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Ⅰはじめに
淺田・塘・頼は，2005 年頃から純粋持株会社制を研究対象としてきた。
持株会社（HD）の研究は，法学，経済学，経営学等，広範に行われてきた。実務家の興味は，持
株会社の設立の仕方や，持株会社を利用した組織再編，経営統合に関する具体的な手法に焦点がある
と考えられる。経済学的観点からは持株会社が日本経済に対してどのような影響を持つかというマク
ロな視点，あるいは，「企業の境界」といったテーマで扱われてきた。経営学的観点では企業経営者
にとっての持株会社制の採用の効果に焦点があった。経営統合や組織再編に有効という他にも多くの
持株会社の機能が指摘されている。
、、
筆者の研究の焦点は，なぜ純粋持株会社制が選択されるのかという問題意識と，持株会社制が失敗
する理由はどこにあり成功する持株会社制の必要条件は何かということにあった。また，管理会計研
究者としては，持株会社による事業会社のマネジメント・コントロール・システム(MCS)に興味が
ある。
我々は，文献研究とヒアリング調査を行ううちに，文献上の記述と日本の持株会社の実態には乖離
があること，そして，欧米の理論では説明できない部分があるのかもしれないという印象をもった。
そもそも，独占禁止法により，金融を除いては米国には持株会社は存在しない 1）。
持株会社の成立の過程，性質も異なる。したがって，日本企業の持株会社については，日本経済の
特徴や制度との関連で考察すべきである 2）。
日米のコーポレート・ガバナンスの考え方の違いと組織戦略との関係，環境条件の相違，歴史的経
緯，持株会社の性格，成り立ちにも相違があるはずである。それらを総合的に分析する理論的枠組み
は存在しないのだろうか。
まず最初に，持株会社の定義から始め，我々の研究では直接扱っていない純粋持株会社成立の経緯
を下谷教授による著作を中心に簡単に紹介させていただく。次に，我々の純粋持株会社の研究の概要
を示すべく，過去に書いた論文を中心に論点をまとめる。今回は割愛するが，「企業の境界の研究」
「企業再編の研究」に我々の研究との接点があると考え，我々の研究に欠如している経済学のモデル
で分社化の理由を解釈する可能性があることをここに指摘しておきたい。

Ⅱ 持株会社の意味と歴史
1.持株会社とは何か
一般には，持株会社とは株式所有により他企業を支配する会社のことを意味する。
持株会社には，事業持株会社と純粋持株会社があるとされる。事業持株会社とは，持株会社自体が
事業も営んでいる場合をいう。純粋持株会社とは「自らは特定の事業をもたず専ら企業ないし当該の
企業グループ戦略の策定にあたり，そのグループ企業すなわち従属会社に対し戦略遂行を指揮してい
く」会社を指す 3）。

