
ISSN 2185-7237 

 
 
 
 

中 京 会 計 
第 46 巻 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ ０ １ ２ 

中京大学会計学研究会 

  



 

 

  



 

 

目 次 
 

挨 拶 

巻頭話 ··············································································· 会計学研究会顧問 吉田 康英 ················ １ 

発刊に当たって ··················································· 会計学研究会第４８代会長 鳥居 孝道 ················ ２ 

顧問紹介····································································· 中京大学経営学部教授 吉田 康英 ················ ３ 
 

寄稿論文 
 

『不良債権の評価（会計及びファイナンスからの視点）』 吉田 康英 ·········································· ４ 
 

発表論文 
 

第 81 回 愛知ブロック学生会計学研究会論文大会出展作品 

『マテリアルフローコスト会計について』 匹田 友之 ········································· 10 
 
第 77 回 西日本学生会計学研究会論文大会出展作品 

『オンバラス化の論理と閾に関する一考察 

 ～リース会計のレッシ側処理を切り口に～』 山内 啓示 ········································· 18 
 
第 78 回 西日本学生会計学研究会論文大会出展作品 

『財務諸表利用者の観点から見た財務情報としての 

 業績の意義と在り方に関する一考察』 山内 啓示 ········································· 31 
 

その他の活動報告 

活動記録·············································································································································· 40 

顧問・会計名簿 ··································································································································· 41 

中京大学会計学研究会会則 ················································································································· 42 

編集後記·············································································································································· 49 
  



 

 

巻 頭 話 
 
 

経営学部教授 吉田康英 
 
中京大学会計学研究会諸氏の日頃の研究・活動成果の集大成として、中京会計第 46 巻がここに刊行

されたことを心からお喜び申し上げます。本機関誌も数えること 46 巻という伝統の重みは、現在在籍

の研究会構成員の努力はもちろんのこと、歴代の研究会構成員の努力や西日本学生会計学研究会等の加

盟校からの支援の賜物であります。 

中京大学は 1954 年に中京短期大学として開学して商科を設置、1956 年に 4 年制大学となって商学

部を設置していること等からわかるように本学のルーツは商学にありますが、会計学はその商学の主要

分野の一つとして位置付けられます。したがって、会計学をテーマとする中京会計学研究会は、まさに

中京大学の学術面での看板サークルといえます。 

近年の動向を見てみると、東日本大震災や国際経済の低迷等の影響から国際財務報告基準とのコンバ

ージェンス化が減速、国際化とは別な次元での非上場会社や中小企業向けの会計基準作成の動きがみら

れるほか、オリンパスや大王製紙等の企業不祥事に対処するための内部統制や監査の一段の強化、グロ

ーバルな競争激化に対応する新たなコストマネジメントの展開等、会計に関する事柄が今まで以上に増

加しています。 

この研究会において会計学を学ぶこと、ひいては会計を通じて物の見方や考え方を学ぶことは、大学

を卒業し、社会人になっても様々な局面で役立つものと確信しています。 

今後も中京大学の建学の精神である「真剣味」のもと、全ての会員が積極的に本機関誌に研究成果を

発表、他大学との研究発表大会に参加、各種打ち上げ・反省会等で実力を発揮し、有意義な研究会であ

り続けることを祈念します。 
 

以  上 
  

～1～



 

 

発刊にあたって 
                    
                   

会計学研究会４７代会長 鳥井 孝道 
 
「中京会計」も今回で第４６巻ということとなり、この役職の重さとやりがいを感じています。また、

この会計学研究会を私たち４６代に至るまでに発展し、尽力して下さった諸先輩方、誠にありがとうご

ざいました。これまで、諸先輩方が築いてくださったこの会計学研究会を、より意味のある、そして入

って良かったと思えるような部活にしていけるよう、誠心誠意努力してまいります。 

この「中京会計」では、長年に渡る諸先輩方の研究成果を礎としてそこから更なる飛躍を目指してこ

の機関誌を発刊させていただきました。また、部員一同は「西日本学生会計学研究会」をはじめとする

他校と討論できるという「場所」を持っており、これは、我が会計学研究会においても非常に有意義な

ものとなっております。そして、今年は「西日本学生会計学研究会」が、中京大学で行われます。諸先

輩方に恥じぬよう部員一同精一杯頑張ります。今後もこれら諸先輩方の築いてくださったものを大切に

し、なお一層部員一同頑張っていきたいと思います。 

最後になりましたが、この場をかりて、発刊にあたりましてご協力下さいました吉田教授、並びに諸

先輩方、そして部員皆様方に深く御礼申し上げるとともに、私の挨拶とかえさせていただきます。 
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顧問紹介 
 

吉田 康英先生 

 
法学修士・会計学博士 

公認会計士・米国公認会計士 

中京大学経営学部 教授 

中京大学大学院ビジネスイノベーション研究科 教授 

企業会計基準委員会 金融商品専門委員 

日本証券アナリスト協会検定会員 

愛知大学会計大学院 非常勤講師 

税務大学校 講師 
 
略歴： 

1979 年 国立名古屋大学教育学部付属高等学校卒。 

1981 年 公認会計士第二次試験合格（公認会計士補登録）。 

1983 年 早稲田大学商学部卒。 

1983 年 三井銀行(現三井住友銀行)へ入行。銀行全体の利益計画の策定、決算等を担当。 

1986 年 公認会計士第三次試験合格（公認会計士登録）。 

1992 年 筑波大学大学院経営・政策科学研究科夜間修士課程(企業法学専攻)を修了。 

1992 年 米国の会計事務所へ出向。米銀の監査や金融商品の税務を担当。 

1994 年 米国公認会計士登録（カリフォルニア州）。 

1994 年 さくら銀行(現三井住友銀行)に復帰。銀行の原価計算、税務を担当。 

1996 年 銀行を退職、中京大学経営学部助教授。 

2003 年 名古屋大学大学院経済学研究科後期課程を修了。 

2003 年 実践経営学会 監事 

2003 年 日本物流学会 理事 

2005 年～ 中京大学経営学部教授。(現在に至る) 

2005 年 第 33 回日本公認会計士協会学術賞・会員特別賞 受賞 

2006～2008 年 公認会計士試験委員(監査論)。 

2007 年～ 企業会計基準委員会金融商品専門部会専門委員。(現在に至る) 

2009～2010 年 中京大学 経営学部長 
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「不良債権の評価（会計及びファイナンスからの視点）」 
 

中京大学教授 （米国・日本公認会計士）  吉田 康英 
 

はじめに 
将来キャッシュ・フローを所定の金利で割り引いた割引価値（discounted cash flow、以下「ＤＣＦ」）

による測定は、かつてリース会計のリース資産及び同債務等の測定程度に留まっていたが、近年では退

職給付会計の退職給付債務、金融商品会計のデリバティブ等の時価、減損会計の使用価値等に代表され

るように、その適用範囲は確実に拡大している。ＤＣＦの測定には、貨幣の時間価値等のファイナンス

の基本概念を用いるため、結果として会計情報にファイナンスの思考が反映されることになる。 

本稿では日本公認会計士協会が２００３年２月に公表した「銀行等金融機関において貸倒引当金の計

上方法としてキャッシュ・フロー見積法（ＤＣＦ法）が採用されている場合の監査上の留意事項（以下

「留意事項」）」を題材として、ＤＣＦがもたらす会計及びファイナンス間の対立・融合局面を考察す

る。 
 

Ⅰ 「留意事項」におけるＤＣＦ法 
１ 「留意事項」の概要 

「留意事項」は、銀行等が要注意先債権及び破綻懸念先債権の貸倒引当金につき1、ＤＣＦ法を用いた

場合の将来キャッシュ・フローの見積り等の妥当性に係る監査上の留意点を示したものである。ＤＣＦ

とは将来キャッシュ・フローを金利で割り引いた値につき（ｎ年の将来キャッシュ・フロー／（１＋ｎ

年の金利）ｎ）、測定には将来キャッシュ・フロー（分子）及び金利（分母）の両方を見積る必要があ

る。この点について「留意事項」では、将来の債務者区分や倒産確率（デフォルト率）の変動及び担保

処分の有無等をもとに複数のシナリオを創出、それぞれの発生確率を反映した期待値としての将来キャ

ッシュ・フローの見積り方法を例示する一方、金利は貸出当初の約定金利（または取得当初の実効金利）

を用いている。したがって、「留意事項」のＤＣＦの金利は既知につき、将来キャッシュ・フローさえ

見積れば、自動的に算出できる構造にある。 

（１）金融商品に係る会計基準等との関係 

「留意事項」は金融庁が２００２年１０月に公表した金融再生プログラムの作業工程表上の実施項目

であるが2、ＤＣＦ法による貸倒引当金の算定は、既に企業会計審議会が１９９９年１月に公表した「金

融商品に係る会計基準」及び日本公認会計士協会が２０００年１月に公表した「金融商品会計に関する

実務指針」にて示されている。したがって、「留意事項」は銀行等の金融機関を対象とするが、「金融

商品に係る会計基準」等にＤＣＦ法が規定されている関係上、一般事業会社による適用を妨げる積極的

な理由はない。 

なお、貸倒引当金の算定方法は、ＤＣＦ法のほかに過去の貸倒実績率を乗じる貸倒実績率法や個々の

債権毎に担保・保証による回収見込額を控除し、当該残額について債務者の返済能力を勘案する財務内

容評価法がある。銀行等でも正常先債権及び要注意先債権の一部は貸倒実績率法、破綻先債権、実質破

綻先債権及び破綻懸念先債権の一部は財務内容評価法が適用されるため3、全ての貸出金の貸倒引当金に

ＤＣＦ法が適用されるわけではない。 

                                                                 
1 要注意先債権とは金利減免・棚上げの債務者、元本返済・利息支払いが事実上延滞の債務者、業況

が低調・不安定な債務者など今後の管理に注意を要する債務者に対する債権、破綻懸念先債権とは現状

で経営破綻にないが、経営難につき、今後は経営破綻に陥る可能性大と認められる債務者に対する債権

である。詳しくは金融庁が 1999年 7月（最終改正 2003年 2月）に公表した「預金等受入金融機関に係

る金融検査マニュアルについて（以下「金融検査マニュアル」）」47～50 頁を参照されたい。 
2 金融再生プログラムの作業工程表は、金融庁ホームページを参照されたい。

（http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/ginkou/f-20021129-1.pdf） 
3 正常先債権とは業績良好、かつ財務内容に問題が無い債務者に対する債権、破綻先債権とは破産、

清算等の法的・形式的な経営破綻に至った債務者に対する債権、実質破綻先債権とは深刻な経営難の状

態にあり、実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権である。詳しくは金融検査マニュアルの
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（２）国際及び米国会計基準との関係 

