
予算管理のよくある課題５選と

解決方法
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近年では市場環境と経営状況の変化は激しく、

資金を効率よく使うための予算管理の必要性が高まっています。

一方、アンケート調査を実施したところ、

さまざまな企業が予算管理に何らかの課題を抱えていることが判明しました。

そこで本資料では、予算管理に関する課題と解決例を提示した上で、

課題解決を後押しする「予算管理システム」についてもご紹介します。

はじめに
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予算管理は企業経営において必須であるにも関わらず、

様々な業種の約90社の企業のうち4割以上が、予算管理に課題を感じていることが分かりました。

予算管理の必要性が高まっている

予算管理とは、予算を作成すること、および予算と実績の差異を把握し、原因を分析するとともに予算の達成に向けての打ち手を検

討することをいいます。企業は作成された予算にもとづいて活動し利益を生み出していくため、企業経営において予算管理は非常に

重要なものとなります。

BOXIL調べ『予算管理に関する調査アンケート』より

業種 予算管理について課題を感じていますか？
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最多の回答を集めたのはExcel管理による効率の悪さを挙げるものでした。

そのほか、事業・プロジェクトといった組織単位での収支の管理と集約方法などが課題になっていました。

次ページより、各課題の原因と解決方法をお伝えしていきます

BOXIL調べ『予算管理に関する調査アンケート』より

具体的にどのような予算管理課題があるのか

4割以上の企業が予算管理に課題を感じているということですが、具体的にどのようなことを課題に感じているのかを確認してみま

しょう。

具体的な課題について該当するものを「すべて」教えてください（複数選択可）
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原因例