1）持株会社が適合する企業は多角化企業かと思われるが，多角化は Barney らの戦略論では，コングロマリット・
ディスカウントの懸念から否定的にみられている。
日米企業の多角化の程度に関する研究では，第１に，1990 年代には日本の方が多角化の程度が低くなり，第２に，
日本企業の方が関連した事業に多角化する傾向が強いという（伊藤（2006）p.399)。第１の点からは持株会社をとる
必然性は低くなるが，第２の点からは，関連多角化によるシナジー効果は，HD 制をとる理由と考えられる。
また，伊藤教授らは，複数の事業が存在するケースとして，①複数の事業を組織内部に事業部としてもつ場合，
②事業を少なくとも一つ持つ場合：事業持株会社，③両事業とも別会社にする場合：純粋持株会社をあげ，②より
①③の方が最適になるケースが多いという（伊藤他(1996)p.178）。③が最適ということになると純粋持株会社をとる
理由となるが，①の事業部制でも良いといえる。しかも，多くの大企業は事業持株会社であることから考えると，
この結果は意外である。
2）純粋持株会社が日本で増加した理由を考える場合に，「経済システムをさまざまな制度の集まり（青木(2006)p.
1）」とみる見方が有力である。
3）高橋（2007）p.143。頼（2009）では，(1)純粋持株会社の定義と目的，(2)純粋持株会社の機能と役割，(3)純粋
持株会社制の形態と設立プロセスについて解説している。
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Williamson らの定義では，持株会社制とは「司令部をなすユニットと，これとは分離した事業を
営む諸部分とのあいだの統制が限られていて，しばしば非系統的であるような，緩い形の事業部制で
ある。」とされ，事業部制の一種とされる。ただし，ここでいう事業部とは，かなり自律性の高いも
4）
のを指している 。
米国の事業部は，Chandler による分類で M 型構造(多数事業部制)という組織形態である。事業部
は製品別あるいは地域別に編成され，各事業部の中は職能別組織である，自己充足的な事業部を意味
5）
している 。
Williamson は，さらに，事業部をいくつかに分類し，内部的統制機構が欠如しているもので，事
6）
業部が子会社として親会社と結ばれている場合を持株会社（Ｈ型）としている 。この定義では，
持株会社制は，親会社ー子会社関係を意味している。事業部制は，内部的な統制機構を持っているも
のの中にも，「業務的決定と戦略的決定が分離しているもの」から「本社が業務的事項に広範に関与
するもの」まで幅がある。ここで，戦略的決定とは，事業部間の資源配分を含む計画，評価，統制の
ことである 7）。
2.分社制の研究における持株会社制の位置づけ
以上のような米国における研究があるものの，日本の事業部制，持株会社制は，Williamson らの
分類や理論ではうまく説明できない可能性がある。米国の事業部は，自律性の高い一つの企業のよう
な存在であることが多い。それに対して，日本の事業部には比較的規模の小さな職能別事業部である
ことが多いと言われてきた。筆者は，持株会社制も日本特殊事情の中で発生してきたもので，その生
8）
い立ち，存在理由，性質が他国のものとは必ずしも同一ではないと考えている 。
分社制という場合，事業部制，カンパニー制，事業持株会社制，純粋持株会社制等があり，この順
に分権化の程度が高まるという見方がある。前者２つは社内分社，後者２つは社外分社である。だ
が，社外分社の方が社内分社よりも分権化の程度が高いとは単純に言えない。別法人であるとして
も，実質的に親会社の内部組織にすぎない場合もあろう。前川製作所の独法制はその一例であった
9）
。逆に，巨大総合商社では，一つの会社の中の事業部門がそれぞれ別会社のように機能している。
また，日本企業の持株会社では，戦略的決定と業務的決定が必ずしも分離していない。
現実の組織は，本当は簡単に類型化できるものではなく，本社・事業部の中が職能別組織であり，
事業部の下に子会社がぶら下がっていたり，中間持株会社が存在している複雑な形をしている。ある
総合商社への訪問調査では組織図の区分と管理の区分の異なっているケースがあった。
分社制という点では，事業部制，カンパニー制の研究と共通点が少なくないが，持株会社制は一企
業内ではなく，企業集団内外との関係性を考慮しなければならない。純粋持株会社と事業会社，総合
商社のような巨大な本体を中心にして子会社･関連会社が企業集団を構成している場合とでは，コン
トロールの内容は随分違うであろう。
分社制の研究の延長上として，我々は純粋持株会社，総合商社を研究対象としてきた。両者には共
通する研究課題もあるが，次元の違う課題があるように思う。
3.日本における持株会社制出現の背景（下谷教授の研究）
では，戦後，財閥が解体され，禁止されていたはずの持株会社が日本においてなぜ解禁になったの
か，解禁に至るまでの経緯と背景はどこにあったのか。日本特殊的な組織として日本の持株会社を捉
えると持株会社はどういう意味をもつのだろうか。
(1)規制緩和の影響
持株会社の経済学的，経済史的分析は下谷教授の著作（2006）（2009）に詳しい。下谷(2009)の前
書きにおいて，下谷教授は，持株会社の本来的機能や日本における特殊的位置づけについての言及は
少ないと指摘され，日本企業の株式所有の歴史的経緯と特徴について次のように述べておられる。
第 1 に，「自社の筆頭株主は自社」である。これは，1994 年に上場企業に自社株買いが解禁され
た結果であった。「自社株買い」解禁の理由は財界や大企業からの強い要請（バブル崩壊による株価