貸出金の利息及び元本の回収金額と回収時期を見積り、貸出当初の約定金利等で割り引くＤＣＦ法は、

ＩＡＳＣが１９９８年１２月に公表したＩＡＳ３９において、時価評価を要しない金融資産のうち、利

息法が適用される対象資産の減損額の算定に用いられている4。また、ＦＡＳＢが１９９３年５月に公表

したＳＦＡＳ１１４は、利息及び元本の全額を当初契約の通りに回収できないことが確からしい

（probable）貸出金の貸倒引当金に、同様な取り扱いを規定している5。ＳＦＡＳ１１４の適用対象は貸

出金のみに対して、ＩＡＳ３９の適用対象は有価証券等を含む金融資産である等の相違はあるが、信用

リスクが増加した貸出金について、貸出当初の約定金利で割り引いたＤＣＦと帳簿価額の差額を貸倒引

当金とする会計処理は、日本、国際及び米国会計基準に共通した取り扱いといえる。 

２ ＤＣＦ法採用の背景 

貸倒引当金の算定にＤＣＦ法が採用された背景につき、ここでは「金融商品に係る会計基準」及びＩ

ＡＳ３９が参考にしたと思われるＳＦＡＳ１１４の考え方を分析してみる6。ＳＦＡＳ１１４の契機は１

９９０年代初頭の不良債権に対する会計基準の不統一にあるが、その解決策にＤＣＦ法が採用された理

由は、貨幣の時間価値（time value of money）の反映と元本及び利息の一体性の２点に整理できる。 

（１）貨幣の時間価値の反映 

ファイナンスの基本概念である貨幣の時間価値とは、現在手許にある１００万円は将来に得られる１

００万円以上の価値があることを意味する。合理的な経済人であれば運用して金利を得るためであり、

たとえば年利５％の環境下における現在の１００万円は１年後に１０５万円となる一方、１年後の１０

０万円は現在の９５．２万円に相当する。この貨幣の時間価値を考慮すると、貸出金の予想回収金額が

同額でも、回収時期の遠近による経済効果が明示的に会計情報に反映される。貸出金の債権額と予想回

収金額の差額を貸倒引当金とする場合、貨幣の時間価値を反映したＤＣＦベースの予想回収金額は、金

利で割り引く前の予想回収金額を下回るためである。このようにＤＣＦ法であれば、延滞金額が同額で

あっても、その回収時期の遠近による損得を貸倒引当金に反映することができる7。 

（２）元本及び利息の一体性 

ＤＣＦ法では、貸出金の予想回収金額を利息及び元本の別に区分する必要はない。いずれも将来キャ

ッシュ・フローとして同じにつき、回収時期の違いだけが問題となるためである。後述するように貸出

契約上の将来キャッシュ・フローを約定金利で割り引いたＤＣＦは、貸出金の債権額と同額になる構造

にある。したがって、従来なら貸出金の元本だけでも回収可能であれば、貸出金の価値の毀損はないと

の判断余地があったところ、利息に係る将来キャッシュ・フローも貸出金の価値を構成するとみなすＤ

ＣＦ法では、利息の回収可能性も考慮する必要がある8。このようにＤＣＦ法であれば、通常債権と金利

減免債権等を同列に扱うことなく、金利減免等による損得を貸倒引当金に反映することができる。 
 

Ⅱ 貸出金とＤＣＦの関係 
１ キャッシュ・フローとリスクからの視点 

貸出金のみならず、有価証券及びデリバティブ等の金融商品の本質は、契約に起因する将来キャッシ

ュ・フローとみなすことができる。なお、将来キャッシュ・フローの回収金額及び回収時期は一般的に

不確実性、すなわちリスクを伴うことから、金融商品の価値は将来キャッシュ・フローとリスクの両面

からみる必要がある。 

（１）将来キャッシュ・フローからみた貸出金 

貸出金をキャッシュ・フローの視点から捉えると、利払日毎に発生する利息の将来キャッシュ・フロ

ー及び返済期日に発生する元本の将来キャッシュ・フローに分解できる。事例として期間３年、約定金

                                                                                                                                                                                                                       
46、50～51 頁を参照されたい。 

4 IASC, IAS No.39, Financial Instruments: Recognition and Measurement, 1998, par.111. 
5 FASB, SFAS No.114, Accounting by Creditors for Impairment of a Loan, 1993, paras.13-15. 
6 SFAS114 及び DCF 法による貸倒引当金の算定等は、吉田康英「金融機関の不良債権処理」『企業会計』

第 55巻第 2号（2003年 2月）を参照されたい。 
7 FASB[1993], op.cit., par.43. 
8 FASB[1993], op.cit., par.52. 
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利５％（年１回の後払い）、元本１，０００は一括返済の貸出金を想定すると、その将来キャッシュ・

フローの流列は図表のとおりとなる。 

 
図表からわかるように、個々の将来キャッシュ・フローの態様は割引債（期中に利払いがなく、最終

期日に１回だけキャッシュ・フローが発生）と同じにつき、貸出金全体のＤＣＦは、個々のＤＣＦを合

計すれば足りる9。事例であれば個々の将来キャッシュ・フローにつき、約定金利５％で割り引いたＤＣ

Ｆを合計すると１，０００になる。このように将来キャッシュ・フローである利息及び元本の回収が契

約上の金額及び時期の通りなら、当該金額を約定金利で割り引いたＤＣＦの合計額は貸出金の債権額と

同額になる。 

この事実は利息の将来キャッシュ・フローも債権額を構成していること、少なくとも貸出当初時点の

貸出金の帳簿価額とＤＣＦは同額になることを意味する。また、貸出行為は将来キャッシュ・フローを

得るために現在価値を犠牲（支出）にすることにつき、貸出当初時点のＤＣＦは時価を表わすことにな

る。 

（２）貸出金のリスクと金利 

「留意事項」のＤＣＦに係る割引金利は、貸出当初の約定金利で固定される。したがって、その後に

新規貸付を行う場合の約定金利、すなわち再測定時点の市場金利で割り引くものではない。この貸出金

の約定金利について、ファイナンスではリスクフリー金利にリスクプレミアムを加算した値と捉えてい

る10。リスクフリー金利とは国債等の信用リスクがない（もしくは僅少）リスクフリー金融商品の市場

金利であり、運用側にとって最低限、確保されるべきリターンとなる。 

運用側がこれ以上のリターンを求めるなら、運用対象に係る将来キャッシュ・フローのリスクを負担

する見返りにリスクプレミアムを受け取ることになる。リスクプレミアムとは負担するリスク見合いの

金利換算値であり、求めるリターンに応じてリスクプレミアムは高くなるため、約定金利も比例して高

くなる関係にある。 

                                                                 
9 変動利付であれば、期間に対応するフォワードレートを用いて将来キャッシュフローの固定化を図

ることになる。詳しくは吉田康英『金融商品の時価会計論』税務経理協会、1999 年、163～166 頁を参

照されたい。 
10 日本銀行考査局「信用格付を活用した信用リスク管理体制の整備」『日本銀行調査月報』平成 13 年

10 月号（2000 年 10 月）、74～76 頁。 
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２ リスク増減とＤＣＦ 

貸出金の価値の源泉である将来キャッシュ・フローは、その後の債務者の財政状態や金利水準等に係

るリスクからの影響を受ける。リスクの増減は将来キャッシュ・フローまたは割引金利の変動を通じて、

ＤＣＦに影響を与えることになる。 

（１）貸出債権の不良化（減損） 

貸出金等の金融商品に付随するリスクには、債務者の債務不履行による信用リスクのほか、金融市場

全般の変動による市場リスク等がある。国債等のリスクフリー金融商品でない限り、信用リスクは全て

の金融商品の将来キャッシュ・フローに影響を及ぼすことになる。貸出金の回収可能性に懸念が生じて

貸倒引当金の計上を要する事態とは、貸出当初に見積った信用リスクが後日において増加したことを意

味する。 

信用リスクの増加は、貸出契約上の将来キャッシュ・フローの減少またはリスクプレミアムの増加に

つながる。貸出後における債務者の財政状態の悪化は、利息や元本に係る予想回収金額の減少を示唆し、

増加した信用リスクの引受けには、見返りとしてリスクプレミアムの積み増しを求めるためである。な

お、利息や元本の予想回収金額の減少及び金利を引き上げるリスクプレミアムの積み増しは、いずれも

ＤＣＦの引き下げ要因となる。 

（２）リスクの反映方法 

不良債権化した貸出金のＤＣＦを求める場合、将来キャッシュ・フローまたは割引金利のいずれかに

信用リスクの増加影響を反映させる必要がある。この点についてＳＦＡＣ７では時価としての現在価値

を求める場合、割引金利に適切なリスクプレミアムを反映する伝統的アプローチと将来キャッシュ・フ

ロー自体にリスクを反映させて期待値とする期待キャッシュ・フロー・アプローチの２つの方法を示し

ている11。伝統的アプローチでは割引金利にリスクを反映させる関係上、その将来キャッシュ・フロー

にはリスク見合い額を含む契約上のキャッシュ・フロー等の最善の見積値が用いられる。一方、期待キ

ャッシュ・フロー・アプローチでは期待値計算を通じて将来キャッシュ・フローからリスク見合い額を

控除済みにつき、その割引金利にはリスクフリー金利が用いられる。 

将来キャッシュ・フロー及び金利に対するリスクの二重反映は過小な現在価値となる一方、リスクの

反映もれは過大な現在価値となる。したがって、ＤＣＦが現在価値、すなわち時価であるためには、リ

スクを含む将来キャッシュ・フローは当該リスクを反映した金利で割り引く一方、リスクが取り除かれ

た将来キャッシュ・フローはリスクフリー金利で割り引くことが必要である。 

３ 時価及び「留意事項」のＤＣＦの異同点 

ＳＦＡＣ７による２つのアプローチからみた場合、「留意事項」のＤＣＦ法はいずれにも該当しない。

時価としての現在価値とは、金融商品に係る全てのリスクに対する決算日等の再測定時点の市場評価を

反映させたものであり、算定に際しては将来キャッシュ・フロー及び割引金利間でリスク反映の整合性

を図る必要がある。したがって、ＤＣＦ法による計算結果は、全て時価となるわけではない。 

（１）算定方法の不整合 

「留意事項」のＤＣＦは、将来キャッシュ・フローの減少または回収時期の遅延等にて信用リスクの

増加を反映する一方、割引金利は貸出当初の約定金利にて固定化される。また、「留意事項」では将来

キャッシュ・フローである元利金回収の見積もりにつき、複数シナリオによる期待値を求める方法を例

示しているため、期待キャッシュ・フロー・アプローチに近い考え方といえる。しかしながら、時価と

しての現在価値であるならば、仮に期待値計算を通じて信用リスクの増加を反映済みの将来キャッシ

ュ・フローは、貸出当初の信用リスクプレミアムを含んだ約定金利ではなく、リスクフリー金利で割り

引く必要がある。一方、将来キャッシュ・フローに信用リスク見合い額が残留しているならば、再測定

時点のリスクフリー金利に当該時点で市場が評価する信用リスクプレミアムを加算した金利で割り引く

必要がある12。 

（２）信用リスク以外の時価影響要因の欠落 

発生時期が異なる複数の将来キャッシュ・フロー流列を単一の金利で割り引く「留意事項」のＤＣＦ

は、貨幣の時間価値と同様にファイナンスの基本概念である金利の期間構造（term structure of interest）

                                                                 
11 FASB, SFAC No.7, Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting 

Measurements, 2000, paras.42-54. 
12日本公認会計士協会「「流動化目的」の債権の適正評価について」（1998 年 10 月 28 日）における

債権ＣＦ割引法がこれに該当する。 
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を反映していない。預入期間に応じて定期預金金利が異なるように、発生時期が異なる将来キャッシ

ュ・フローは、各々の期間に応じた金利で割り引くことで時価としての現在価値となる13。発生時期が

異なる複数の利息及び元本がある貸出金であれば、前述したように各々の将来キャッシュ・フローを独

立の割引債とみなし、期間に応じた金利で割り引いた現在価値の合計を時価とすればよい。 

また、貸出金の時価に影響を及ぼすリスクは信用リスクだけではない。同じ将来キャッシュ・フロー

流列及び信用リスクを有する貸出金と債券を比較すると、一般的に中途換金が容易な債券の方が高値で

売買される。この両者の取引価格の差が流動性リスクであり、当該リスクを反映しない「留意事項」の

ＤＣＦは貸出金の時価といえない。 
 

Ⅲ 会計及びファイナンスからの考察 
１ 会計とファイナンスの対立局面 

「留意事項」のＤＣＦは、リスク反映の不整合及び信用リスク以外の時価変動要因の欠落から、ファ

イナンスにおける時価とは異なるものである。この相違について会計及びファイナンスの論理から考察

すると次のとおりである。 

（１）取得原価を基軸とする会計の論理 

貸出金を含む現行の金銭債権の会計処理は、売買目的で保有する場合を除いて日本、米国及び国際会

計基準とも取得原価を基礎としている。前述のように元利金が契約通りに回収可能であれば、貸出当初

の約定金利で割り引いた「留意事項」のＤＣＦは貸出債権額と同額になる。この算定方法において、Ｄ

ＣＦが貸出金の債権残高を上回る事態（評価益の計上）は、債務者が契約上の元利金を超える返済や自

ら期限の利益を放棄した期日前返済をすれば生じるものの、通常ではありえない。 

したがって、「留意事項」のＤＣＦ法では評価益が生じることなく、資産価値の劣化のみを認識する

ことから取得原価の範疇にある。また、当初貸出時の貸出債権額に信用リスクが既に反映されているな

らば、その後に当該リスクが増加しただけで、測定属性を取得原価から時価に切り替える必然性はない。

このように考えると、全ての金融商品を時価評価する会計基準が採用されない限り14、取得原価を基軸

とする会計の論理のもとでは「留意事項」のＤＣＦ法が合理的となる。 

（２）時価を基軸とするファイナンスの論理 

現時点のコストと将来に期待される不確実な利益の比較をもとに時間軸上の過去から未来における希

少資源の分配を研究するファイナンスでは15、比較対象の時制を現在価値に統一するとともに、将来の

不確実性であるリスクは計量化することが通常である。将来の意思決定において、過去の支出である取

得原価は無関係であり、リスクを加味した現在価値すなわち時価が意味を有するためである。また、現

行では有価証券、金銭債権、デリバティブ等の取引形態に応じて会計処理が異なるが、時価という観点

からみると、たとえば同一債務者に対する利払日、期日及び金額が等しい無担保社債と無担保貸付金は

同じ将来キャッシュ・フロー及びリスクにつき、同一価値となるべき筋合いにある。流動性リスクが異

なるならば、当該影響額を調整すれば足りる。このように時価を基軸とするファイナンスの論理では、

貸出金のみを対象、かつ時価を示さない「留意事項」のＤＣＦ法は受け入れ難いことになる。 

２ 会計とファイナンスの融合局面 

前述のように取得原価の範疇にある「留意事項」のＤＣＦは、ファイナンスの論理に基づく時価と対

立している。しかしながら、一方でＤＣＦ法の採用による会計とファイナンスの融合は、会計上の見積

り精度の向上や見積り過程の客観化等の効果をもたらし得る。 

                                                                 
13 現時点から期日までの期間と金利の関係をグラフ化したものがイールドカーブ（yield curve）であ

り、実際に時価を求める場合はスポットレート（spot rate）のイールドカーブから割引金利を導出する。

固定金利貸出金の約定金利は、貸出時点で予想される各期間のスポットレートの平均値といえる。なお、

リスクにも期間構造が認められる場合には、期間に応じてリスクプレミアムを変化させる必要がある。 
14ＪＷＧが 2000年 12月に公表したドラフト基準「金融商品及び類似項目」では、一部の未公開株式

