに到達するための道筋

であり，戦略として表されるものである。経営

計画とは，利益計画を中心とした単年度の具体

的な実行計画を表すものである。本稿では，同

友会のいう経営方針と経営計画を足し合わせた

ものをビジネスプランと捉えている（図１）。

　同友会が展開する経営指針の成文化運動では，

経営理念の成文化が最も重視される項目であり，

その基本は，社員をパートナーとしてみている

かどうかという労使見解が重要視される12）。経

営理念の成文化が，重視されるというべき理由

は，経営方針・経営計画が，経営理念に基づい

て作成されるべきであるという考え方に基づい

ている。したがって，本稿では，ビジネスプラ

ン（経営方針・経営計画）に経営理念を合わせた，
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経営指針に関するデータを用いて，その作成の

実際についてみていくことにしたい。

（２） 調査方法

　上述のように，本稿で用いるデータは，兵庫

同友会の会員企業に対して実施したアンケート

調査に基づいている。本調査は，1997年12月か

ら毎年２回の頻度で実施されている会員企業の

景況調査の一部として実施された特別調査（質

問）である。本調査は，調査方法は郵送であり，

調査対象は定点観測による選定と新規会員など

抽出による選定を基本としている。

　経営指針（経営理念・経営方針・経営計画）に

関する特別調査は，2000年12月，2003年６月，

2006年６月の３回にわたって実施された。本調

査の実施主体は兵庫同友会であるが，調査項目

の設計は筆者が中心に行った13）。以下では，便

宜的に2000年12月に実施された調査を2000年調

査，2003年６月に実施された調査を2003年調査，

そして2006年６月に実施された調査を2006年調

査とする。各調査の回収率ならびに質問項目は

以下のとおりである（表１）

（３） 調査結果

　各調査の質問項目は共通するものもあるが，

それぞれに特有の項目もある。以下では３回に

わたる調査結果を紹介しながら，中小企業経営

における経営指針成文化の実際についてみてい

く。具体的には，次の６点について，つまり①

経営指針の成文化状況，②経営指針作成のメ

リット，③経営指針の運用，④経営指針の活用，

⑤経営指針の発表会，⑥経営指針の作成者，の

諸点についてみていく。

①経営指針の成文化状況（２０００年調査・２００３年調

査・２００６年調査より）

　第１に，経営指針（経営理念・経営方針・経営

戦略）の成文化状況についてみていく。ここでは，

経営指針を成文化しているか否かについて尋ね

た。経営指針の成文化状況については，2000年

調査・2003年調査・2006年調査の全ての調査に

おいて尋ねている。経営指針の成文化状況につ

いては，経営指針をすでに作成している場合，

経営指針のいずれかを作成しているところ（作

成中）である場合，経営指針のいずれも作成して

いない場合，の大きく３つのパターンについて

尋ねた。経営指針をすでに作成している場合は，

経営理念・経営方針・経営戦略についてそれぞ

れ成文化状況を尋ねた。この調査結果をまとめ

たものが，表２である。

　表２によれば，2000年調査では，経営指針（経
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営理念・経営方針・経営計画）を作成している中