4）Williamson（2009）p.238.
5）Ibid.,（2009）p.229.
6）Ibid., p.249.
7）Ibid.,p.230,pp.248-251.
8）林他(2001)参照。
9）頼(2001)p.173.
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下落の抑制）にあったという。自社株を買い消却すれば，一株あたり利益と資本利益率の向上が可能
になる。また，「従業員株式所有制度」による従業員の資産形成や株主安定化も可能になるからであ
る。株主の安定化は，企業が相互に株を持ち合うことによっても実現される。この「自社株買い」の
他にもいくつかの「自由化」が進むことになったが，その基本的契機の一つとして「持株会社の解
禁」があったという 10）。
第 2 に，下谷教授があげているのは「法人資本主義」から「ファンド資本主義」への移行という
変化である。
以前は，法人間での株式の相互持合により，他社株式の最大保有者は法人企業であるという状態に
あった。ところがバブル経済の崩壊後は，銀行，保険会社，事業法人等による法人株主の株式保有比
率は低下し，相互持合も解消傾向にあった。しかも，外国人株主の増加（年金基金等の機関投資
家），投資信託比率の増加傾向がみられたという。こうしてできた「投資ファンド」は個人からの資
金や株式の信託を受け分散投資を行うものであるが，金融機関からの多額の「借入金」で運用されて
いるものも多いという。投資ファンドによる M&A，TOB，過大な配当要求などが行われるように
なった。その問題点は，「公正さを確保するための制度やルールが未整備」なまま企業が売買される
ようになった点にあるという。さらに「グローバル化」と「持株会社の解禁」は，長期的雇用慣行の
崩壊，株主重視の経営，その後，事業会社による M&A の増加に大いに貢献したという 11）。
(2)純粋持株会社の解禁
戦後，財閥の解体，独占禁止法第九条で持株会社の設立が禁止され，第十条で事業会社による他社
株の所有が禁止された。ただし，第十条には例外規定があった。第十条第二項に，他社株の所有が認
められる場合として，「分社化によって形成された親子型の「縦の結合関係」（垂直的補完）の場合」
は他社株式の所有が可能とされ，その本来の趣旨は，「非関連業の他社株所有を阻止すること」であ
った。「多種（異種）の産業分野にまたがる「コングロマリット的結合体」の再出現」は私的独占や
不当な取引制限が行われ易くなるからであったと下谷教授は述べている 12）。西欧の場合は一つの産
業を基礎とする企業結合であったことから，財閥は日本特殊的なものだったという。1949 年，1953
年の独禁法第十条の改正により，他社株の所有は原則解禁され，実質的に持株会社の設立は解禁され
た。だが，第九条では，持株会社の設立を禁止している。これは矛盾するようにみえる。しかし，第
九条でいう持株会社は純粋持株会社を意味することで，純粋持株会社のみが禁止されていた。他の会
社の事業活動を支配するだけではなく，他にも「主たる事業を営む」会社は「事業持株会社」として
容認されるようになった 13）。
一般に，1997 年に持株会社が解禁されたといわれている。下谷教授が述べているように，1949
年
、、
には実際上解禁されていたとすれば，1997 年の解禁とは「純粋持株会社の解禁」であった。
Ⅲ 我々の純粋持株会社制の研究
(1)訪問調査した日本企業の純粋持株会社の現状と分類
純粋持株会社制に関する従来の研究は，欧米と日本の持株会社（HD）を同じ論理で説明しようと
するものが多かった。だが，我々のヒアリング調査では，これまで文献上にみられる説明とは異なる
持株会社の現状が明らかになった。淺田・塘・頼 (2008)では，日本企業の持株会社は欧米の持株会
社とは違った頑健性をもち革新的である可能性を指摘した。
インタビュー調査をした持株会社には，以下のような事例が見られた。
「・創業者が息子に事業を承継するために，持株会社制をとる例がある。
・持株会社制をとりながら，同時にカンパニー制をとっている事例がある。
・持株会社化しながら子会社を上場する例がある。
・企業は，必ずしも 株主価値を最大化するために HD を設立しているのではない。
・ほとんど事業に口を出せない，子会社からお金も回収できない弱い HD が存在している。
・戦略機能を持たない持株会社が存在している。
・「場の理論」で 説明されるようなやり方で求心力を高めるために持株会社化している。14）」

10）下谷（2009）p.2，p.7.
11）Ibid.,pp.13-14.
12）下谷（2009）p.43，pp.45-46.
13）Ibid.,p.53,p.57,p.58.
14）淺田・塘・頼（2008)pp.107-108.
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図１