等の例外を除き、全ての金融商品を時価評価することを提唱している。 
15 大前恵一朗訳、ツヴィ・ボディ＆ロバート・Ｃ・マートン『現代ファイナンス論』ピアソン・エデ

ュケーション、1999 年、4～5 頁。 
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（１）リスクの計量化 

貸倒引当金とは、債務者の債務履行能力に係る不確実性の金額換算であるならば、ファイナンスにお

ける信用リスクの計量化手法を適用し得る。信用リスクが顕在化した貸倒損失は、債務者が倒産した際

に担保処分を含む回収額が債権残高を下回った場合に発生する。したがって、信用リスクは倒産確率と

回収率にて表現できるため（貸倒損失率＝倒産確率×（１－回収率））、ファイナンスでは実績データ

等に確率統計を用いて倒産確率と回収率を予測し、貸出金利や時価評価に必要な信用リスクプレミアム

を計量化している16。倒産確率は債務者の信用格付、回収率は債権保全策等で異なることを勘案すると、

不確実な将来事象を要素毎に分解して計量化するファイナンス思考の導入は、貸倒引当金に代表される

会計上の見積りの精度向上に資することが期待できる。なお、「留意事項」の設例では、各期の将来キ

ャッシュ・フローに異なるデフォルト率を適用する等、一定の考慮がされている。 

（２）会計上の見積り過程の客観化 

貸倒引当金等の会計上の見積りは、将来事象に係る仮定の設定等に主観的な判断を伴うことになる。

従来から貸倒引当金は対象債権に貸倒実績率等の一定率を乗じて見積られてきたが、過去の発生パター

ンが将来も同じと限らないため、貸倒実績率法は無批判に認められるわけではない。将来の貸倒損失の

発生が一定の分布を形成するならば、ＳＦＡＣ７の伝統的アプローチによる最も可能性が高い値（最頻

値）だけではなく、期待キャッシュ・フロー・アプローチのように全ての可能性を反映した値（期待値）

も考慮することが合理的といえる17。ファイナンスでは将来事象の発生分布をモデルが前提とする確率

過程（対数正規過程等）から予想、解析計算、格子法またはモンテカルロ・シミュレーション法等にて

期待値計算を行うことが通常である。「留意事項」の設例では貸出金の回収金額等に複数のシナリオを

創出、各々に発生確率を乗じて期待値を求めているが、シナリオや発生確率の割付けにファイナンス手

法を適用すれば、その客観性はモデルを通じて検証し得る。 
 

結びにかえて 
本稿では会計とファイナンスの対立及び融合局面について、「留意事項」のＤＣＦ法を題材に考察し

た。「留意事項」のＤＣＦは貸出後の信用リスクの増加のみを反映し、金利の期間構造等の他の時価影

響要因は考慮されていない。取得原価に基づく貸出金は、評価益の計上が認められない以上、同じＤＣ

Ｆでもファイナンスが重視する時価としての現在価値とは異なる。金融商品の全面時価会計が導入され

ない限り、この対立局面は解消されない。一方、ＤＣＦ法の採用は従来の会計上の見積りの過程を黙示

的なものから、明示的なものとする効果が期待できる。ここに会計とファイナンスの融合局面を見出す

ことができる。 
 

以   上 
  

                                                                 
16 森平爽一郎監訳、アンソニー・サウンダース『信用リスクの測定方法のすべて』金融財政事情研究

会、2001 年、102～105 頁。 
17 測定基準と確率的推定の関係については、黒川行治「予測要素の増大がもたらす会計測定・理論へ

の影響『會計』第 161 巻第 2 号（2002 年 2 月）、28～35 頁を参照されたい。 

～9～



 

 

第 81 回 愛知ブロック学生会計学研究会 
 
 
 
 

「マテリアルフローコスト会計について」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発表者 ：中京大学 2 回生 匹田友之 

日時 ：2011 年 5 月 29 日 

場所 ：中京大学 
  

～10～



 

 

目次 
 
序論 
 
第１章 マテリアルフローコスト会計の概要 

１．マテリアルフローコスト会計とは 

２．計算方式と伝統的原価計算との相違と両立 

３．MFCA 導入の意義 
 
第２章 企業における導入例と現状 

１．マテリアルフローコス会計の現状 

２．キャノンの導入例 

３．清水印刷紙工の導入例 
 
第３章 マテリアルフローコスト会計の課題と将来 

１．課題 

２．今後の動向と意見 
 
結論 

  

～11～



 

 

序論 
近年、世界中で環境問題への関心が高まっており、世界では地球環境の保全を目的とした国際的な取

り決めが行われている。 

国内に目を向ければ、環境に対する多くの規制が企業に対して課され、環境問題の重要性を考えると、

ますます環境に配慮した経営活動を、企業は行っていかなければならない状況となった。     

しかし、より環境に配慮した生産活動を行っていくためには、それなりのコストと人材が必要となる。

そこで、無駄を最大限省き、より少ない資源で製品を生産し、経済と環境の両立を目指した、「マテリ

アルフローコスト会計」をもちいることが今の企業にとって有効な手段となるのではないだろうかと考

えた。 

本論文では、「マテリアルフローコスト会計」の概要に触れ、企業における導入例を挙げながら、考

察を加えていく。 
 

第１章 マテリアルフローコスト会計の概要 
１．マテリアルフローコスト会計とは 

 マテリアルフローコスト会計（Material Flow Cost Accounting 、以下「MFCA」）は、製品工程にお

ける資源やエネルギーのロスに注目して、ロスに投入した材料費、加工費、労務費、設備償却費などを

「負の製品のコスト」として捉え、総合的にコスト評価を行う原価計算、分析の手法である。 

具体的には、廃棄物、排出物を単にゴミなどとして処理するのではなく、いったいどれだけ製品にな

っている部分があるのか、またどれだけが製品にならずに廃棄物となっているのかを各工程において物

量でチェックしそれを金額へと換算する。そうすることで、材料のうち製品になった「正の製品」、廃

棄物や排出物といった製品にならなかった「負の製品」を明確に区別でき、それぞれにどれだけのコス

トと材料がかかっているのかを把握することができる。 

次の計算方法の特徴部分を読み進めれば、より詳しくその内容を確かめることができるだろう。 

２．計算方式と伝統的原価計算との相違と両立 

先程も説明した通り、MFCA は、製品工程の各段階で発生する「負の製品」を物量と金額へと換算し

て計算する。 

例えば、１種類の原材料を投入し、１つの加工工程を経て、１種類の製品が生産される場合の製造原

価を考えてみる。期首・期末の在庫は存在しないとして、原材料 100kg（1kg＝10 円）を投入し、製品

1 個（1 個＝80kg）が生産される場合において、加工費（労務費や減価償却費など）を 600 円とする。

製品が 80kg、廃棄物が 20kg のため、製品と廃棄物の重量で製品にかかる金額を配分する。そうすると

製品１個は 800 円、加工費の 600 円は、製品へ 480 円（8 割）、廃棄物へ 120 円（2 割）とそれぞれ

配分される。そのため、製品（正の製品）の製造コストは、 

800 円＋480 円＝1280 円 

となる。一方、廃棄物（負の製品）にかかるコストは、 

 200 円＋120 円＝320 円 

となる。これを以下の図表 1 で表しておく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  インプット                  アウトプット 

原材料費 1,000 円 

    （100kg）                 製品 1 個 80kg 

加工費  600 円                      （正の製品） 

                          原材料費 800 円 

                          加工費  480 円 

 
                             計 1,280 円 
 

原材料費 200 円 

廃棄物 20kg   加工費  120 円 

 

（負の製品）    計   320 円 

 
生産プロセス 
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出所 中蔦道靖、國部克彦『マテリアルフローコスト会計』〈第２版〉2008 年 71 頁 

日本経済新聞出版社   
 
このように MFCA は、廃棄物に関してどれだけのコストがかかっているのかを明確にすることができ

る。これは、今まで使われてきた、伝統的原価計算とは、大きく異なるものである。 

 では、今まで行われてきた伝統的原価計算とはどういうものなのかを MFCA との違いを中心に説明

をしておきたい。伝統的原価計算は、製品原価計算でありその製品製造で消費されるモノやサービスの

価値を製品へと転嫁させる過程を記録・計算することを目的としたものである。そのため、投入された

材料が物質としてその製品を構成する割合を見ることを目的としていない。材料の消費によってその価

値がその製品に付着するという仮定から、製品の物質的な構成に関係なく消費によって原価を製品に付

加させる。つまり、原材料が 100％製品になった場合でも、50％が廃棄物になる場合であっても、廃棄

物処理コストなどを無視し、その他の条件が同じであれば製品原価は同じとなる。ここで、例を出して

見ておこう。先程の MFCA の例と同条件で、製品を製造した場合、伝統的原価計算ではどうなるのであ

ろうか。伝統的原価計算では、製品を生産するために投入されたコストか 

ら考えていくため、投入されたコストは、原材料費の 1,000 円（100kg×10 円）と加工費の 600 円で

あるため、合計は 1,600 円となる。つまり製造原価は、1,600 円である。この例では、原材料を 100kg

投入して、完成した製品は 80kg で、20kg の原材料が製品にならず廃棄物となっている。しかし、伝統

的原価計算ではこの部分が明確に示されない。わかりやすく以下に図を示しておく。 
 
図表 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所 中蔦道靖、國部克彦『マテリアルフローコスト会計』〈第２版〉2008 年 69 頁 

日本経済新聞出版社   
 
 このように伝統的原価計算では、すべての投入材料が消費されて製品１個が算出されるため、原材

料が何 kg で製品が何 kg であるのかという物量的な情報も必要とはならないのである。 

このように、MFCA と伝統的原価計算には大きな違いがある。両者の資源生産性はまったく異なり、

環境に与える負荷も同一ではないため、伝統的原価計算では「負の製品コスト」を明らかにすることが

できない。そもそも、伝統的原価計算によって出された 1,600 円という数字は、市場で回収されるべき

最低限の価値を示している。一方で、MFCA で算出される 1,280 円という数字は、市場で回収されるべ

き価値を示しているわけではない。 

例えば、この原価を上回る 1,500 円という価格で、市場で製品を販売したとしても廃棄物（負の製品）

のコストが回収されないため、企業は赤字となってしまう。あくまでも 1,280 円は、資源生産性が

100％であり、廃棄物がゼロであることを意味しているのである。 

例で示した 320 円のコストは企業にとって価値のあるものであり、企業が廃棄物対策に取り組めば企

業にとっての利益となる。ただし、廃棄物にもどうしても削減できないものもあるため、廃棄物（負の

製品）のコストがすべて利益となるわけではない。 

 伝統的原価計算は、市場における利益の獲得、MFCA は、製品の製造工程における資源生産性の向

上を重視している。 

そのため、どちらか一方を取りいれるだけではなく、それぞれの特徴をうまく利用して導入していく

ことが今後大きく役立つであろうと考えられる。 
 
 