小企業は，約30～35％であった。具体的には，

経営理念が約35％，経営方針が約31％，経営計

画が約30％であった。一方で，経営指針を作成

していない中小企業は約45％であった。つまり，

2000年調査では，経営指針（経営理念・経営方

針・経営計画）を作成している中小企業よりも，

経営指針を作成していない中小企業の方が多い

ことがわかる。

　しかしながら，2003年調査では，経営指針（経

営理念・経営方針・経営計画）を作成している中

小企業が約43％～約49％，具体的には，経営理

念が約49％，経営方針が約45％，経営計画が約

43％であったが，一方で経営指針を作成してい

ない中小企業は約21％であった。このことから，

経営指針を作成している中小企業の方が経営指

針を作成していない中小企業と比べて多くなっ

ており，2000年調査と逆の結果になっているこ

とがわかる。

　2006年調査では，経営指針（経営理念・経営方

針・経営計画）を作成している中小企業は約41

～47％，具体的には，経営理念が約47％，経営

方針が約42％，経営計画が約41％であり，経営

指針を作成していない中小企業が約32％であっ

た。このことから，2003年調査と同様に，経営

指針を作成している中小企業の方が経営指針を

作成していない中小企業と比べて多いことがわ

かる。しかしながら200６年調査では，2003年調

査と比べて，経営指針を作成している中小企業

の割合が若干ではあるが下がっている。とは言

え，経営指針を作成している中小企業の絶対数

は増加しており，経営指針を作成している中小

企業が年々増加していると言える。

　以上から，2000年調査，2003年調査，2006年

調査と調査時期が最近になるにつれて，経営指

針（経営理念・経営方針・経営計画）の作成が中

小企業経営において確実に浸透していることを

表していると言える14）。

②経営指針作成のメリット

　第２に，経営指針作成のメリットについてみ

ていく。経営指針を作成し経営を展開していく

うえで，経営上いかなるメリットがあったかと

いうことについて尋ねた。経営指針作成のメ

リットについては，2003年調査と2006年調査で

尋ねた。

　まず，2003年調査は経営指針作成のメリット

について12項目を設定した。項目については，

先行研究を考慮し，そのメリットがどこに帰属

されるかという視点から，まず会社に帰属する

メリットとして存在意義の明確化，経営の改善，

黒字体質の強化，新規事業の立ち上げを設定し

た。そして，これら会社に帰属されるメリット

以外にも，経営者個人に帰属されるメリットと

して経営者自身の経営姿勢の確立を，従業員に

帰属されるメリットとして経営指針の社内共有，

従業員の自発的・創意的行動の表出を設定した。
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2006年調査2003年調査2000年調査

％度数％度数％度　数

47.3％12949.2％12034.9％95経営理念を作成している

41.8％11445.1％11030.9％84経営方針を作成している

40.7％11142.6％10429.4％80経営計画を作成している

14.3％39　6.1％1512.1％33いずれかを作成中

31.9％8720.5％5044.5％121いずれも作成していない

100.0％273100.0％244100.0％272合計



以上は社内的なメリットであるが，さらに社外

的なメリットも設定した15）。つまり取引先に帰

属されるメリットとして取引先からの評価向上，

金融機関からの評価向上を，また地方自治体に

帰属されるメリットとして助成金の獲得，中小

企業経営革新支援法（同法律は2005年に制定さ

れた中小企業新事業活動促進法に発展的に統合

された）の認定を設定した16）。

　2006年調査では，2003年調査で採用した上の

12項目を，帰属先別に，対経営者，対会社，対

従業員，対取引先，対地方自治体という５つに

集約した項目を設定した。また，経営指針作成

のメリットは認知尺度を採用し，「非常にそう思

う」を5点，「全くそう思わない」を１点とする５

点尺度を用いた17）。これらの調査結果を平均値

の高低順に並べたものが，表３（2003年調査）と

表４（2006年調査）である。

　表３（2003年調査）によれば，経営指針作成の

メリットとして，「自分（経営者）自身の経営姿勢

を確立させることができた」（平均値4.15）や，

「わが社の存立意義（事業コンセプトなど）が明

確になった」（平均値4.02）の項目が相対的に高

い数値となっていることがわかる。逆に「助成金

の獲得に役立った」（平均値2.62）や「中小企業経

営革新支援法の認定を受けるのに役立った」

（2.55）の項目は，ともに平均値である３を下
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度数平均値