我々が当初インタビュー調査した組織再編の事例

また，淺田・塘・頼(2008)では，HD 制をとる諸目的の中でも，特に収益性向上を目指したリス
トラクチャリング目的に注目した。その理由は，業績がよくない企業が組織を再編している事例が散
見されたからである。
組織再編のパターンには大別して二つある。一つは別個の複数の企業を持株会社の下にぶら下げる
「統合型（合併代替）」である。もう一つは企業集団を再編する「グループ再編型」である。
塘教授は，後者をさらに次の三つに分類した。すなわち，①カンパニー制をとっている会社が持株
会社へ移行する「会社分割型」，②初めから子会社として独立していた場合，統合型と同じように吸
収分割・株式交換する「親子並列型」，③別会社としていた事業と事業を再統合し，それぞれのグル
ープ内で再編する「会社統合型」である。
さらに，塘教授は，図１のように，グループ内だけかグループ間の企業も含めた再編かという区分
の縦軸と，ポートフォリオ型再編とリストラクチュアリング型再編という横軸で４つの区分に分け，
インタビューした企業をこの上に配置した。
この図で，ポートフォリオ型とは，HD の下に独立会社をぶら下げたままで完全に合併しない状
態をいう。前述の合併代替である。リストラクチュアリング型とは，分社・合併のような組織再編を
伴う場合をいう。MCS がフラットか重層構造かという区別は，後者は持株会社と事業会社の間に中
核会社ないし本社が存在して，これが実質的に戦略の策定や意思決定をする場合をいう 15）。
図２

塘教授による HD の動態的分類（淺田･塘･頼(2008)p.110）
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縦軸のグループ間とは傘下のグループ企業を含めて結合している意味である。
横軸は組織を再編しない結合をﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ型、再編を伴うものをﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞ型とした。
□内は事業会社の数（研究所、機能子会社を除く）
三菱ｹﾐｶﾙHDは、ｳｪﾙﾌｧｰﾏの田辺製薬との合併予定、三菱樹脂の100%子会社化予定を含む
この図はHD化に伴う組織変化について資本関係を基準に動的に捉えたものである。

15）Ibid.,pp.109-112.
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５

これらの分類は，HD の三分類（財務戦略型，戦略計画型，戦略管理型）が適合しにくい日本企
業の持株会社制の新たな分類である 16）。
表 1 HD の三分類の例（頼(2009)p.100）
淺田(2005)

浜田(2006)

戦略管理型

小沼(2002)(2008)

グループ本社主導型

（対話，HD と事業
会社の役員分離）

戦略創造型

（具達的目標まで決定）

（トップダウン）

事業部門・関係会社主導型

計画管理型

戦略計画型

（ボトムアップ）

財務管理型（会社間の関係薄い，
財務戦略型

>

シナジーなし）

財務管理型

次に，持株会社という組織構造がとられた狙いについてである。その段階での発見事項は以下のと
おりであった。
「１．純粋持株会社は，カンパニー制の発展型とは必ずしも言えない。」「２．中核事業会社の括り
が大きな HD ではカンパニー制等を併用した MCS 形態をとる。」「３．純粋持株会社制の採用にあ
たっては，コングロマリット・ディスカウント 17）の回避が課題となる。」中核事業会社の上場によ
り，これを回避しようとする企業がある。「４.HD に対する配当と内部留保先は，HD と中核事業会
社のパワー関係を表す。」「グループ全体の資源配分機能を重視する企業ほど，」（中核事業会社に力を
もたせたくない企業ほど，）利益を配当の形でＨＤへ吸い上げ，「中核事業会社に内部留保させない傾
18）
向がある」 。
(2)日本企業の純粋持株会社制の特徴と課題
淺田・塘・頼(2008)では，文献上の持株会社に関する記述と現実の純粋持株会社の乖離に注目し
ている。淺田･頼･塘(2009)でも，日本型持株会社制があるという仮説を立てている。
第 1 に，日本の持株会社には独自性があることを指摘している。持株会社はヨーロッパ企業にも
若干みられるものの，米国では金融業を除いてほとんどみられないこと，日本企業の持株会社は株主
価値最大化を前提としないで従業員や銀行などの様々な利害関係者の利益に配慮してきたこと，救済
合併や，シナジーのない非関連多角化や，本社機能を十分に果たせない「名ばかり HD」が存在し
ていること等が，訪問調査により明らかになった。我々はここで，マルチ・ステークホルダーを前提
としてきた「日本型 HD 制」に対し，株主価値重視の米国型とのハイブリッドの「新日本型」とい
う新しいタイプの HD を提示している。
表 2 日本と欧米の HD のタイプ （頼(2009)p.122, 淺田･頼･塘(2011)p.71）
ＨＤ－Ｊタイプ
これまでの日本型
経営者・従業員・顧客中心
（より以前は銀行も含む）
売上高最大化重視
成長（売上高・利益）
非財務指標←
中心
ＨＤ－Ｄタイプ
ドイツ型