インプット                   アウトプット 

原材料 1,000 円   

                         製品 1 個 1,600

円 

加工費 600 円 

生産プロセス 

   ＝ 

ブラックボックス 
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３．MFCA 導入の意義 

 序論でも述べたように、近年は環境に対する関心が高まっている。私達の身近なところでも資源を

有効活用するために、廃棄物のリサイクルというのをよく目にし、耳にする。 

廃棄物をリサイクルすることは、資源を有効活用しており環境に配慮したものではある。 

しかし、リサイクルをするにしても、投入した廃棄物を資源にするまではもちろん、リサイクルをす

る段階でもエネルギーが発生してしまう。むしろ、リサイクルをする以前に、廃棄物の発生量の削減を

するためにその発生源に着目し、どれだけ「負の製品」が発生しているのかを知ることが必要ではない

のだろうか。 

 MFCA には、資源効率の向上、経営効率の向上、技術力の見直しにこそ意義がある。廃棄物の発生

量を削減することは、資源の使用量を削減することになる。つまり、資源の購入量の削減へとつながり

コストの削減へとつながっていくのである。また、「負の製品」、「正の製品」を物量と金額で表すた

め、見える化が進められることで経営者や現場監督者は、どこを改善すればよいのかを把握しやすくな

り、意思決定に非常に役に立つ。もちろん、資源の効率化には、新たな技術や機械を投入していかなけ

ればならない場面が出てくる。      企業としては技術力の向上を推し進める必要があるが、今

一度、自分達の持っている技術の再確認をするよい機会となるだろう。MFCA はむしろ、そうした大き

な課題を明らかにし、短期的な改善よりも長期的な改善可能性を示すところに意義がある。 
 

第２章 企業における導入例と現状 
１．MFCA の現状 

 MFCA は、現在、手法自体の整備と普及の段階から、企業マネジメントツールとして発展の段階に

入っている。資源生産性の向上によって、環境負荷の低減とコストダウンの両立を実現する仕組みが、

企業の事例によって実証され、完成度を向上させている。 

現在では、「100 社を超える企業で、具体的な検討や導入が実施されている。平成 21 年度には、

MFCA の導入事例を公開している企業が 72 社にのぼっている。」1 大企業から中小企業、製造業からサ

ービス業に至る幅広い分野で導入が進められている。 

 しかし、多くの成功事例があるにも関わらず、日本では思ったよりも普及が進んでいないのが現実

である。 

本章では、実際に MFCA を導入し成功した企業の例を挙げていき、どれほどの効果があったのかを見

ていきたい。 
 

２．キャノンにおける導入例 
 まずは、キャノンの事例である。キャノンでは、2001 年に国内の生産拠点で、2004 年からは、海

外の生産拠点でも MFCA を導入した。2009 年末時点では、「国内 17 拠点、海外 9 拠点」2 で導入され

ている。 

 MFCA の導入対象となった工場は、キャノンの宇都宮工場である。ここは、キャノンのレンズ生産

の専用工場であり、レンズの研磨、洗浄、蒸着、組立が行われている場所だ。また、国内にとどまらず、

海外を含め、レンズ生産の中心となっている。 

レンズの生産工程は、キャノンの工場に光学用硝材メーカーからある程度成型されたガラス球が納入

され、工場でそれを最終のレンズに加工するというものだ。硝材メーカーでは、ガラス球を製造するた

めに、「くりぬき加工方式」と「プレス加工方式」という二つの生産方法によって生産されていた。名

前の通りガラス球を板状のものからくりぬくものと、ガラス球のもととなるものを型にはめプレスする

ことで製造する方法である。 

実際に MFCA の分析を行うと、すでにこの時点で多くのロスが発生していた。 

そして、キャノンの工場における加工では、負の製品率が「くりぬき材の場合は 47％、プレス材の場

合は 32％」3 となっており、製品工程において削られ廃棄物になっていたこと。 

それと同時に、切削油・研磨材料などの補助材料も多用しており、それらも廃棄物となっていたこと

が判明した。往来の歩留り管理（完成品の個数で管理）では、「プレス材の良品率が 99%（ロス 1%）

くりぬき材の良品率が 98%（ロス 2%）」4 となっていたが MFCA ではまったく異なる分析結果となっ

た。 
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その結果を踏まえ、レンズ材料の削りしろの削減の促進をするために、材料メーカーも同時に MFCA

分析を行い、マテリアルロスの情報を共有し合って連携して削りしろの削減を推進した。 

改善されたものは、プレス材においては、二アーシェイプ化がされ、くりぬき材に関しては根本的に

くりぬき材そのものからプレス材へと加工方式自体が変更された。 

その結果、硝材メーカーでは、「原材料使用量が 85%、使用エネルギーが 85%、廃棄物が 95%削減

された。」5 キャノンでは、「スラッジ発生量が 50%、研削油使用量が 40%、研削砥石使用量が 50%削

減された。」6 

MFCA によって、多くのムダが発見され、結果的に技術革新と大幅な材料の削減が行われた。 
 

３．清水印刷紙工の例 

さきほどは、キャノンという大企業の例を見てきた。続いては、中小企業における MFCA の事例とし

て、清水印刷紙工の例を見ていきたい。 

清水印刷紙工は、資本金 3,800 万円、従業員 38 名の会社である。この会社は、環境に配慮した、水

無しの UV 超高精細印刷など優れた先進技術を利用した印刷加工で注目されている。 

この会社では印刷をする際に、印刷の品質（色や見た目など）が整うまで、試し刷りを行っていく。

当然試し刷りでは多くのロスが生じ、MFCA では「負の製品」とみなされる。この場合の具体的なロス

とは、紙、インキ、電気代を含む設備、作業時間である。今述べたロスは、印刷工程への通し枚数で把

握することができる。通し枚数とは、機械に投入した紙の総枚数のことである。印刷開始から製品の品

質が整うまでの準備用紙が予備となる。しかし、実際にはこの予備だけではなく、ヤレといわれる準備

用紙を準備することも少なくない。ところで、ヤレとは、「これ以前の印刷で使用し製品にならなかっ

た用紙（以前の試し刷り分）を残しておいたものである。」7 これは、もったいないということから生

じた現場での工夫である。 

 MFCA によって、予備とヤレを負の製品として「見える化」し、会社にとって変動費となるインキ

代、電気代、労務費のロスコストを評価した。その結果、経営者（社長）にとって予想以上に大きなロ

スが存在することが明らかになった。そのため、ロスの原因となる試し刷りの枚数（ヤレと予備）の削

減に取り組み始めた。 

 具体的には、試し刷り等（色合いや見た目の調整）の見直しなどにおいて、「ムダを作り出すルー

ルを見える化し、作業者の意識改革を含めて新しいルールへと変更することであった。また、少ない予

備用紙の枚数でも色合わせ可能なインキへの変更と色を安定化させるための様々なオプションの活用が

検討されている。」8 

 その努力により、多くの昔ながらの職人が残る現場で、具体的数量とコストを共有し、熟練や習慣

を見直し、より洗練された作業標準を作り上げた。それにより、作業者全体のスキル向上へと繋げてい

くことが可能となる。 

 MFCA の結果を反映させるためにも生産技術や設備の改善が重要であり、清水印刷紙工では印刷機

メーカーとの技術検討など、積極的な技術提案や開発、設備投資を行っている。 

 この会社では、2003 年から体系的に MFCA に必要なデータを収集・分析しているが、負の製品の

コストの割合を示すロス率は、以下の図表 3 にあるように、確実に削減が行われている。 

図表 3 

5 年間のロス率の推移 

年度 通し枚数 ヤレ枚数 ロス率 

2003 13,367,833 864,226      6，5％ 

2004 17,159,346 993,697      5，8％ 

2005 19,436,109 1,071,102      5，5％ 

2006 17,361,876 773,707      4，5％ 

2007 14,208,506 351,138      2，5％ 

出所 http://www.jmac.co.jp/mfca/case/pdf/data1005.pdf 

（MFCA 適用事例紹介、清水印刷紙工株式会社より引用） 
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３章 マテリアルフローコスト会計の課題と将来 
 

１．課題 

 MFCA は、もちろん課題が全く存在しない優れものではない。その特徴がゆえに生じてしまう課題

がある。 

いままで述べてきたように、MFCA は既存の管理手法で見つかる「ロス」を越えた、新たに発見され

る「ロス」を対象としている。そのため、現場の管理者は、設備の正常な稼動を前提に管理者としての

責任の範囲が規定されているため、設備が正常に稼動していても生じる「ロス」は管理の対象には含ま

れていないのである。つまり、製造担当者は、製品設計上生じてしまう「ロス」に関しては、管理対象

外となるのである。そのため、MFCA を導入して見える化をする場合、導入現場では管理者の管理可能

性の原則を拡大する必要がある。MFCA の示すロスには、補助材料の非効率性のようなすぐに改善する

ことができる課題もあるが、１章で述べたように、設備投資や製品設計の変更をしなければならない場

合もある。そのため、企業で導入するためには会計部門や環境部門といった一部の部門だけでは MFCA

の効果を十分に発揮することができない。生産管理、生産技術、製造部門との連携を含め実行のために

は、説得や MFCA 自体を知ってもらう必要があるだろう。 
  

２．今後の動向と意見 

 MFCA は、今後国際的にも広がっていこうとしている。MFCA の国際標準化を目指し、経済産業省

が 2007 年 11 月 16 日に ISO（国際標準化機構）の TC207（環境マネジメント）に対して、正式に新業

務項目提案（New Work Item Proposal）を行った。その後、2008 年 3 月 19 日付で規格化作業の開始が

採択された。この提案は、「環境管理会計」分野として世界初の提案であり、環境マネジメント分野に

おいて日本からの初めてのものであった。 

そして 2011 年には、TC207 加盟国の投票を経て、日本が議長国となって発行される予定となってい

る。ISO14000 シリーズにおいて、日本が主導して国際規格を作ることは初めてのことである。 

 これが実現すれば、国際的なガイドラインが明確化され、日本企業の海外拠点や提携先に対して、

MFCA の導入を促すことが容易となり、日本主導で MFCA を国際的に広めていくことができるだろう。

だが、日本では MFCA の現状でも述べたが企業の中では、あまり導入されていない。やはり日本主導で

広めていくのであれば、多くの日本企業が導入を積極的に進めていくべきであると考える。 

 私自身、MFCA の拡大、発展には大いに賛成の立場であり、国際的に浸透していくことでより環境

に根ざした経営活動の広まりにも繋がっていくだろうと考えている。環境と経済の両立というまさに今、

求められていることを実現することが可能となるのである。 

MFCA を実際に導入した企業の実用例からも見てとれるように、明らかにムダが発生していたことが

わかっている。そうした少しでもムダな部分を省いていき、原材料を有効活用することで具体的に目に

見える形で環境対策を行っていくことができるようになり、「ロス率の削減＝利益向上」9 という企業

の努力が世間的に評価されるような時代がやってくるに違いないだろう。 
 

結論 
 
 多くの企業でコスト削減の努力が行われているが、成果が思うように出ない企業では、MFCA の導

入を検討してみるのがよいかもしれない。MFCA の導入事例に関しては、数が少ないが、参考となる成

功例がある。これらを多くの企業が参考にし、積極的に導入を進める企業が増えていくことを期待する。

実際に導入をしてみると、思わぬところでムダが発生していることに気づくことができるかもしれない。 

これからの時代は、環境と経済性の両立を目指すことが当然となる時代がやってくるだろう。まさに

MFCA は、その先駆けであり中心となる存在であると私自身考えている。 

 今回は、MFCA の概要と導入例までにしか到達することができず、MFCA が企業の経営活動の中で

どのように生かされているのかに触れることができなかった。今後は、今回到達できなかった範囲、そ

して MFCA についてさらに深く勉強を続けていきたい。 
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後注 
図表 1 

中蔦道靖、國部克彦（2008 年）『マテリアルフローコスト会計＜第 2 版＞』 

          日本経済新聞出版社 
           
図表 2 同上  
 
図表 3 適用事例、清水印刷紙工 http://www.jmac.co.jp/mfca/case/pdf/data1005.pdf 
 
1http://www.jmac.co.jp/mfca/document/01.php を参照 

2http://canon.jp/ecology/management/accounting.html より引用 
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序論 