1224.15自分（経営者）自身の経営姿勢を確立させることができた

1204.02わが社の存立意義（事業コンセプトなど）が明確になった

1203.53経営数値（売上・経常利益・経費削減など）が明確になった

1193.42経営指針の企業内での共有が進んだ

1183.41計画・実行・評価・見直しによって、経営改善が進んだ

1133.36金融機関からの評価が向上した（融資面の成果など）

1193.31黒字体質が強固になってきた　3.31　119

1193.31従業員の経営指針にそった自発的で創意的な行動が表れてきた

1133.27取引先からの評価が向上した（経営姿勢の支持、取引の増大など）

1053.00新規事業を立ち上げる（または軌道に乗せる）ことができた

1022.62助成金の獲得に役立った

982.55中小企業経営革新支援法の認定を受けるのに役立った

度数平均値

1204.41対経営者（例：経営者の経営姿勢の確立など）

1194.27対会社（例：会社の存在意義の明確化、経営改善など）

1223.95対従業員（例：情報共有、モチベーションＵＰなど）

1183.57対取引先（例：取引先・金融機関等からの評価向上など）

1133.04対地方自治体（例：助成金・経営革新支援法の認定に貢献など）



回っており，これらの項目は多くの中小企業に

おいてメリットと感じていないことがわかる。

　表４（2006年調査）で示される項目は，表３に

示した2003年調査の各項目をまとめたものであ

る。具体的には，経営指針作成のメリットが誰

にとってのメリットであるのかという視点から，

対経営者（たとえば経営者の経営姿勢の確立な

ど），対会社（たとえば会社の存在意義の明確化，

経営改善など），対従業員（たとえば情報共有，

モチベーションのアップなど），対取引先（取引

先ならびに金融機関などからの評価向上など），

対地方自治体（たとえば助成金ならびに経営革

新支援法の認定に貢献など）の５つにまとめた。

表４によれば，経営指針作成のメリットは，対

経営者や対会社が上位に上がっており，逆に対

地方自治体は最も低く，2003年調査の結果を支

持したものとなっている。

③経営指針の運用（２００３年調査・２００６年調査）

　第３に，経営指針の運用についてみていく。

作成した経営指針が，その内容に基づき実際の

経営にどのくらいの程度で運用されているかと

いうことについて尋ねた。経営指針の運用につ

いては，2003年調査と2006年調査で尋ねており，

ともに認知尺度を採用し，「内容どおり」を5点，

「基本的に内容と異なる」を１点とする５点尺度

を用いた18）。この調査結果をまとめたものが，

表５である。

　表５によれば，2003年調査では，経営指針（経

営理念・経営方針・経営計画）のなかで，経営理

念と経営方針の数値がそれぞれ3.58，3.49であり，

これは，経営計画の数値が3.15であることと比

べて相対的に高いことがわかる。このことから，

中小企業は，経営計画と比べて，経営理念と経

営方針の方がどちらかと言えばより内容どおり

の運用を行っていると言える。これがまず指摘

できる点である。

　次に2003年調査と2006年調査の調査結果を比

べてみよう。まず経営理念は，2003年調査が3.58

で2006年調査が3.55であるから若干ながら数値

が減少するもほぼ横ばいであることがわかる。

また経営方針も2003年調査が3.49で2006年調査

が3.52であるから若干ながらの増加でほぼ横ば

いであることがわかる。しかしながら，経営計

画についてみると，2003年調査が3.15で2006年

調査が3.34であり，数値が他の経営理念や経営

方針と比べて比較的伸びていることがわかる。

このことから，中小企業の多くは，経営計画と

して記載した数値計画などを「絵に描いた餅」に

終わらせず，計画上の数値を結果として実現し

てきているようになっていると言える。

　最後に，2003年調査も2006年調査も，調査結

果としてはいずれの項目においても全体的に数

値が低いことがわかる。実際に，一番高い数値

でも2003年調査の経営理念の運用度合いが3.58

であり，４点を超えた項目は1つもない。誤解を

恐れずに言えば，全体としては，経営指針（経営

理念・経営方針・経営計画）については，中小企

業の多くが作成はしたものの，内容どおりには

なかなか運用するまでには至らず，「絵に描いた

餅」に終わってしまっているとことを表してい

ると言っても過言ではないかもしれない。

④経営指針の活用（２０００年調査）

　第４に，経営指針の活用についてみていく。

作成した経営指針をどのようなかたちで活用し

ているかということについて尋ねた。活用の方

法については，配布，携行，確認，活用などが

あると考える。このうち，活用先が社内か社外

かで大きく２つに分けた。社内での活用方法に

ついては，社員全員に配布，定期的に（内容を）

確認，毎日確認，会議に携行，業務に携行，の

５つの項目を設定した。また社外での活用方法

については，配布先を考慮し，取引銀行に配布，

助成金・融資の事業計画策定に活用，の２つの
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出所：２００３年、２００６年に実施した各アンケート調査に基づく

