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今週の実務知識

• 財務諸表

• 貸借（たいしゃく）対照表

• 損益計算書

• 利益処分計算書



貸借対照表
• 流動性資産
　　現金、受取手形、小切手投資株式（す

ぐに現金化可能）

• 固定性資産
　　土地、建物、特許権

• 流動性負債
　　支払手形、買掛金（年度内に支払い義

務）

• 固定性負債

　　1年を超える支払期限の負債

• 資本金
　　返済義務のない資金
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利益が出ても倒産する！

• 資本金が小さい、流動性資産が大きい

• 黒字倒産の可能性
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損益計算書（商業の場合）

利益には種類がある
売上　　　　　　　　　　　XXXX

売上原価　　 　　　　　XXXX

売上総利益　　 　　XXX

販売および一般管理費　XXX

営業利益（損失）　　　　　XXX

営業外収益（費用）　　　　XXX

特別利益（損失）　　　　　 XXX

当期純利益（損失）　　　　　XX

売上の20%
以上が普通

通常の営業の結果
ここを見るべき

災害などがあると

一般に利益といえば



今日学ぶべきこと

• マズローの５段階欲求仮説

• ハーズバーグの2要因仮説

• マクレガーのＸ理論Ｙ理論



人間関係論から

前回の人間関係論から

人は金だけでは動かない

不満は、言葉どおりとは限らない

　　　　　　　　↓

どうやって仕事をする気にさせるか？



マズローの５段階欲求仮説1/3

1.生理的欲求(physiological　needs) 

　生理的体系としての自己を維持しようとする
欲求であり、具体的には食物、水、空気、休
養、運動などに対する欲求である。

2.安全・安定性欲求(safety-security　needs)

　安全な状況を希求したり、不確実な状況を
回避しようとしたりする欲求である。



マズローの５段階欲求仮説2/3

3.所属・愛情欲求(belongingness-love　needs)

　社会的欲求(social　needs)ともいわれ、集団への所
属を希求したり、友情や愛情を希求したりする欲求
である。

4.尊敬欲求(esteem　needs)

　自己尊厳を希求する欲求であり、具体的には、他人
からの尊敬や責任ある地位を希求したり、自律的な
思考や行動の機会を希求したりする。後者は、とく
に自律欲求 (autonomy　needs)として、独立に考えら

れることもある。



マズローの５段階欲求仮説3/3

5.自己実現欲求(self-actualization　needs)

　自己の成長や発展の機会を希求したり、自己
独自の能力の利用および自己の潜在能力

　の実現を希求したりする欲求である。



マズローの５段階欲求仮説

　それぞれの欲求は
階層をなしている

　下位の欲求が満た
されると上位の欲
求を求める

生理的欲求
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ハーズバーグの2要因仮説

• 人間は２組の基本的欲求を持つ

• 衛生要因と動機付け要因

• 「衛生要因」は、これが満たされないと不満
を感じる

• 「動機付け要因」で、これが満たされると積
極的な意欲がわく



衛生要因

• 単に不満足を予防する意味しか持たな
いという意味で「衛生要因」

• これを回避したところで、積極的に仕事を
しようという気にはならない

• 「会社の政策と管理方式」「監督」「給与」
「対人関係」「作業条件」など。



動機付け要因

• 高い業績へと人々を動機づける要因

• 満足感を覚えるが、欠けていても職務不満
足を引き起こすわけではない。

• 満足に関わるのは、「達成すること」「承認
されること」「仕事そのもの」「責任」「昇進」
など。



例えば

http://bizleaders.jp/blog/maneken/article_2006080815162757.aspx



あわせると

動機付け要因が
満たされている

動機付け要因が
満たされていない

衛生要因が
満たされていない

衛生要因が
満たされている

仕事をする気はある
けど不満

不満はないし仕事
をする気も充実

不満が多く、仕事を
する気もない

不満はないが仕事
をする気がない



Ｘ理論とＹ理論

• マクレガーによって提唱されたモチベーショ
ン理論。



X理論

• 「人間は生来怠け者で、強制されたり命令されな
ければ仕事をしない」

• Ｘ理論においては、マズローの欲求段階説にお
ける低次欲求（生理的欲求や安全の欲求）を比
較的多く持つ人間の行動モデルで、命令や強制
で管理し、目標が達成出来なければ処罰といっ
た「アメとムチ」によるマネジメント手法となる

• 科学的管理法の基本的な考え方



Ｙ理論

• 「条件次第で責任を受け入れ、自ら進んで
責任を取ろうとする」

• Ｙ理論においては、マズローの欲求段階説
における高次欲求（社会的欲求や自我・自
己実現欲求）を比較的多く持つ人間の行
動モデルで、魅力ある目標と責任を与え続
けることによって、従業員を動かしていく、
「機会を与える」マネジメント手法となる



McGregerの主張

　社会の生活水準が上昇し、生理的欲求や
安全欲求などの低次欲求が満たされてい
る時には、Ｘ理論の人間観によるマネジメ
ントは管理対象となる人間の欲求と適合し
ないため、モチベーションの効果は期待で
きない。低次欲求が充分満たされているよ
うな現代においては、Ｙ理論に基づいた管
理方法の必要性が高い



オオウチのZ理論

• 米国経営はX理論による管理、日本はY理
論による管理。最適なのはX理論とY理論
の中間であるZ理論の人間観による管理

である。



欧米型（むしろ日本以外）

• 知的労働者であるホワイトカラーと肉体労
働者であるブルーカラーの明確な分離

• 例えば、作業着と背広の違い、使うトイレ、
食堂、仕事用の個室の有無

• ローマ帝国時代の市民（貴族）と奴隷（肉
体労働者）階級の区別の伝統？

• だからX理論



日本

• いつから日本がY理論になったのかの研

究はないが

• 特に戦後

• 生産管理で欧米(特にアメリカ）に追いつく

必要

• 組織一丸となって！・・・Y理論

• 例えば、工場労働者による提案制度



だから

• 日本式を海外に移転するときは

１　日本は、管理職が機能していないと思わ
れる・・・部下に舐められる(特に東南アジ

ア、フランス）

２　自分たちの判断で行えという甘え

３　責任の所在が分からなくなる

XとYの中間であるZモデルを作るべき



しかし！！！！

• 1970年代のオオウチ以降、動機付けに関

する研究の衰退

• 動機付けの内容は、個人によってあまりに
も差がありすぎるのでモデル化できない

• あくまでも大雑把な範囲で言えることだけ



さらに動機付けが高すぎれば

• Groupthink（Janis）
• Escalation　Model（Ross and Staw)
• 経営学よりも政治学、社会心理学で扱わ
れている。



Groupthink

• 会議の決定事項が重要である

• 他の会議参加者よりもかっこいいところを
見せたい

　　　　　　　↓

• 結果としてとんでもない意思決定をしてし
まうことが



Escalation　Model

• 先行投資が大きい、結果が出るまで時間
がかかる、その計画と意思決定者がリンク
する、意思決定がリーダーであるなどの条
件がそろう

• 大失敗が目に見えても、あともう少し我慢
すれば良くなるかも！の心理
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