ＨＤ－ＮＪタイプ
新日本型（米国型の模倣）
株主中心
株主価値重視
（投資効率効率・株価重視等）

複数の
利害
関係者
統治ベース
株

主

→財務指標
中心
ＨＤ－Ａタイプ
米国型（短期経営）

※日本企業では，事業の成長により雇用を創出することによる地域社会への貢献，従業員の満足度向上，経営者の自己保
身などの複数のステークホルダーにとってのメリットが重視されている。日本企業の HD 制は，誰の利害を重視してどう
19）
いう指標で企業統治を行っているかという２つの軸でごく大ざっぱな分類をすれば，表２のように位置づけられる
。

16）持株会社を支配力や機能により分類する試みについては，いくつかあり，頼(2009）で検討している。
17）Barney(2007)p.104, 淺田･塘・頼(2008)p.113.
18）淺田･塘・頼(2008)p.116.
19）頼(2009)参照。日本型持株会社の特性として，(1)分社化しながら企業グループとして集権化していること，
(2)決定と執行の重複，(3)株主価値最大化を必ずしも第１に考えていないこと，(4)双対性原理で説明されるような
MCS（半水平的コーディネーション）（青木(1992)p.61），(5)求心力の維持と人材育成のための人の異動と兼任等を
あげている。
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第２に，HD 制がとられる理由について考察している。それは，HD 制をとることによるメリット
がデメリットを凌ぐからである。しかし，中には多角化の行き過ぎの反動で HD 制を廃止してカン
パニー制に戻った例も散見される。
＊責任の明確化と「もたれあい」の解消
「責任の明確化」は，職能別組織や日本型事業部制等の社内分社では困難である。それは，部門や事
業部の業績は，内部振替や本社費の配賦により影響を受けるからである。換言すれば，相互依存性の
あるセグメント間の業績をどう切り分けるかが課題となる。事業部間の「もたれあい」は，損失がで
ている事業と利益がでている事業との損益を相殺するという相互扶助的な関係を意味する。しかし，
経済状況が厳しくなり，どの事業部も業績が低迷すると，他の事業部の損失をカバーする余裕がなく
なる。つまり，事業の「選択と集中」を進めなくてはならなくなる。そこで，責任を明確化するため
20）
に分社化して各事業会社の業績を測定する 。そして，事業会社毎の業績に基づき，あるいは事業
会社毎の将来性に応じて「組織再編」をすることになる。
純粋持株会社制を採用し，分社化すると，「組織再編」が容易になると言われている。組織再編の
重要目的の一つは事業の「選択と集中」により企業価値あるいは株主価値を最大化することである。
「選択と集中」とは，将来性のない事業は廃止し，将来性のありそうな事業を選択し資源をコアとな
る事業に集中することを意味している。ポジショニングビューの戦略論に基づけば，現在儲かりそう
な事業に資源を集中し他は切り捨てることになるが，将来，事業化するために必要な経営資源を失う
リスクがある。
将来性がなくても創業以来本業であった事業から撤退するのは容易なことではない。事業持株会社
の場合は，持株会社の中にある事業が優遇されがちになる。これも独立させるのが純粋持株会社制で
あり，純粋持株会社制を採用することで，すべての事業は並列に並べられる。そこで，本業であって
も業績が悪い事業ならば事業を縮小・売却・廃止し易くなる。勿論，事業を廃止したり，新規事業を
興すには，HD の強いリーダーシップが必須である。さらに真の「もたれあいの解消」には資本関
係もなくすために子会社の上場（IPO）まで考慮すべきである。1 ー(1)で指摘した上場子会社が現
存する理由の一つはここにあろう。
HD 制のメリット・デメリットについて，頼(2009)では，以下のように，インタビューから得た
回答をまとめている。各項目の後に記されている企業名は，一例として記されているだけである。そ
れらの諸項目は並列的なものではなく，各企業は複数のメリットを期待しており，それらの優先順位
も異なる。これまでの文献上の記述と実際の持株会社とでは乖離があると考えられる 21）。
①持株会社制のメリット
• ビジネスドメインが明確になり，事業を厳正に評価できるようになる。投資効率，キャッシュま
でも事業ごとにみることができるようになる（資源配分，投資基準，撤退基準などのポートフォリオ
・マネジメント）：三菱化学
• 合併代替（企業統合に際して発生するコンフリクトの回避）：双日
ここで，コンフリクトとは，M&A に際して発生する企業文化の衝突，インフルエンス・コスト
の発生，約束違反の事である。
• 市場対応の迅速化。：コニカミノルタ，同和 HD，新日鉱 HD
• 株主の富の増大：コニカミノルタ
• 統合によるコスト削減効果：JFE。組織再編時の解雇による人件費削減：双日。子会社の給与水準
を親会社より低くすることによる人件費節約。
• 社内に競争原理・市場原理を持ち込むこと（たとえば，業績に応じてボーナスや社内金利に差を
つける等。ただし，これはカンパニー制でも可能）：同和 HD
• 組織再編が容易になること：三菱化学。事業の統廃合が容易になること：双日
その組織再編の目的として，M&A は，他社が有する資源をすばやく入手すること。互いのもつ
技術とブランド価値の活用：住生活グループ。逆に，将来性のない事業から撤退しやすいこと。
• 多角化によるリスク分散：コニカミノルタ，旭化成
• 事業部長よりも社長の方が権限が大きいので「肩書き」の価値があり，インセンティブになるこ