2006年調査2003年調査

度数平均値度数平均値

1283.551173.58経営理念

1143.521073.49経営方針

1113.341053.15経営計画



項目を設定した。この調査結果をまとめたもの

が，表６である。

　表６によれば，経営指針の活用の方法として

「社員全員に配布」が最も多く（54.2％），この項

目のみ過半数を超えていることがわかった。同

様に配布するという活用方法としては，「取引銀

行に配布」が約30％であった。しかしながら，内

容の確認という活用の方法については，「定期的

に確認」が約30％と，配布しても内容はあまり確

認しない中小企業が多く，「毎日確認」となると

約10％まで低くなるという結果であることがわ

かる。

⑤経営指針の発表会（２０００年調査）

　第５に，経営指針の発表会についてみていく。

作成した経営指針を社内で発表しているかどう

かということ，また経営指針の発表会の参加者

は誰かということについて尋ねた。

　まず発表会の有無について調査結果をまとめ

たものが，表７である。表7によれば，約78％の

中小企業が経営指針の発表会を行っていること

がわかる。

　次に，経営指針の発表会を行っている中小企

業に対して発表会の参加者は誰かについてであ

る。発表会の参加者として想定されるのは，社

内では幹部社員か，あるいは社員全員か，また

社外を含めば取引先を招待するか，あるいは取

引銀行を招待するかである。発表会の参加者に

関する調査結果をまとめたものが，表８である。

　表８によれば，経営指針の発表会の参加者は，

約79％の中小企業が「社員全員が参加」しており，

この項目が圧倒的に高いことがわかる。

⑥経営指針の作成者（２０００年調査）

　最後に，経営指針の作成者についてみていく。

経営指針は誰が作成しているかということにつ

いて尋ねた。想定される作成者は，社長のみか，

社長と幹部（たとえば取締役や部長など）か社員

全員か，それ以外（その他）かである。経営指針

の作成者に関する調査結果をまとめたものが，
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出所：２０００年に実施したアンケート調査に基づく

％度数

54.264社員全員に配布

32.238定期的に確認

29.735取引銀行に配布

21.225会議に携行

17.821助成金・融資の事業計画策定に活用

11.013毎日確認

5.97その他

4.25業務に携行

％度数

77.690発表会をしている

22.426発表会をしていない

％度数

78.971社員全員が参加

21.119幹部社員のみ

6.76取引銀行招待

5.65取引先招待

％度数

47.556社長と幹部

43.251社長のみ

8.510社員全員

0.81その他



表９である。

　表９によれば，経営指針の作成者は，「社長と

幹部」が約48％，「社長のみ」が約43％と，他の項

目と比べて圧倒的に高い数値であることがわか

る。

４．ディスカッション

　本節では，第２節でとりあげた４つの検討課

題を，第３節で紹介した経営指針に関する調査

結果の内容に基づき，特に中小企業経営とビジ

ネスプランの作成という観点から具体的に検討

していく。

検討課題１：ビジネスプラン作成の有無につい

て。中小企業において，ビジネスプランがど

のくらい作成されているか。

　