「宿命」という言葉がある。 

人が自由意思だと思っているものは、すべて神によって先天的に与えられていたプログ

ラムであり、常に一つの過去（原因）に対して、一つの未来（結果）が用意されていると

いう考え方だ。人は、与えられたプログラムの上を予定通りにひたすら生かされてゆくと

いうのである。 

世に、プログラムを動かすものは、パラメータとしきい値である。 

条件分岐と反復処理の織り成す複雑な制御機構の論理からパラメータが生み出され、そ

れがしきい値の前後で分岐されて、次の処理が定められる。そうして帰着すべき結果が着々

と用意されてゆくのである。 

会計基準というものが生まれ落ちて以来、そのプログラムは蓋然性、重要性、過去事象

要件など、様々な論理と閾を提供し、人を動かし、財務諸表を輩出させ、ステークホルダ

ーの意思決定を促してきた。宿命を左右してきたのである。人々は、（疑うことが全くなか

ったとは言えないが、）そのプログラムを物差しとして使っていたから、巨万の富を動かし、

様々な経済事象を生み出してきたのは会計基準であったといっていいだろう。 

今、そのプログラムに決定的なピースが１つ、不足している。オンバランス化の論理と

閾である。多様な経済事象に対して整備されてきた会計基準だが、果たしてオンバランス

化の閾に関して統一的論理を提供しているかは疑問だ。 

リースはその典型である。 

今こそ、オンバランス化に関する論理を整備し、閾値を定める原則が必要とされている

のではないだろうか。本稿は、大規模株式会社を前提として、特に比較的長期にわたる中

核資産リースのレッシー側の処理を切り口に、こうした要請に一つの進言を付すものであ

る。 
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第一章 リース会計を巡る動向概観 

1950年代、リース取引1は朝鮮戦争2後の米国でタックスプランニングへの要請を背景に、

銀行融資枠を利用することなく銀行借入と同等の資本調達が可能にする金融手段として発

生・普及し3、投資刺激を狙った政府の減税政策4を背景に急速な伸びを見せ、2000 年には

リース設備投資額が 247 十億ドル5に達した6。我が国でも、1979 年に年間リース契約高が

一兆円を突破、以降、高度経済成長7の波に乗り、1980 年代にわたって目覚ましい発展を遂

げ、ソビエトが崩壊した 1991 年には史上最高の 8,214 十億円を記録8。その後はバブル経

済の終息とともに落ち着きを見せ、2009 年の年間リース契約高は 5,137 十億円9となってい

る10。 

広く人口に膾炙したリースの取引形態とは裏腹に、リース会計は未だ金甌無欠な会計処

理アプローチを提供できていないというのが実情だ。リースと、その会計処理は、切って

も切れない関係にあると言って良く、巷間のリースに関する書籍には、リース会計やリー

ス税制に関する項を有するのもが多く散見できる。 

伝統的には、リース会計はデリバティブ等と並んで“オフバランス取引”と言われ、原

資産(the underlying asset)を簿外に置くことがむしろ適正であると考えられてきた。原資

産の認識が、使用権の経済的実質ではなく所有権の法的所在を根拠に説明されており、レ

ッシーの原資産の使用は対価たるリース料の支払が条件であると解され、リース料の支払

義務もレッサーが原資産の使用を認めることが条件であると解されてきた。所謂未履行契

約アプローチである11。 

それに対して、より経済的実質に目を向け、割賦購入とのアナロジーを高めるべきとの

                                                   
1 リース取引の発生を「ギリシャ・ローマ時代にさかのぼる」 [古藤, 1976, ページ: 1]

等とする説もあるが、ここではリースをレンタル・チャーターとの違いから捉え、

Equipment Leaseに近い意味で考えたい。尚、このあたりは [宮内, 2008年, ページ: 12-14，

72-73]にも明るい。 
2 大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国との戦争。1950 年に勃発し、現在は休戦状態。こ

の戦争により、我が国に戦争特需がもたらされた。 
3 この点は、 [宮内, 2008 年]に明るい。 
4 当時の米国では、有形固定資産の減価償却にあたって、税務上の法定耐用年数が実際

の経済的耐用年数に比して長期であったため、税務調整にあたって多大な加算調整が強い

られていたが、固定資産の調達方法をリースによることで、税務上も賃貸借処理が認めら

れ、現実に即した損金計上が可能になった。 
5 [宮内, 2008 年, ページ: 86]による。 
6 このあたりは、 [宮内, 2008 年]に明るい。 
7 1960 年代における、我が国の目覚ましい経済成長。平均経済成長率 10%超の期間が

25 年以上にわたったのは世界的にも稀。エネルギー革命や流通革命・技術革新なども起き

たが、過疎化や公害等も引き起こした。 
8 [経済産業省, 2006]による。 
9 [社団法人リース事業協会, 2009, ページ: 5]による。 
10 リース取引の発生と普及の経緯については、 [宮内, 2008 年]に明るい。 
11 このあたりは [加藤, 「リース・オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペ

ーパーを中心として～」, 2003, ページ: 85]に明るい。 
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観点から、原資産をオンバランス化させるべく、現行の会計基準にあるようなリスク・経

済価値アプローチが提唱されてきたのは、既に周知の通りである。 

リスク・経済価値アプローチについては、仔細に申し述べなくとも既に周知のとおりで

あるが、原資産のリスクと経済価値が実質的にレッシーに移転するか否かによって、リー

ス取引をファイナンス・リース12（以下、「FL」という）とオペレーティング・リース13（以

下、「OL」という）に二分し、OL については、従来通りの賃貸借処理による一方、FL に

関しては原資産とリース料の支払義務をオンバランス化するというものだ。既にご存知の

通り、当初認識後の会計処理としては、オンバランス化された FL の原資産は減価償却され、

リース料支払義務は借入金の元利均等返済と同等の会計処理がとられる。 

リスク・経済価値アプローチは、法形式にとらわれた会計処理から、経済的実質を捉え

た会計処理へ前進した点では評価できる。しかしながら、周知のように、現行基準では原

資産のリスクと経済価値が実質的にレッシーに移転する旨の判定にあたって、ノンキャン

セラブル要件の他にフルペイアウト要件を設けており、細則主義の典型14ともいわれるフル

ペイアウト要件によって、リスクと経済価値の全部が移転したか、全く移転しなかったか

といった両極端な判断を財務諸表作成者に迫っている。そのために、フルペイアウト要件

を満たさなくなるように契約条項を工夫することで、オンバランス化を容易に回避するこ

とが可能であり、シンセティック・リースなる負の遺産までもを生み出す結果を招いた。

現行基準における妥当性を欠いた判定基準が、レッシーの「オンバランス回避行動」15 [茅

根, 「リース会計のニューアプローチとオンバランス論理の変容―リース・ディスカッショ

ン・ペーパーの提案を中心に―」, 2009, ページ: 1]と相俟った結果、その経済的実質が FL

であるにもかかわらず、OL として会計処理される実態(「FL の OL 化」 [加藤, 「リース・

オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペーパーを中心として～」, 2003, ペー

ジ: 87])を生じさせ、類似の経済的実質を備えた取引が異なって会計処理される事態を招き、

                                                   
12 US-GAAP における Capital Lease。我が国の会計基準では、「リース契約に基づくリ

ース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずる

リース取引で、借手が当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することがで

き、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリ

ース取引をいう。」と定義され、IFRS では、「資産の所有に伴うリスクと経済価値を実質的

にすべて移転するリースをいう。」と定義される。 [ASBJ, 2007] [IASB, 2009] 
13 我が国基準・IFRS では、共に「ファイナンスルース取引のリース取引」と定義され

ている。 [IASB, 2009] [ASBJ, 2007] 
14 フルペイアウト要件に関する IAS17 号の規定は原則主義的となっているが、我が国基

準・US-GAAP の規定には、耐用年数基準・現在価値基準で数値による細則が示されている。

また、IFRS の規定も、取引の実質に関する判断が必要であり、恣意性の介入する余地が指

摘されている [山田, 2007, ページ: 61]。 
15 既に周知のこととは思うが、レッシーがこのような行動を取るのは、原資産をオンバ

ランス化することでRoEやRoA等の経済的指標が悪化するのを回避しようとするためであ

る。 
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比較可能性や有用性などの財務諸表の質的特性16を大きく毀損させる事態に陥った。そのた

めに、財務諸表利用者は OL でオフバランス処理された原資産がオンバランス化されるよう

財務諸表の数値に対して「日常的に調整を行っている」 [IASB, 2009, ページ: 1.12]と言わ

れているが17、こうした修正を行う上での必要な情報が現在の会計では十分に提供されてい

ない。 

こうした問題を解決するべく、2003 年から UK ASB18が中心となって G4+119の枠組み

による議論がすすめられ、1996 年 7 月に Special Report(以下、「SR」という)が、2000

年に Position Paper（以下、「PP」と言う）が公表された20。更に 2006 年からは MoU21プ

ロジェクトの一環として、IASB22・FASB23（以下、「両ボード」）が共同で審議を行ってき

ており、2009 年 1 月に Discussion Paper(予備的見解，以下「DP」と言う)が、2010 年 9

月に Exposure Draft(以下、「ED」と言う)と結論の根拠が公表されている。これらのプロ

ジェクトでは、リース取引を二分することなく適用できる単一の会計基準の策定が目指さ

れ、特に G4+1 では複数の新たなアプローチ・アプローチが議論されてきた。ここではま

ず、これらのリース会計を巡る議論の中で俎上に挙げられた諸アプローチのうち、総資産

アプローチ，使用権アプローチの二つ24について概観してゆくことにしたい。 

第二章 使用権アプローチ 

本章では、両ボードの ED にも触れつつ、使用権アプローチについて概観し、その問題

                                                   
16 IFRSs の財務諸表の作成及び表示に関するフレームワークでは、財務諸表の主要な質

的特性は、理解可能性・目的適合性・信頼性・比較可能性の４つとされ、信頼性には、表

現の中立性・実質優先・慎重性・完全性が含まれるとされている。 [IASB, 2009, ページ: 

24-42] 
17 このあたりは [加藤, 「リース・オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペ

ーパーを中心として～」, 2003, ページ: 85-88]に明るい。 
18 英国会計基準審議会。1990 年に ASC から引き継ぐ形で発足。 
19 米・英・加・豪・新と IASC(International Accounting Standard Board，IASB の前

身)による議論の枠組み。リースの他、企業結合や JV 等で成果をあげるも、2001 年 Q1 に

解散。 
20 このあたりは [加藤, 「リース・オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペ

ーパーを中心として～」, 2003]に明るい。 
21 正式名称『Memorandum of Understanding ～Roadmap for Convergence between 

IFRSs and GenerallyAcceptedAccountingPrinciples of US 2006-2008～』。2006 年二月に

公表。その後、2008 年 9 月に改訂された [中京大学会計学研究会, 2010, ページ: 1]。その

後、計画の後ろ倒しが決まり、2010 年 6・7 月に IASB・FASB から Joint Statement、Work 

Plan 等が公表された。 
22 International Accounting Standard Board、国際会計基準審議会 
23 Financial Accounting Standard Board、財務会計基準審議会 
24 これらのアプローチ以外にも、未履行契約アプローチが議論の俎上に挙げられている

が、当該アプローチは既に過去の遺産であって、 [IASB, 2009, ページ: C8]でも指摘され

ている通り、資産・負債が認識できないアプローチには問題があると考えるため、ここで

は特に取り上げない。 
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点を指摘し、以ってオンバランス化の論理と閾に関する考察の契機としたい。 

使用権アプローチは、1962 年に J.H.Myers が公表した会計研究叢書第 4 号(ARS4)に端

を発するもので、G4+1 の PP・SR はもとより、両ボードの DP・ED でも採用されている。 

使用権アプローチを採用した PP においては、企業が財務柔軟性(financial flexibility)25

を獲得する点をリース取引の特徴と捉えられている26。原資産の側よりもリース負債の側に

より目が向けられており、将来の「キャッシュアウトフローを画定する機能」に大きく目

が向けられている。こうしたアプローチは両ボードでの審議でも引き継がれており、DP で

はリース取引に関して「資金源を生み出すための取引」 [IASB, 2009, ページ: 3.28]とも表

現されている。 

使用権アプローチでは、オンバランス化の論理が概念フレームワークとの合理性に求め

られており、割賦購入とのアナロジーに重点を置いた従来のアプローチから資産・負債ア

プローチに基づく論理的なアプローチへ転換を図ることを提案。それにより、現行基準の

形骸化要因たるフルペイアウト要件を払拭している27。 

それでは使用権アプローチについて具体的に概観してゆくことにしよう。 

第一節 使用権アプローチの概要 

ここではまず G4+1 の SR における提案から順を追って概観してゆくことにしたい。 

G4+1 の SR では、オンバランス化の論拠が国際会計基準の概念フレームワークにおける

資産・負債の定義28と契約における解約不能条項に置かれ、原資産のリース期間にわたる使

用権(The right-of-use asset)をレッシーの資産として認識することが提案されている。経済

的便益の支配(control)の所在を所与として、オンバランス化の閾を所有権の存在という法的

形式ではなく、契約に基づく使用権の有無という経済的実質に化体させているのだ。つま

り、ノンキャンセラブルを所与とすれば、使用権資産はレッシーが“過去の事象”（リース

契約の取り交わし）によって“支配”している資産と捉えられ、かつ使用権資産の利用に

                                                   
25財務柔軟性とは、将来において予期せぬキャッシュアウトフローやニーズが生じた際

に、柔軟に対応できる力のことである。英国の財務報告原則書での、Financial Adaptability。 
26 この点は、 [佐藤, 「リース会計の認識を巡る諸問題～使用権モデルと総資産モデル

の比較考察～」, 2009, ページ: 142]に明るい。 
27 この点は [茅根, 2002]に明るい。 
28 IFRS の概念フレームワークでは、資産について、「資産とは、過去の事象の結果とし