20）分社化により財務面での「透明性の向上」が期待できるという見解がある。しかし ，外部的には連結財務諸
表のみを公開して個別財務諸表を公開しないことによって，かえって「透明性が低下」したとも言える。ところが
質問票調査では「開示情報の削減」という項目は，かなり順位が低くなっている。
21）淺田・頼・塘ｍ（2009）pp.69-70 も参照.
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と。
②持株会社制のデメリット
HD 制には問題点もある。a.HD の求心力が弱過ぎる場合，事業会社間に社内分社よりも高い壁を
築いたことによって，経営資源（ヒト，モノ，カネ）が事業会社間で移動しにくくなる。各事業会社
毎の機会主義的行動がとられる可能性が高くなる。b.無関連な事業が乱立することでコングロマリ
ット・ディスカウントが発生する。株式市場において低い評価しか得られないという結果になる。多
角化し過ぎて HD が事業会社の事業を熟知していないため，最適なポートフォリオを組むことがで
きない場合には，この問題が顕在化する。c.，M&A の際には，組織文化の衝突や経営システムの統
合，人員整理および重複した工場や事業所の削減に時間がかかるという問題が起こる。d.事業会社
毎に機能を独立にして分散する場合は，各機能を一カ所にまとめる場合よりもコスト的に大きくなる
ことが多い。e.組織再編の一種である「子会社の上場」は，①子会社の事業と親会社と事業とが類
似している場合は競合し，②自律性が高まることによって，100 ％子会社の場合に比べてグループ
全体のマネジメントが困難になる 22）。
第３に，HD 制失敗のケースを受けて，企業統治機能を強化する必要性について述べている。
すなわち，求心力を維持するために人事・財務・事業ドメインの決定権を HD が握っておくこと
や，必要に応じて HD が事業会社間の調整に介入できることが重要である。
また，企業経営責任と事業経営責任を分離すること。前者は，資源配分，事業の最適な組合せとそ
のための組織再編を意味している。法人と事業としての責任区分を一致させるような業績報告システ
ム，マネジメント環境の整備が必要である。
23）
第４に，「ポートフォリオ・マネジメント（PPM） 」や，「人の異動の仕組」をうまく構築する
よう工夫することにより，求心力と遠心力のバランスをうまくとることで，株主価値を最大化できる
可能性は高まる。
PPM は，リスクにみあったリターンが得られるよう資源を配分する技法である。一般に PPM
は，縦軸に市場の魅力度，横軸に事業の強み，あるいは相対的市場シェアをとったものが標準であ
る。興味深いことは，我々の調査対象企業では，経済的付加価値，総資本利益率を使用しているケー
スがあったことである。これは，事業が複数ある場合，業界の定義，成長性の測定に時間とコストが
かかるからであると塘教授は指摘している。また，三菱商事では，縦軸に MCVA という尺度を使用
し，リスクを資本コストに算入している点が特徴的である。
他方，調査対象企業のいくつかについて，HD と事業会社，事業会社間での人事異動の制度がみ
られた。これらは，情報共有化の仕組みであり，求心力の維持やジェネラリスト養成といった意味あ
いもあると推測される。そして，戦略的 MCS では，以上の PPM や人事異動の仕組を重視する程度
は変化する。また，戦略的 MCS では戦略的ミッション志向を重視している 24）。
(3)純粋持株会社における人事・資本コントロール
塘・頼・淺田(2011)，頼・塘･淺田（2012）では，特に，求心力・遠心力のバランスをとるという
課題を中心に議論した。
HD 制の失敗要因としては，(1)純粋持株会社の本社がコーポレートセンターとしての機能を果た
せないこと，(2)事業会社間に壁ができ，全体が見渡せなくなったこと，(3)全体業績よりも事業業
績を優先させる結果となっていたこと，等がある。このうち，(1)については，本社をスリム化し過
ぎたこともあるが，HD の求心力が事業会社の遠心力よりも弱いことにある。
ここで，求心力・遠心力は，経営資源の所有，その利用に影響力をもっている程度に依存する。具
体的内容としては，人事，資金調達や収入，戦略の策定・執行，監査機能の有無，役員の兼任による
情報共有，経営理念やカリスマ経営者の存在等が考えられる（表３参照）。