　日本の中小企業経営においては，経営指針（経

営理念・経営方針・経営計画）の作成が確実に浸

透していることがわかった（表２による）。した

がって，日本の中小企業において，ビジネスプ

ランの作成が年々着実に浸透しつつあると言え

る。このことは，まず評価すべき点である。し

かしながら，経営指針のなかで高い数値を示し

たのは，ビジネスプランとして表される経営方

針や経営計画というよりかはむしろ，経営理念

であることは留意すべきである。したがって，

日本における中小企業の多くは，経営理念を成

文化しているが，ビジネスプランとして表され

る経営方針や経営計画については，まだ作成し

ていないと言えるのである。この点について先

行研究と整合的ではない。それでは，日本の中

小企業の多くが，まだビジネスプランを作成し

ていないということをどのように考えればよい

のであろうか，という検討課題が新たに生じる。

この点については後述する（以下，同じ）。

検討課題２：ビジネスプラン作成によるメリッ

トについて。ビジネスプラン作成は「結果を改

善することができる」ものであるとされるが，

果たして経営においていかなるメリットをも

たらしているかどうか。

　日本の中小企業経営における経営指針（経営

理念・経営方針・経営計画）作成のメリットは，

会社の存立意義の明確化や経営数値の明確化な

ど対会社に対するものも高い数値を示したが，

それよりも高い数値として示されたのが，経営

者自身の経営姿勢の確立に表される対経営者の

メリットであることがわかった（表３ならびに

表４による）。つまり，日本における中小企業に

とってのビジネスプランは，会社の存立意義を

高めたりするなど会社に対するメリットだけで

なく，経営者個人としてのメリットにおいても

強く表れると言える。この点について先行研究

と整合的ではない。それでは，日本の中小企業

の多くが，ビジネスプラン作成のメリットを経

営者個人のものとして感じていることをどのよ

うに考えればよいのであろうか。

検討課題３：ビジネスプランの運用について。

作成されたビジネスプランの計画内容どおり

に事業を経営しているかどうか。

　日本の中小企業において作成された経営指針

（経営理念・経営方針・経営計画）の運用状況に

ついては，経営理念と経営方針はほぼ変化がみ

られなかったが，経営計画については，この数

年で比較的高い伸びを示した（表５による）。つ

まり，日本における中小企業の多くは，作成さ

れたビジネスプランの数値計画など経営計画的

側面については，この数年にわたって年々内容

どおりに経営にうまく運用しようとしてきてい

ると言える。このことは評価すべきである。し

かしながら，前述のように，日本における中小

企業の多くは，ビジネスプランの内容どおりに

経営に運用しているかといえば必ずしもそうで

はなく，運用の度合いは全体的に（つまり経営理

念・経営方針・経営計画のそれぞれにおいて）低
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い数値になっており，内容どおりに経営に運用

されていない実態がわかった。この点について

先行研究と整合的ではない。それでは，日本の

中小企業の多くが，ビジネスプランを内容どお

りに経営にそれほど運用されていないというこ

とをどのように考えればよいのであろうか。

検討課題４：ビジネスプランの内容における従

業員との情報共有についてである。ビジネス

プランの作成者は誰か，また作成したビジネ

スプランをどのようなかたちで従業員に情報

を共有しているか。

　日本の中小企業の多くは，経営指針を社長の

みあるいは社長と幹部（取締役など）によって作

成している（表９による）。そして，社長ないし

は社長と幹部が作成した経営指針を社員全員に

配布して（表６による），単に配布するだけの企

業もあることにはあるが，多くの場合，経営指

針の発表会を開催し（表７による），社員全員を

参加させながら（表８による），社員との間で経

営指針に関する情報共有を行っていることがわ

かった。つまり，日本における中小企業の多く

は，ビジネスプランを経営者である社長や幹部

などが作成し，発表会というかたちで参加した

従業員にビジネスプランの内容に関する情報を

共有していると言える。この点については，先

行研究の内容と整合的である。

　以上，検討課題を踏まえ，最後の１点を除く

３点の問題提起を行った。再び述べると，①日

本の中小企業の多くが，まだビジネスプランを

作成していないということをどのように考えれ

ばよいのであろうか，②日本の中小企業の多く

が，ビジネスプラン作成のメリットを経営者個

人のものとして感じていることをどのように考

えればよいのであろうか，③日本の中小企業の

多くが，ビジネスプランを内容どおりに経営に

それほど運用されていないということをどのよ

うに考えればよいのであろうか，であった。こ

れらはそれぞれ今後深めるべき検討課題である。

　これらの検討課題について，現段階で言える

分析の展開方向としては，ビジネスプラン作成

と企業属性，つまり企業規模（firm size）や創業

年（firm or business age），さ ら に は 成 果

（performance）などとの関連について分析を展

開することであろう。たとえば，第２節でとり

あげた先行研究のなかでも，たとえば，Perry, 

S. C. は，「ビジネスプランの作成はたとえば従

業員数が５名以下のような企業ではほとんどな

されないという事実がある」とし，続けて「実際，

そのような規模の小さな事業では，ビジネスプ

ランを作成するような価値や有効性は限られて

いる」ことを指摘している19）。また，Upton, N., 

Teal, E. J. and Felan, J. T. も，急成長している企

業を除けば，一般的な小零細の家族企業

（family firms）はビジネスプランを作成してい

ないと指摘している20）。このように，企業規模

とビジネスプラン作成との間には何らかの関係

が生じていることが推察される。この点につい

ては，カナダにおける企業成果，企業規模，経

営上の問題解決について論じたOrser, B. J. ら

も，企業規模別に金融上の成果とビジネスプラ

ン作成の実態が異なっていることを明らかにし

ている21）。もしかしたら，本稿で示した分析の

結果は，サンプルのなかに小零細の個人企業か

家族企業が多く含まれていたためであるかもし

れない。したがって，今後は，中小企業におけ

る企業規模の区別を考慮し，データ分析をいっ

そう深めていくことが求められる。今後の検討

課題である。

５．小結

（１） 本稿のまとめ

　本稿では，ビジネスプランと中小企業経営に

かかる先行研究を整理しながら，４つの検討課題

を抽出した（第２節）。そして，その検討課題に

基づき，日本の中小企業におけるビジネスプラ

ン作成の実態を，経営指針作成運動を展開して
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いる中小企業家同友会の兵庫同友会に対して実