Excelは表計算ソフトであり、表を作ってそこにデータを

蓄積することや関数を用いた計算を行うことを得意とす

るが、関数の組み方は人によって癖があり、表の作成者

以外が操作する際に特徴の理解に時間がかかる

解決例

ファイル全体の目的、各項目や数値の意味、関数の使

い方などが書かれたマニュアルを作成し、それを読めば

誰でも負担なくファイルを利用しやすくする。マニュアル

まで必要なければ、関数が入った各セルに説明書きを入

れる

原因例

Excelファイルをクラウド上に保管して社内でのファイル

共有を実現できても、複数人が編集に携わることによっ

て、「誰がどのタイミングで入力したデータが最新か」

「重要な変更を加えたタイミングがいつか」などバージョ

ンが分からなくなってしまうことがある

解決例

ファイル編集後に共有される際には、誰がどのタイミン

グでどのように変更したかを必ずテキストでまとめ、

メールやチャット上で伝えるというルールを設定する

原因例

共有されているファイルやファイル内のシートの個数が

増え、それぞれの管理が煩雑になり、必要とする情報

の検索やファイルの更新に時間がかかってしまうことが

ある

解決例

マスターデータを作成したり、関数をシンプルにしたり

と、可能な限り無駄をなくすことで、検索や更新などの

管理をしやすくする

Excelファイルを用いて予算管理を行う際、 Excelの特徴や性能、Excelスキルを理由として、使いづらさや使用の大変さを感じることがある

シチュエーション

よくある課題①Excelで予算管理を行っており効率が悪い

予算管理の課題として最も多くの回答者が「Excelで予算管理を行っており効率が悪い」と回答しました。

その原因と解決策について見ていきましょう。
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原因例

事業やプロジェクトごとに報告しなければいけないのは

主要KPIにとどまるため、予算管理の実績集計の仕組み

が構築されていない

解決例

各決裁や月次計画/報告にあたり、予算管理を義務化

し、事業単位・プロジェクト単位での細かな予算に関する

データの入力/管理を行うようにする

原因例

部門ごとに持っている情報や閲覧できる情報が異なる

ため、収支の算出に必要な情報が不足し、全事業部・

プロジェクトで収支管理ができているわけではない

解決例

収支管理に必要な費用や売上の情報は、全社的もしく

は各部門の管理担当者に公開し、どの事業・プロジェク

トであっても収支を算出できるようにする

原因例

光熱費をはじめ、共通で使われる間接費の配賦のルー

ルが決まっておらず、各事業やプロジェクトから算出さ

れる利益額が明確になっていない

※配賦…複数の部署や製品にまたがる費用を一定の基準

に基づいて振り分けること

解決例

利用する人数や稼働時間の割合などから配賦の一定

基準を設けて、基準に従った間接費の配賦を事業・プ

ロジェクトごとに行う

全社単位での予算管理、収支管理は行えている一方、個別の事業やプロジェクトの単位になるとそういった管理が行き届かなくなることがあ

る

シチュエーション

よくある課題②事業・プロジェクトごとの収支管理ができていない

予算管理の課題として2番目に多くの回答が集中したのが「事業・プロジェクトごとの収支管理ができていない」でした。その原因と解

決策について見ていきましょう。
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原因例

全社単位の管理の担当者、部署Aの管理の担当者、部

署Bの管理の担当者という具合に、管理の担当者が複

数おり、それぞれが業務上の連携を取れていない

解決例

部署Bの管理データをもとに部署Aが管理データを作り、

部署Aとその他の部署の管理データをもとに、全社単位

で管理データを作るといったように連携手順を明確にし、

手戻りや確認の回数を減らせるようにする

原因例

営業部門はSFA、CS部門はExcelというように、部門ご

とに異なる管理ツールを用いている

解決例

全社・全部門で管理ツールをそろえるか、別々の管理

システム間のデータがそれぞれ反映されるようになる

連携サービスを導入する

原因例

部署ごとに重要なKPIが異なるため、部署によって記録

を残している項目と残していない項目が異なり、集約や

比較を行う上で一部の部署のデータが欠けたり不十分

だったりする

解決例

データを登録するシステム上で、入力されていない項

目があるとアラートが表示されて、保存ができないよう

にする

全社単位での予算管理がきちんと行われており、部署や部門ごとの管理もそれぞれ自律的に行われている。しかし、各々の管理している

データが連動していないため、突き合わせて確認や照会を行う際に時間と労力がかかる

シチュエーション

よくある課題③組織単位の管理と全社管理がバラバラで集約に手間がかかる

予算管理の課題として「組織単位の管理と全社管理がバラバラで集約に手間がかかる」という内容も3人に1人が回答しました。その

原因と解決策について見ていきましょう。
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原因例

どこまでの数字情報をどこまでの職位の人に共有すれ

ばいいのか定められているが、人為的なミスにより閲覧

する権限のない人にまで誤って情報が共有される心配

がある

解決例

職位別にメーリングリストやチャットグループを作成し、

当該職位のメーリングリストに必要な情報が配信される

ようにする

原因例

誤った数値を共有することで組織の意思決定に影響が

出ることが予想されるため、共有する数値が誤っていな

いかを何度も気にしてしまう

解決例

マネージャーや同僚によるダブルチェック・トリプル

チェックの体制を築いて、共有内容に誤りがないことを

共有前に確認する

原因例

数値の共有に関して「どこまでの人に共有していいの

か」を担当者が自信を持って判断できなく、毎回上司に

確認も必要になっている

解決例

どのような情報はどの部署のどの職位の人までに共有

していいのかの規則を作る/共有用のファイルを部署や

職位別に複数作成する

数値データは会社の意思決定にも用いられる重要なもので、機密性が高く、慎重に取り扱われるべきものである。共有すべきではない人に