22）Ibid.,（2009）pp.70-71.
23）ポートフォリオ・マネジメントについては，塘（2009）参照。
24）淺田・塘・頼,(2009)pp.73-74.
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ｓ表３ 求心力と遠心力の構成要素）頼(2011)p.18, 塘･頼･淺田(2011)p.28
HDの求心力
事業会社のトップの人事権
資金の調達と配分の権限
投資を決定する権限

事業会社の遠心力

人事

事業会社の人事権

資金の調達 単独で資金の借入ができる程度
投資決定
の金額

投資を単独で決定できる権限（投資
金額の上限）

事業会社から配当、HDが提供する
サービスに対する対価の支払い（収入
が多いほどHDは強くなる）

HDの収入

全社戦略の策定、および事業戦略の
策定および実行への介入

戦略策定と 事業戦略の策定と実行
実行

事業会社を監督する機能確保の程度

監査

配当、サービスの対価の金額の大き
さ、利益留保の許容範囲

親会社による監査に対する参加・協
力の程度

HDのメンバーが事業会社に出向して
いる程度

役員の兼任 事業会社の社長がHDの役員を兼任
と情報共有 しているか否か

HDのスタッフの数、HDに集中している
機能の数、不動産の所有

HDと事業会 事業会社の規模、不動産や無形資
社の規模 産の所有

全社的経営理念の浸透やカリスマ的
トップの存在

経営理念と 事業会社独自の経営理念やトップの
存在
経営者

塘・頼・淺田(2011)では，HD の求心力の強化方法としては，「組織と人事管理システム」の工夫
をあげている（a.職能横断的組織の構築，b.各種会議の開催，c.HD と事業会社，事業会社間の人事
異動，d.HD と事業会社間の役員の兼任，e.フェイス・ツー・フェイスのコミュニケーション，f.親
睦の行事，g.ゼネラリストの養成, ｈ.チーフ・オフィサーの設置，i.自部門重視になる成果主義の
悪影響の除去，j.HD への人事の一元化など）。これらを提示した後，頼は，DOWA HD，富士電機
25）
HD 等の事例でそれらの一部を具体的に説明している 。
これらの人事コントロールと並んで，もう一つの HD の求心力の強化方法は「資金調達と配分の
HD での統括」である。換言すれば，HD による事業会社の資本コントロールである。塘教授は,富
士電機と JFE HD の事例で，有利子負債に焦点をあてて HD 単独で何%資金調達をしているかを測
定することにより，HD の財務面でのパワーを測定している 26）。
頼(2011)では，塘・頼・淺田(2012)の上述の富士電機と JFE の比較分析を，イオンとセブン＆ア
イ HD のケースにデータを置き換えて若干の修正を提案している。そして，総合的に求心力と遠心
力のバランスがとれている状態にあるのかを総合的に測定する方法，さらに，バランスのとれた状態
へ導く具体的ツールを開発することが課題であるとした。
頼(2011), 頼・淺田・塘（2012）では，事例研究を通じて得られた結果をもとに，各事業会社の
遠心力に対抗できるグループ全体を統治する力としての求心力を強化する方法を提案している。
純粋持株会社制を採用している企業グループを観察すると，事業間での関連性が少なく事業毎に別
々の意思決定をする方が合理的な多角化企業，M&A など組織再編を行う必要性の高い企業，ある
いは，グローバル企業で，地域・国単位に事業構造を区分している企業が多い印象がある。それらの
グループ全体を統括する純粋持株会社は，経営資源を必要に応じて HD の支配下に置けるようなマ
ネジメント・コントロールの仕組み（戦略に対応した方針設定・業績評価・動機づけ）を必要として
いる。
頼(2011)，頼・塘・淺田(2012)では，イオン HD とセブン＆アイ HD の事例から，なぜ持株会社
化の必要があったのかを具体的に明らかにすると共に，分権化の行き過ぎが企業の業績に負の影響を
与える危険性があることを説明しようとしている。そして，その弊害を緩和するために，事業会社間
に横串を刺す仕組みや，それの導入により管理機能の重複を共通化する仕組み等について検討してい