施した，経営指針にかかる3度にわたるアンケー

ト調査に基づくデータから明らかにした（第３

節）。このうえで，日本の中小企業経営における

ビジネスプラン作成の実態をデータに則しなが

ら，先行研究と整合的ではないと考える３点の

問題提起を行い，今後の検討課題を抽出した（第

４節）。本稿は，兵庫県中小企業家同友会の経営

指針成文化運動を事例にとりあげ分析を行った

ため，それでもって日本の中小企業におけるビ

ジネスプラン作成の実態を描いたことには必ず

しもならない。つまり一般論として論じるには

限界があると言わざるを得ない22）。しかしなが

ら，データの制約はあるものの，日本の中小企

業におけるビジネスプラン作成の動向をデータ

で描きだした点で，日本の中小企業経営におけ

るビジネスプラン作成の意義や役割について多

少なりとも描けたことは，今後の同友会におけ

る経営指針成文化運動がいっそう活発になると

ともに，日本の中小企業経営におけるビジネス

プラン研究がいっそう展開していく重要なきっ

かけとなることを期待する。

（２） 同友会運動への含意

　本稿でとりあげたデータでも示されたように，

中小企業におけるビジネスプランの作成者は，

経営者，つまり社長のみか社長と幹部（取締役な

ど）である。社員である従業員はビジネスプラン

の作成に関与していない場合が多い。しかしな

がら，本当にこの作成方法でよいのであろうか，

疑問がある。そこで，最後に，同友会における

経営指針成文化運動のいっそうの活発化を期待

して，経営指針の作成について私見を申し上げ

たい。

　同友会の経営指針成文化運動は，その起源を

辿れば，1975年における労使見解の具現化，つ

まり社員をパートナーとしてみることが経営者

の責任を果たす保証としての取組である。した

がって同友会では，最も重視されるべき経営理

念に，社員である従業員をパートナーであると

表記し，その理念の達成に向けて中小企業経営

者は経営を行っていくことが求められる。そも

そも経営理念は，そもそも経営者が「何のために

経営するのか」を自問自答したものであり，従業

員にはそう簡単に理解できる内容ではない。そ

こで，経営者は，まず自身がいったいどのよう

な会社にしていきたいかという思いを従業員に

伝えるばかりでは不十分であり，自らの思いと

ともに社員である従業員の思いを把握し，従業

員とともに考える会社の方向性を経営方針・経

営計画たるビジネスプランに反映させていくこ

とが求められる。それにより，経営者と社員た

る従業員との間に合意を形成することができ，

従業員をパートナーとしてみる経営理念の実現

に近づくことができると考える。もちろん，以

上は経営者の責務であるが，逆に従業員も，経

営者とともに学び深め実践するなかで，従業員

が自らのものとして自発的・積極的に取組む主

体者になることも必要であろう23）。

　経営者が実現したい思いと目指すべき方向性

をまず明文化し，経営理念とビジネスプラン（経

営指針）を作成する。そして，その経営者が作成

した経営理念とビジネスプランを社員である従

業員に示し，従業員の実現したい思いと目指す

べき方向性とのに間で合意を形成するために調

整をしながら，互いのベクトルを一致させてい

く。企業の安定的発展のためには，この一連の

プロセスをまず確立していくことが必要である

ように思われる。中小企業経営者は，こうした

一連のプロセスを，経営者や従業員の間だけで

なく，企業の経営を取り巻く利害関係者である

顧客や消費者，業界の同業者，企業が立地する

地域住民など生活者，地域の経済や社会，そし

て地球環境にまで広げ，自社を取り巻く経営環

境をどのような環境にしていきたいのか，とい

う思いを究極的に突き詰めれば，その行き着く

先には企業としての社会的存在意義の確立があ

ると考える24）。これはまさに，中小企業の社会

的存在意義の確立を目指した「中小企業憲章」制

定運動の一環であるとも言っても過言ではない
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であろう25）。誤解を恐れずに言えば，中小企業

経営者の経営指針成文化運動の追及と深化の先

に，「中小企業憲章」制定運動が位置づけられる

かもしれない。
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