誤って数字が共有されてしまうことや、誤ったデータが共有されてしまうことなどは問題になる

シチュエーション

よくある課題④社内で数字を共有するのにすごく気を遣う

予算管理の課題として多くの方が回答した「社内で数字を共有するのにすごく気を遣う」について、その原因と解決策を見ていきましょ

う。
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原因例

営業部や製造部などの非管理部門は制度上の財務会

計に精通している人が少ないケースが多く、管理会計と

財務会計の一致に必要な項目を理解するハードルが高

い

解決例

非管理部門の担当者が素早く作成した資料や試算表を

もとに、管理部門の専属担当者が正確なものを作成する

ようにする

原因例

管理会計と財務会計で共通して使える項目であって

も、別々に管理しているため作業量が増えてしまう

解決例

財務会計と管理会計の一元管理ツールを導入すること

で、共通で利用できる項目は自動で表示されるように

する

原因例

財務会計情報から管理会計情報の作成や、管理会計

情報から財務会計情報の作成を試したが、もともと独

立して管理しているため作業が煩雑になりどうしても数

字が合わない

解決例

調達、生産、在庫、販売など各データを明細仕訳デー

タとして総勘定元帳データベースに格納し、費用配賦も

明細仕訳データを発生させる。元データが同一なので、

財務会計と管理会計は一致する

管理会計は経営を管理する際に役立てる会計情報をさし、財務会計は会社法・金融商品取引法といった法律に基づいて実施される会計情

報をさすが、このふたつの会計の数値を合わせることが負担となっている

シチュエーション

よくある課題⑤管理会計と財務会計の数字が一致しない

予算管理の課題として「管理会計と財務会計の数字が一致しない」という回答も挙げられましたので、その原因と解決策を見ていきま

しょう。



9

予算実績管理

予実（予算と実績）分析以外にも、予算と現下の予測を比較

して目標とのギャップを可視化したデータを、経営判断に活

かすことができる

顧客起点の意思決定をサポート

経営・営業・開発など多部門で情報を共有・管理・編集して

いくことで、顧客ニーズの変化を敏感に感じ取り、顧客ニー

ズを読み解いて経営や事業の戦略に落とし込んでいくこと

が可能になる

柔軟＆スピーディな対応

策定済みの計画を柔軟かつスピーディーに変更・組み換え

可能で、事業を取り巻く環境の変化に対応することができる

財務と非財務を統合

財務部門が持っている財務データと、営業や開発などの非財

務部門が保有する非財務データを統合し、より多角的なデー

タ分析を実現できる

ローリングフォーキャスト

事業を取り巻く環境の変化に合わせて予算を短い期間に区

切り、柔軟に戦略を変え、年間目標の達成に向けてサポート

する

キャッシュフロー管理

最新の予測PLに基づいて、先々のBSとCFを自動的に算出

する機能により、キャッシュフローのシミュレーションが可能と

なる

●主な機能

メリット

１

データ集計・分析の負担が減る

グラフやレポートの作成を簡単な操作で行うことができる。

どのようなデータをどのような形で分析してレポート化するのかも自

在に決められる

予算管理システムの特徴

予算管理システムとは、予算の作成や達成に向けた活動の進捗管理、各種の分析を効率よく行うことのできるツールです。先ほど挙

げられた５つの課題を解決できるような、メリットや主な特徴を知っておきましょう。

メリット

2

経営判断にスピーディーに反映できる

集計や分析の対象となる基礎的なデータさえ入力してしまえば、リ

アルタイムで最新情報を捉えられる。そして、それらを集計・分析で

きることから、最新の情報に基づいたレポートを確認し、素早く経営

判断を下すことができる
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「とても満足」と「まずまず満足」を合わせて、6割以上の方が満足している という結果でした。

なお、残りの約3割の方々についても、導入支援や定着支援が適切に行われることで、満足を感じると思われます。

BOXIL調べ『予算管理に関する調査アンケート』より

Excelやスプレッドシートでの予算管理と比較した場合の

利用満足度を教えてください

予算管理システムの利用満足度

Excelやスプレッドシートでの予算管理を経験した上で予算管理システムを使用した方々に、予算管理システムの利用満足度をお尋

ねしました。
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アジャイルな経営を支援する
予算管理プラットフォーム
『Manageboard』とは
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KPIなどの非財務データもまとめて管理

各部門が保有する最新データを載せるプラット

フォームを用意しておくことで、財務データと非財務

データを統合し、必要なメンバーが必要な情報にア

クセスできます。

顧客やマーケットのニーズの変化や社内体制、戦略

があればすぐにシミュレーションし柔軟に計画を正し

く変更できます。

レポートやグラフが自由に作れる

Manageboardでは計画や予算、業績の分析結果

などをさまざまな軸でカスタマイズしたグラフやレ

ポートを作成することができます。

プロジェクトや部門など管理区分ごとのレポートも

自由に作成できますので、どのような業種、業態、

管理単位でもご利用いただけます。

計画PL/BS/CF連動の財務モデル

手作業では会計知識と実務経験のある専門家が

膨大な時間をかける必要があった計画PL/BS/CF
が自動連動します。

常に計画三表が連動しますので、計画策定のみな

らず計画のアップデートや予測、シミュレーションな

どあらゆる計画・予測作業を効率化しながら経営

データの信頼性を向上できます。

予算管理プラットフォーム『Manageboard』の紹介

クラウド上に事業全体の予算管理フローをノーコードで実現し、「欲しいデータがすぐに見つからない」「予算管理シートは作った人し

か触れない」「大事なはずの予算が経営に使えてない」といった課題を解決します。
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