25）塘･頼･淺田(2011)p.29.
26）塘教授によれば，HD 単独と連結 B/S の各負債項目の数値が一致していれば HD のみで負債による資金調達をし
ていることがわかり，連結の方が大きければ，子会社も外部から資金調達をしていることになる。さらに富士電機
HD について，注記の偶発債務の項をみることで，HD が金融子会社と富士電機デバイステクノロジーの債務保証を
していることから，子会社独自の資金調達も行われていることが発見された。さらに，HD 制採用企業 131 社につい
て資金調達機能が HD にある会社と子会社にある会社について分析が行われた結果，HD 制を採用していても，HD
調達比率が 10%以下が 26%，90%超が 29%と両極に分かれていることが明らかにされた。
それに関連して，リストラクチャリング型 HD では，HD 主体の資金調達になっており，HD が財務コントロール
を行っているのに対し，ポートフォリオ型 HD では，合併代替や連邦型の HD なので，事業会社主体のコントロール
になっているため資金調達も事業会社主体になっているという仮説が立てられている。勿論，資金調達だけがパワ
ーの源泉ではないが，重要なパワーの源泉ではある（塘･頼･淺田(2011)p.34）。
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る。さらに，不採算事業や不採算店の廃止，「選択と集中」のためには本社が統治能力をもつこと
や，人の異動と資金調達力を HD が握ることが重要であること等，いくつかの事例から得られた知
見をまとめている。
(4)経営統合と組織再編の事例
頼(2013)では，阪急と阪神に焦点をあて，経営統合とその後の組織再編の経過を具体的に解釈・
解説している。HD 制を採用する理由といっても，個別事情によりさまざまである。ただ，「合併代
替」と「組織再編」という目的で HD 制を選択しているケースは少なくない。HD 制を採用する
と，事業の抜本的な再編成，新規事業への参入と現在の事業からの撤退がやりやすくなるようであ
る。
また，純粋持株会社制をとるメリットが予想される企業は，多角化戦略をとっている企業であろ
う。事業形態が違いすぎる場合，独立した企業として自律性をもたせることが意思決定上効率的であ
り，前述のように独立的業績測定をして責任をもたせれば「もたれあい」を抑制できる可能性が高く
なる。
本事例の場合，百貨店事業のように，阪急百貨店と阪神百貨店それぞれの特長を残して「棲み分
け」するために故意に完全に合併しない（合併代替）事業もあれば，流通，旅行・国際輸送事業のよ
うに，果敢に「組織再編」「選択と集中」を進めた事業もある。他方，鉄道業と不動産業と百貨店事
業の間にはシナジー効果が期待されている。また，コスト削減のためか各事業の共通サービスを集中
したり，PM/BM 事業のように子会社群を業種別に集約・再編した例もある。集客の点でシナジー
効果が確認されたということは，本事例は関連多角化であったことになる。
短期的な財務数値の結果からHD化が成功であったかどうかを確認することはできなかったが，HD制
を継続しているということはメリットがあると考えられていたからであろう。
(5)質問票調査
メルコ学術振興財団による研究助成 2012 年度「日本型グローバル企業のマネジメント・コント
ロール・システム」，科学研究費補助金（基盤研究（C)）（一般）(2011-2014)「21 世紀型企業組織
と戦略実行のための管理会計システムの研究」の最終年度において，我々は純粋持株会社 238 社に
質問票を送付した。
Ⅳ 結び
我々の純粋持株会社の研究は，文献，有価証券報告書等，企業が発信している情報，訪問調査に基
づき，個別事例より仮説を発見することから開始した。同時に管理会計の周辺の研究成果にも注目し
ている。我々の研究に欠けているもの，それは歴史的考察，比較制度分析，そして持株会社の事例を
解釈するための総合的理論的枠組である。
伊藤教授らによれば，「日本企業は本体をスリム化・同質化する誘因」をもっており，「企業の境界
27）
をあまり外へ拡張しない傾向を生み出している」という 。企業の境界は企業システムと関連して
決まると考える見解は興味深い。しかし，現実には，大きな本社を縮小しない HD や，本体自体が
巨大な総合商社が存在する。日本企業でも，選択と集中だけでなく同時に盛んに M&A を行ってい
る企業がある。それらを統合的に説明できる理論フレームワークはまだできていない。管理会計研究
者の使命は，会計情報を基礎に企業の実態を築像することではないかと考える。今後，個別事例から
得られたデータの蓄積を解釈できる理論フレームワークを構築したい。
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