て企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源をいう」

と定義され、負債について、「負債とは、過去の事象から発生した企業の現在の債務で、そ

の決済により、経済的便益を有する資源が当該企業から流出することが予想されるものを

いう」とされている。また、資産の認識要件について、「資産は、将来の経済的便益が企業

に流入する可能性が高く、かつ、信頼性をもって測定できる原価又は価値を有する場合」

と、負債のにんしき要件について、「負債は、現在の債務を決済することによって、経済的

便益を有する資源が企業から流出する可能性が高く、かつ、決済される金額が信頼性をも

って測定できる場合」と定められている。尚、この負債の定義における“現在の債務(present 

obligation)”の範囲は、法的拘束力(legally binding)のある義務のみでなく衡平的義務

(equitable obligation)や推定的義務(constructive obligation)も含むものとして解釈される。 
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より“経済的便益が当該企業に流入すると期待”されるため、(フルペイアウト要件の成否

に関わりなく、)オンバランスされることが可能となり29、リース契約を締結した時点でリ

ース期間にわたるリース料支払義務が負債として認識可能なものとなるのである30。 

以上が SR での主な提案である。 

この提案は、フルペイアウト要件を払拭した点で優れていると言える。しかし、SR での

使用権資産のオンバランス化の論理は、ノンキャンセラブル要件に大きく依拠しており、

リース契約の契約条項の中に、ノンキャンセラブル要件の判定を回避するようテクニカル

な条項が盛り込まれた場合には使用権アプローチに拠った場合でも、現在におけるような

会計基準の形骸化を招くことになってしまうと非難が付された31。 

こうしたノンキャンセラブル要件に関する問題を解決するため、引き続き G4+1 の枠組

みで PP へ向けた審議が進められた。結果としては、その成果として提示された PP では、

ノンキャンセラブル要件について、あえて言及されなかった。PP へ向けた審議等を経た結

果、特段の手当てが不要なことが明らかにされたのだ。というのは、そもそも有期契約で

あるリース契約には、法理上、その期間の満了までは解約ができないか、できたとしても

違約金が課される等で制限されるのが通常である32。つまり、ノンキャンセラブル要件につ

いて、会計基準策定サイドで特に考察を加え、別段の規定を置かなくとも、リースは本来

的に中途解約の出来ない取引なのだ。 

こうしたアプローチは、両ボードの DP・ED にも継承されており、ED でも、リースの

定義の中でリース契約が有期契約にあたることが示唆されている他は、レッシーでの原資

産の認識にあたってノンキャンセラブルが引き合いに出されてはおらず、契約条項の中で

解約権をレッシーに留保する旨が織り込まれた場合については、当該条項をオプションと

捉え、測定に反映33させることとしている34。 

尚、リースの定義に関連して、ED の適用指針において「契約の履行」(the fulfilment of 

the contract)35が、「特定の資産又は資産群(「原資産」)の提供に依拠している」 [IASB, 2010, 

                                                   
29 この辺りは、 [加藤, 「リース会計の論理と原稿基準の改定動向」, 2007]に明るい。 
30 この辺りは、 [加藤, 「リース会計の論理と原稿基準の改定動向」, 2007]に明るい。 
31 この点は [加藤, 「リース・オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペーパ

ーを中心として～」, 2003]に明るい。 
32 この点は [加藤, 「リース・オンバランス化論の再構築～G4+1 のポジション・ペーパ

ーを中心として～」, 2003]に明るい。 
33当初 PP・JWG ドラフト基準では、財務構成要素アプローチで、リース契約に付され

たオプションを処理する案が考えられていた。特に、JWF ドラフト基準では、リースを金

融資産・金融負債の集合体と捉え、中途解約権や残価保障などを組み込みデリバティブの

一種と捉えて処理することを提案している [茅根, 2002, ページ: 21]。しかしながら、こう

した提案は、両ボードの審議で棄却された。その理由は DP によると、財務構成要素の識別

可能性・測定可能性及び財務構成要素アプローチ自体の目的適合性に疑問が呈されたため

とされている [IASB, 2009]。 
34 この点は、 [IASB, 2010]に明るい。 
35 ASBJ の邦訳では、「履行」と訳されているが、オクスフォード英英辞典による
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ページ: B1]ことがリースたる要件とされたことに反対意見を表明する。契約当事者(レッシ

ーとレッサー)が、リース契約締結するにあたって、当該契約を要物契約とするか諾成契約

とするかは、契約自由の原則が保障される限り、当事者間で容易に決することが可能であ

る。しかしながら、契約の要物契約/諾成契約の別は、(認識時点に一定の影響を及ぼす可能

性はあるものの、)取引の経済的実態に影響を及ぼさないケースが多いため、その様な契約

の形態にとらわれずに統一の会計処理が行われるべきである。しかし、適用指針にこのよ

うな規定を置いた場合、リース契約を諾成契約として締結すればオンバランス化が回避で

きるとの誤解36を生みかねず、会計基準の形骸化を招く大きな要因になると考える。 

さて、次節では、両ボードの ED を切り口にオンバランス化の要件についてみてゆきた

い。 

第二節 EDでの提案とリース会計基準の範囲 

これまで、G4+1 と両ボードの審議内容について、認識面を中心に SR から順に概観して

きた。ここでは、まず ED における基準案の概要から見てゆくこととしたい 

ED は、DP までの議論を大きく踏まえたものとなり、実質的に購入とみなされるリース

取引を除き37、リース料支払債務・使用権資産を財政状態計算書にオンバランスし、リース

料支払債務に係る利息費用や使用権資産に係る償却費・減損損失等を認識するものとして

いる。 

ここでは、実質的に購入とみなされるリース取引が、リース会計基準の適用範囲から除

外されたことに着目したい。 

当初、両ボードは、実質的に購入とみなされるリース取引をリーク会計基準の適用範囲

に含めることを暫定決定し、DP でその理由として、○a リース会計基準で規定されるであろ

う会計処理が資産購入時の会計処理と同等となると予想されること38及び、○b 「実質的な購

入」(what is meant by an in-substance purchase)の範囲を定めるのが難しく、○c 実質的な

                                                                                                                                                     

と”fulfilment”は「to do or have what is required or necessary」とされており、ED の B1

の規定はリース契約の成立要件について定めたものと解される。 

36 適用指針のB1項では、「契約の実質に基づいて」(on the basis of the substance of the 

contract)判定されるべき旨が記されているため、このような解釈が誤解であることは明白

である。また、原資産の引き渡しを、取引の早期に据えていない取引がリース取引とされ

ることは、現実にそぐわない為、このような趣旨の規定を置くこと自体を本稿として否定

するものではない。しかしながら、表現上の問題として、現行の表現では、本文中で示し

たような誤解を生みかねず、改善の余地が存するものと考えられるため、あくまでその意

味から反対意見を表明するところである。 

37 実質的に購入とみなされるリース取引については、資産の購入における通常の処理に

倣い、(現在の改訂作業が終了した後の、)収益認識会計基準に従って処理することとされて

いる。 
38 後にも改めて指摘するところではあるが、収益認識会計基準の改訂作業の動向を踏ま

えると、このような予想が現実的かどうかは不可解である。 
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購入の定義によってはフルペイアウト要件を再び設けなければならなくなる可能性がある

ことを掲げている [IASB, 2009, ページ: 2.12]。 

ところが、寄せられたコメントレター等を踏まえた両ボードの審議の結果、IASB より

公表された AgendaPaper10B では、売却の場合には、リース取引と売買取引では異なる経

済的実態を有するとして実質的に購入とみなされるリース取引を新たなリース会計基準の

範囲から除外することで暫定合意された [IASB, 2009]。 

こうした経緯を受け、ED では、実質的に購入とみなされるリース取引として①「企業

が原資産に対する支配及びすべてのリスクと便益（ごく僅かなものを除く）を、他の企業

に移転する結果となる契約」及び②「リースで定められている購入オプションを借手が行

使した後のリース。」の二つが挙げられ、更に前者について適用指針で、所有権移転条項ま

たは BPO39が付された場合に通常支配が移転される旨を指摘されている [IASB, 2010, ペ

ージ: 8,B9,B10]。換言すれば、原資産自体のリスクと経済価値がレッシーに移転するか否

かによってリース取引を二分し、後者のリース取引には使用権アプローチを適用する一方、

前者のリース取引は原資産の支配がレッシーに移転した時にオンバランス化するというの

である。 

本稿では、こうしたアプローチに二点から強い反対意見を表明する。 

まず一点目は、このようなアプローチによった場合、実質的に購入とみなされるリース

取引によった場合と実質的に購入とみなされないリース取引によった場合との間で、財務

諸表の比較可能性が保たれるかが不可解である点である。何よりリースの場合には、“原資

産の支配がレッシーに移転した時(when control of a good or service is transferred from 

the seller to the buyer)”というのがいつを示すものなのか、全く判然としない。通常の賃

貸借取引であれば、賃借物件の支配は貸主にあり、借主は所謂「通常の賃貸借処理による

方法」によって費用(賃借料)を計上する。それに対し、純粋な購入/販売といった取引では、

取引が行われた日を以て物件の支配が一時に買主へ移転する。では、その中間に位置する

リース取引が、「実質的に購入とみなされた場合」には、原資産の支配(control)がいつ移転

すると考えればよいのだろうか。全く判然としない。 

もちろん、支配概念の本来の意義に従って、原資産の引き渡しが行われた時を以て支配

の移転時点と捉え、一時に原資産の公正価値をオンバランスするべきとの声もあるだろう40。

しかし、仮にそのように解するならば、別の問題が発生する。二点の反対意見と述べた二

点目である。 

実質的に購入とみなされるリース取引について、原資産の引き渡しがなされた時点で一

時にオンバランスすることとすると、リース取引が実質的に購入とみなされた場合には残

余価値を認識しなければならないのに対し、実質的に購入とみなされない場合には使用権

                                                   
39 バーゲンパーチェスオプション。 
40 現に、Agenda Paper 10B では支配概念について、新たな概念を開発するのではなく、

既存の支配概念について補足説明を加えることで同意している。 [IASB, 2009] 
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部分のみの認識に止められることになる41。すると、オンバランス化される資産の価額を低

く抑えようとする企業が、実質的な購入とみなされなくなるようなテクニカルな条項を契

約内容に盛り込むことが考えられ、リース会計基準が形骸化してしまう虞がある。つまり、

これまでFLかOLかの判定を巡って繰り広げられてきたレッシーのオンバランス回避行動

が、今度は売買かリースかの判定を巡って繰り返されることになるのではないだろうか。

そうなれば、残余価値のオンバランス化を巡って、リスク・経済価値アプローチの場合と

同様の問題が再び指摘される結果を招き、財務諸表作成者と基準設定主体のイタチごっこ

に陥るのではないだろうか42。 

第三章 総資産アプローチ 

総資産アプローチは、G4+1 の PP で少数意見として示されたアプローチである。 

このアプローチでは、オンバランス化の論理を、原資産の物的な存在に着目して説明す

る43。資産の調達方法が購入であるかリースであるかを問わず、当該資産が事業の用に供さ

れていることが紛れもない事実である点に着目し、「営業能力を維持するための所要資本の

表示」 [佐藤, 2009, ページ: 145]を志向する。企業業績が原資産の利用に基づいていること

を論拠に、原資産の公正価値を財政状態計算書に表示すべきというものである。 

また、そもそも企業が、事業を主眼に運営される経済主体である点に立ち返れば、事業

運営上の所要資本の意味における資産を財政状態計算書に計上することには意味があると

考えることもできるのではないだろうか。 

総資産アプローチの具体的な会計処理としては、このアプローチでは財政状態計算書で

原資産のフェアヴァリューを残余価値44も含めて全額認識される。その一方で、負債側では

リース料支払義務とともにリース期間終了後の原資産の返還義務も認識するというもので

ある。 

このアプローチの欠点としては、現行の概念 framework との整合性が取れないことが指

摘されている。DP でも、次の理由からこのアプローチは棄却されている。すなわち、原資

産の残余部分は明らかにレッシーの資産ではなく、原資産の返還義務は明らかにレッシー

の負債ではない。リース期間が満了した後であれば、たとえ原資産の物的所在がレッシー

の元にあろうとも、その場合のレッシーの置かれた立場は「管理人のようなもの」 [IASB, 

2009, ページ: 33]であって、そこから得られる経済的便益は当該企業に流入せず、経済的

                                                   
41 この点は Agenda Paper 10B でも記されている。 
42 この点について、ED の結論の背景では、「コメント提出者の一部は、売買とリースの

区別を試みることにより提案の複雑性を増す分類規定が再度導入されることになるのでは

ないかと危惧していた」(BC62)としつつも、「売買とリースの経済的影響は異なるものであ

ることから、…(中略)…会計処理にそのような違いを反映しなければならない」(同)として

いる。 
43この点は、 [佐藤, 「リース取引における残余価値の機能～残余価値の資本コストが損

益計算に与える影響～」, 2009]に明るい。 
44 リース期間終了時において原資産が有する公正価値で、レッサーの残余持分に等しい。 
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便益が当該企業から流出することもない。従って、残余部分や返済義務は概念 framework

の資産・負債の定義を満たさず、整合性が取れないのである。 

こうした欠点が指摘されている一方で、本稿では、この総資産アプローチに類似のアプ

ローチこそが財務諸表作成者と基準設定主体のイタチごっこを終焉させ、リース会計基準

を巡る論議に終止符をうつものとなるのではないかと考える。 

類似のアプローチとは、すなわち、リース料支払い義務を DCF 法で測定・計上し、リ

ース期間満了時の見積もり残存価額を公正価値で測定し、返却義務として計上。それらの

合計額をリース資産として計上するというものである。 

実質的な購入とみなされる場合を含めて、全てのリース取引をこのアプローチで計上す

ることにより、財務諸表の数値の恣意的な歪曲が防止され、財務諸表利用者は経済的実質

に関する情報の提供を受けることができるようになると考える。 

確かに、このアプローチの場合には資産が過大計上されてしまうのではないかといった

意見もあろう。この点について、返却義務の負債を資産評価勘定の形で表示を提案する。

評価性引当金のような類の資産評価勘定を設け、過大に評価された資産の減額表示を行う

というものだ。 

リース会計は難しい問題である。それは、単純に G4+1 の発足から ED の公表まで 7 年

の歳月を要したことからだけでも看取できる。 

それは、単純に解されることだが、リース取引においては、原資産が複数のレイヤーに

分離していると考えることができる。それは、一義的には、物理的所在と所有権の所在の 2

レイヤーである。さらに考察を深めれば、使用権・リース債権を含めた 4 レイヤーの存在

を認めることも出来る。これらのレイヤーについて、どういう論拠から、どれに着目し、

どこで(レッシー・レッサーのいずれで)、どうオンバランスするか、それが問題だ。 

リース会計が適切な会計処理アプローチを提供し、会計が適切に機能する明日が来るこ

とに大きく期待したい。 

結論 

本稿では、リース会計を巡り議論の俎上に挙げられた諸アプローチについて概観すると

ともに、(とりわけ ED において提案されている、)使用権アプローチの問題点を指摘した。 

主たる問題の所在は、いかにして財務諸表作成者と会計基準設定主体のイタチごっこを

避け、レッシーの無駄なオンバランス回避行動を終焉させるかということである。 

財務諸表は、企業にとっての成績表である。たった一枚の紙が自らの明日を 180 度変え

るかもしれないから、企業にとっては死活問題である。 

一方で、社会では RoE や RoA 等の指標が財務諸表から乖離して独り歩きする。こうし

た財務諸表の受け取られ方がレッシーにオンバランス回避行動を取らせ、リース会計基準

を形骸化させたと言って良いだろう。しかし、企業に会計処理選択の余地を与えないこと

が現実的でないことは言うまでもないだろう。単一の処理しか認めないことによって比較
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可能性を保とうという旧態然とした志向では無く、会計処理選択に反映された企業方針を

財務諸表利用者の側が看取し、意思決定に反映させてゆくというあるべき会計情報のあり

方が実現してゆくことを切に祈る次第である。 
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序論 

IASB1の業績報告プロジェクト(performance reporting project)は、そもそも業績とは何かという、

会計の根幹にかかわる問題を投げかけながら、その議論を回避すべく名前を財務諸表の表示(financial 

statement presentation project)に変え、あくまで表示上の問題として議論されている。我が国にお

けるコンバージェンスプロジェクトでも、その名が「財務諸表の表示」と銘打たれ、業績とは何かとい

う根源的問題には踏み込むことなく議論が進められている。 

しかしながら、会計が真に有用なものとして社会の要請に応え続ける為には、財務諸表において本

来的に報告されるべき業績情報とは何であるかということについて、その本質に踏み込んで考察してお

くことが不可欠なのではないだろうか。 

本論では、財務諸表利用者として、広く投資者を想定し、その情報ニーズと財務諸表のレリバンス

に焦点を当てつつ、業績の意義とあり方について見当を加えてゆくこととしたい。 

第一章 経済的利益と利益概念 

業績情報の意義とあり方を検討するにあたって、本論ではまず、経済学における所得の概念にその

切り口を求めくことにしたい。古くアダムスミスからの系譜を持つ概念思考であり、我々の考察にも大

きな一助になると期待される。 

第一節 フィッシャーの所得と純利益 

まず、フィッシャーの資本と所得の概念について触れたい。 

フィッシャーは、各個人の経験した出来事に着目し、その出来事の中で得た享楽こそが所得である

と考えた。しかし、享楽の様な心理的・主観的事物を直接的・客観的に測定することは物理的に不可能

であるため、その近似概念を考察していった。そこで、享楽を享受する上で必要となった費用に着目し、

                             
1 International Accounting Standard Board.国際会計基準審議会。 
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測定することに主眼が置かれたのである。例えば、人が運送を目的にトラックを利用しようというとき、

その運送から得られる享楽・幸福感こそが本来的意義の所得であるが、その幸福感を測定することは不

可能であるため、その利用に掛かった対価の額を調べることで、幸福感の測定に代えたのである。2 

費用の測定を以って幸福感＝所得の測定に代えるということは、即ち、収入金額のうち、投資・貯

蓄に回された額は享楽に結びつかないものとして所得から除外し、一方で、所得が収入金額を上回る場

合でもその超過部分も所得に含めることを意味する。3 

また、資本財についてフィッシャーは、将来の所得をもたらすものとしてこれを捉え、将来の所得

の割引計算によって、その価値が算定されるべきものとした。つまり、いかに現在の資本財の時価（ま

たはその他の直接的価値、以下同じ）が幾らのものであろうとも、その時価を以ってその資本財の価値

とされるべきではなく、その資本財の生み出す将来の享楽を通じて、資本財の価値が測定されるべきで

あると考えたのである。4 

以上のフィッシャーの論理は、下の図１に集約される。 

すなわち、資本財の費消により得た享楽を所得と考え、その対価をもって所得価値を測定する。所

得の源泉たる資本財の価値は、所得価値を割り引くことで測定されるのである。 

▼図 15 

 

以上がフィッシャーの個人所得の概念であるが、これを企業会計の論理に取り入れるには、事業概

念を取り入れる形で考察が深められなければならない。事業活動では、その享楽を直接に、あるいはそ

の享楽を通じて算出した享楽（商品）を顧客に提供して、収益を獲得することこそが唯一の目的をされ

ているから、企業がたとえ役務の提供を受け、あるいは物資を購入・利用に供したとしても、それが収

益の獲得に結びつかなければ、それは享楽ではなく、単なる損失に分類されてしまうのではないのだろ

うか。つまり、フィッシャーは、享楽を直接測定するのは不可能であるとして、その費用に着目したが、

事業活動においては、費用よりもそれに対応する収益に享楽の根本が存在するといえるのではないだろ

うか。 

以上の考察を先の図１に組み入れると、資本・所得の関係は、次の図２の通りとなると考察される。 

                             
2  [Fisher, 1980, ページ: 3-8] 
3  [Fisher, 1980, ページ: 8-13] 
4  [Fisher, 1980, ページ: 13-16] 
5  [辻山栄子, 1991, ページ: 23] 
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すなわち、資本財の費消によりサービスや物品の提供を受けるが、事業においては、それ自体では

享楽とならないため、所得にならず、資本財の費消に対応した顧客からの財貨獲得こそが享楽であり所

得となる。そこで獲得した財貨の価額をもって所得の金額が測定され、それに利益率を加味することで、

もともとの資本財の価値が測定されるのである。 

▼図 2 

 

こうした観念は、収益費用アプローチに通じるものであり、ここでの所得概念は、純利益に通じる

ものである。たしかに、収益費用アプローチは取得原価主義に通じるものであり、フィッシャーの所得

概念のように資産を割引価値で測定するということは有り得ない。また、複式簿記では、貸借対照表項

目の評価と損益の計上は表裏一体の関係にあるため、フィッシャーの所得概念をそのまま複式簿記に当

てはめた場合には、―これはリンダール氏も論じていることでもあるが―、算出される所得の金額は単

なる資本財の利息額に帰結してしまい、会計上の企業業績として意味を成さないものになってしまう。

したがって、フィッシャーの所得概念を用いた場合の所得金額・貸借対照表価額と、収益費用アプロー

チで計算されるそれらの金額とは、額としては一致しない。しかし、対応・獲得・実現の３概念を用い

て所得を考えるとこが先行させ、それに基づいて資本の価値を導出するというアプローチは、まさに収

益費用アプローチに通じるものであり、所得から資本価値を導くというフィッシャーの思考とも整合す

るものであると考えられる。 

第二節 ヒックスの所得と包括利益 

続いて、ヒックスの所得と資本の理論に移りたい。 

ヒックスは、消費生活を営む上で、支出の限度を把握したり、支出の計画を考えたりすることは重

要であると考え、「思慮ある行為の指針」6としての所得概念を追い求め、所得を「彼が一週間のうち

に消費し得て、しかもなお週末における彼の経済状態が週初におけると同一であることを期待しうるよ

うな最大額」7と定義づけた。 

                             
6  [Hicks, 1995, ページ: 304] 
7  [Hicks, 1995, ページ: 304] 
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その一方で、この所得の中心的定義のままでは、何をもって「経済状態が同一」考えるのかはっき

りせず、測定困難であるとして、その近似概念を求めていったのである8。 

ヒックスはまず、単に週初における保有貨幣額と週末における保有貨幣額が等しければ経済状態が

同一であるものと看做し、見込収入をもって所得第一号とした。しかし現実には、われわれの経済状態

は利子率や物価の変動に常にさらされており、同一の金額を保有していても、同一の経済状態にあると

は言えないと考えた。そこで、「個人が今週に消費し得て、しかもこれにつづく各週に実物で同じ額を

費消しうることを期待できるような、最大の貨幣額」との近似概念を所得第三号として定義した9。 

この所得第三号の測定では、まず、週初における経済状態が測定され、それとは独立した形で、次

に週末における経済状態が測定される。週末における経済状態の測定では、週初の経済状態との比較可

能性に配慮し、週初からの物価・利子率の変動などが考慮される。10 

フィッシャーの所得概念で、耐久消費財の費消が、配分の概念で測定されるべきものとされている

ことは既に述べたが、ヒックスの所得概念では、どのように考えられているのであろうか。この点につ

いては、ヒックスは、「諸財に対する完全な古物市場があって、それらに対する市場価値が、各特定の

損耗度に応じて、精確に評価されうるとするならば、消費による価値喪失はこれを精確に測定すること

ができる」11として、時価の評価差額をもって費消原価の測定に充てるべきものとしている。これは。

ヒックス氏が理論を確立した当時においては、未だ、割引価値の概念が確立していなかった為にこう考

察されたものと考えられる。しかし、行為の指針―とりわけ貯蓄計画は、耐久消費財の残存利用可能性

を念頭に考慮されるべきものであるから、真に「行為の指針」としての所得を追及するのであれば、資

本価値は費用配分に基づいて算定されるべきではないだろうか。 

さて、こうしたヒックスの所得概念であるが、この概念も、そのままでは企業会計の論理に取り入

れるにあたって問題があると考える。ヒックスの所得概念は、「期待しうるような」12とあるように、

あくまでも週初あるいはそれ以前に、前もって所得を把握したい場合の概念であると考えられる。ヒッ

クスが「行為の指針」13としての所得概念を追い求めていたことを想起すれば当然の帰着である。しか

し、企業会計においては、会計期間の終了時点から見た当該会計期間の業績の報告が求められており、

こうした事前の所得と呼ばれる見方は企業会計にそぐわないのではないだろうか。 

                             
8  [辻山栄子, 1991, ページ: 16] 
9  [Hicks, 1995, ページ: 304-307] 
10  [辻山栄子, 1991, ページ: 307-308] 
11  [Hicks, 1995, ページ: 309-310] 
12  [Hicks, 1995, ページ: 304] 
13  [Hicks, 1995, ページ: 304] 
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それでは、ヒックスにとって、事後の所得とは何なのだろうか。この点についてヒックスは、「個

人の消費の価値プラス週間に生じた彼の見込額の貨幣価値の増分」14としている。この利益概念は、利

子率や物価の変動を考慮に入れておらず、客観的に測定可能なものである15。こうした特長は、企業会

計における利益概念と適合的であり、企業会計の論理に組み入れるにあたって、有用性の高いものであ

ると考えられる。 

以上のヒックスの概念を数式で表すと次のようになる。 

所得＝期中消費額＋期末資本価値－期首資本価値 

この数式から見ても明らかなように、ヒックスの所得概念は、資本価値が独立変数に、所得が従属

変数になっている点で、フィッシャーと大きく異なっている。クリーンサープラスをそのまま数式にあ

らわしたとも言え、ヒックスが考察した一連の観念は、資産負債アプローチに通じるものであると考え

られる。 

第二章 投資者から見た業績情報 

本章では、財務諸表利用者の立場から、どのような業績情報が有用であるか考察する。 

序論に述べたように、本論では財務諸表利用者として投資者を想定している。投資者は、投資によ

るキャピタルゲインとインカムゲインの合計が最大化される投資案件に投資する。 

キャピタルゲインが最大化される投資案件は、投資対象の将来の財政状態が最良になると予想され

る投資案件である。したがって、投資者は、投資判断に当たって、将来における投資対象企業の財政状

態の予測情報を必要とする。将来の財政状態の予測には、非財務の情報も含めて、多様な情報を必要と

するが、業績面からは特に将来利益の情報と、その予測に役立つと考えられる当期利益の有用性が高い

ものと考えられる。 

インカムゲインが最大化される投資案件は、将来の配当可能利益が最大化される投資案件であり、

各期の業績面の情報は、その予測に用いられるものと考えられる。 

即ち、当期業績の情報には、一義的には、将来の財政状態と配当可能利益を予測するに当たっての

有用性が求められていると考えられる。 

では、この場合の業績情報としては、フィッシャーの所得概念とヒックスの所得概念のうち、どち

らが有用であろうか。答えはフィッシャーである。それは、第一に、将来の財政状態の予測の上では、

財政状態計算の基礎となるべき業績情報の提供が必要であるからであり、第二に、将来の配当可能利益

の予測には、時価による財政状態評価から求められた業績情報よりも、配当可能利益としての意義を持

った業績情報の方が有用であると考えられるからである。 

                             
14  [Hicks, 1995, ページ: 313] 
15  [Hicks, 1995, ページ: 314-316] 
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しかし一方で、ヒックス流の利益も、企業価値評価の結果として、投資者にとって重要な意義を有

していると考えられる。 

ヒックスの所得概念と企業価値との関係は、Ohlsonモデルで次のように説明できる。 

まず、投資者から見たインカムゲインは、期待将来配当の割引現在価値額であり、それは、  をｔ

期の期待配当、ｒを割引率として、次の Vで表される。16 

  
  

   
 

  

(   ) 
 

  

(   ) 
   

  

(   ) 
 ∑

  [  ]

(   ) 
 
    ① 

次に、ヒックスの所得概念では、クリーンサープラスが成り立つから、  をｔ期末の配当後純資産

価額、  を t期の利益とすると、 

               ② 

の関係が成立する。17 

さらに、企業利益のうち期首純資産の金銭価値変動分を上回る部分を  とすると、 

             ③ 

となる。18 

ここで、③を  について解き、②へ代入すると、 

          (   )     

となり、これを①へ代入すると、 

      ∑
    

(   ) 
 
    

が導出される。19 

このように、ヒックス流の利益は、企業価値評価と密接に結びついており、フィッシャー流の利益

と異なって、可能な限り将来予測をすることなく企業価値が評価できるのである。この性質ゆえ、ヒッ

クス流の利益は、企業価値の指標として、市場の評価を形成する上で有用なのではないかと考える。 

一般に投資者は、単に自己の予見のみに基づいて投資判断を行うのではなく、市場の一般的見解と

自己の予測の差を考慮して投資判断を行っている。投資者は、自己の予測に基づく企業価値に比して、

市場で形成された企業価値の方が安ければ買い、逆に高ければ売るという投資判断をしているのである。 

こうした見地に立てば、必要な情報は二つである。すなわち、将来予測の作業を多く経なければ企

業価値が評価できないフィッシャー流の業績情報を投資判断のインプット情報として提示する一方で、

予測作業が可能か限り排除可能なヒックス流の利益を企業価値評価に関する指標を提供し、以って市場

の一般的見解を醸成することが会計に求められているのではないだろうか。 

                             
16  [青淵正幸, 2001, ページ: 30] 
17  [青淵正幸, 2001, ページ: 30] 
18  [青淵正幸, 2001, ページ: 30] 
19  [青淵正幸, 2001, ページ: 30] 
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こうした情報提供への具体的方策としては、まず第一に、リサイクリング要件を整理するべきであ

る。IAS１号の反対意見にも示されているように、現行の IFRSでは、どういう場合にリサイクリングを

行い、どういう場合に行わないかといったことが画一的に定められておらず、個別の基準ごとに検討が

行われている。この現状を放置すれば、本来リサイクリングされなければならない項目にリサイクリン

グ禁止規定が付されることにもなりかねず、純利益が、その意義を大きく損ないかねないことになる。

そして第二に、包括利益の業績指標性を強調することである。そのための手段として、たとえば、一計

算書に統一することも考えられる。 

企業価値評価のインプット情報とアウトプット情報を適正に表示し、より有意義な情報を提供しう

る財務諸表が生まれることを切に願う次第である。 

結論 

本論では、純利益と包括利益の意義について考えるに当たり、まず、その背景にある経済的所得の

概念について述べ、資本との関係を明らかにした。次に投資者の投資判断にあたっての業績情報の意義

について考察し、純利益と包括利益の間の相違が、企業価値評価のインプット情報であるかアウトプッ

ト情報であるかの違いであることを解き明かし、最後に、投資者の投資行動において、その双方が重要

であると結論付けた。 

投資者の投資行動においては、自らの見解に基づく予測と、市場の一般的見解の双方を個別・独立

的に判断することが必要であって、そうした要請にこたえる上でも、純利益・包括利益の双方を適正に

表示してゆくことが望まれる。
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活動記録 
 

４月 
お花見 

新入生歓迎コンパ 
 

５月 
第８１回 愛知ブロック学生会計学研究会 論文大会（中京大学） 

文化会、総会、学術リーグ 
 

６月 
日本商工会議所簿記検定試験 
 

７月 
コンパ 
 

８月 
税理士試験、公認会計士論文式試験 

夏合宿 
 

９月 
夏季リーダーズキャンプ 
 

１０月 
大学祭（たこやき） 

学術発表会 
 

１１月 
日本商工会議所簿記検定試験 
 

１２月 
第７８回西日本学生会計学研究会 論文大会 
 

２月 
日本商工会議所簿記検定試験 

冬季リーダーズキャンプ 
 

３月 
 追い出しコンパ 
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顧問 会員名簿 
 

[顧 問] 

吉田 康英 

 

[四回生] 

山内 啓示 

岩田 光平 

湯浅 智仁 

 

[三回生] 

磯 まな美 

稲垣 玲奈 

 

[二回生] 

武藤 祐季 

匹田 友之 

林 麻奈 

鳥井 孝道 

竹内 翔平 

高橋 一彰 

 

[一回生] 

足立 大輝 

石田 

田中 洋輔 

江原 友弥 

青山 宗平 

山本 悠加 

森  愛理 

横山 実希 

荻野 将弥 

瀬戸 旭洋 

藤田 泰平 

吉田 奈央 

坂本 瑛祐 

筆島 尚史 

櫻井 翔太 

小林 雄介 

望月 聡子 

宮平 有理 

平野 貴寛 

安田 記子 

水野 晴香 

西原 隆浩 

毛利 洸稀 

森下 高徳 

佐藤 成吾 

佐藤 直哉 

吉田 隆宏 

中村 芳明 
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中京大学会計学研究会会則 

中京大学会計学研究会内規第１号 

1964年策定 

最終改訂 2010年 12月 4 日 

目次 

第一章 総則

第二章 構成員 

第三章 組織

 役員  第一節

 行事担当  第二節

 部会  第三節

第四章 会計

第五章 著作物 

第六章 雑則

附則 

第一章 総則 

第1条 名称 

本会の名称は、次のように称す。 

一、 本会の和名は、中京大学会計学研究会と称し、会計研と略称する。 

二、 本会の英語名は、Chukyo University Accounting Research Societyと称し、CHUARS

と略称する。 

第2条 象徴 

本会の象徴たるマスコットキャラクターは、ビミョさんとする。 

第3条 公用語 

本会の公用語は、日本語とする。 

第4条 場所 

本会は会室を中京大学構内に設置する。 

第5条 構成 

本会は、顧問・現役会員・OB会員をもって構成する。 
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第6条 年度 

本会は、毎年 11 月 30日に終了する 12ヶ月をもって運営年度とする。 

第7条 目的 

本会は、現役会員間の親睦を図り、もって学生生活の充実をめざすとともに、簿記技術の鍛錬によ

って日商簿記検定等で成果を挙げることをめざしつつ、そこで得られた会計処理に関する技術・知識

を応用し、会計学の研究を行い、我が国における会計学の学問的発展と、一般に公正妥当と認められ

た会計基準及び原則の質的向上に貢献し、もって世界経済の健全な発展と調和化に寄与することを目

的とする。 

第8条 活動 

本会の活動は、現役会員を主体として行われ、その内容は次の通りとする。 

一、 本会は、現役会員間の親睦を深めるべく、適宜、行事を開催する。 

二、 本会は、会計学の研究並びに簿記技術の鍛錬を主たる活動とする。 

三、 本会は、大会・意見書公表等の対外的発表に、意欲的に参画する。 

四、 本会は、活動報告として紀要と要覧を年一回発行する。ただし、それらを一冊の冊子に

纏めることは妨げない。 

五、 本会は、二年に一度、OB会を開催する。 

第二章 構成員 

第9条 入会要件 

① 本会への入会は、顧問を除き、中京大学生たることを要件とする。 

② 入会にあたっては、所定の届出を提出するものとする。 

③ 顧問就任は、中京大学の教員たることを要件とする。 

第10条 構成要件 

① 入会の後、中京大学生たる地位を喪失していない者であって、かつ、脱退に関する所定の届

出が提出されていない者は、現役会員として本会を構成する。 

② 本会現役会員としての地位を有したまま中京大学生たる地位を喪失し、かつ、その後にあっ

ても脱退に関する所定の届出が提出されていない者は、OB会員として本会を構成する。 

第11条 努力義務 

① 本会の構成員は、本会の構成員としての名誉を自覚し、我が国の法令・中京大学学則及び各

人の良心に反する言動を慎むとともに、一般に公正妥当と認められた会計基準及び原則の質

的向上を目指して努力する使命を担うものである。 

② 本会の構成員は、部会の決議を順守し、本会の発展と地位の向上に務めるとともに、利益相

反取引及び競業を避止する義務を負う。 

③ 本会の現役会員は、学生としての本分に従い、常に自律し、自らの健全な成長を目指して日々

努力しなければならない。 
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第12条 会費 

本会の現役会員は、本会に対し、所定の会費を払い込む義務を負う。 

第13条 休会 

① 本会の現役会員は、所定の届出を提出することで、18 ヶ月を限度として、休会することが

できる。 

② 休会中の現役会員は、会費を払い込む義務を負わない。 

③ 休会中の現役会員については、下記の点において、休会中の現役会員でない現役会員と異な

る取扱とする。 

一、 休会中の現役会員が、本会の行事に参加する場合、会費または援助金からの費用援助

を行わない。また、休会中の現役会員が本会の行事に参加するにあたって要した一切

の費用は、本会の費用として算入しない。 

二、 休会中の現役会員は、本会がその会費または予算によって購入した物品を利用する権

利を有しない。また、休会に関する届出の提出時点で当該物品を借用している場合は、

可及的速やかに返却しなければならない。 

三、 休会中の現役会員が休会中に執筆した論文は、本会の紀要に掲載しない。 

④ 本条第１項の規定に拘らず、本会の役員は休会することができない。 

第14条 脱退 

① 本会の構成員は、本会を脱退するに当たっては、所定の届出を提出するものとする。ただし、

本会役員は、当該役員たる地位を有したまま本会を脱退することはできない。 

② 前項但書の規定に拘らず、次の一に該当する本会の構成員については、部会の決議するとこ

ろにより、当該決議された日を以て脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取扱う。 

一、 三ヶ月以上の長期にわたって、本会役員のどの一人とも連絡が取れない状態が継続し

た現役会員。 

二、 休会中の現役会員でない現役会員であって、その払込期限の翌日から起算して二か月

目に相当する日に至っても、会費の払い込みがなされない現役会員。 

三、 中京大学学則の定めるところにより、停学又は退学の処分を受けた本会の構成員。 

四、 本会の名誉を著しく棄損させた本会の構成員。 

③ 前項の規定により、脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取扱こととされた本会

の構成員が、当該脱退に関する所定の届出が提出されたものとして取り扱うこととされた時

点で本会の役員たる地位を有していた時は、部会は、当該脱退に関する所定の届出が提出さ

れたものとして取り扱うこととされた時点で、当該構成員が当該役員たる地位を罷免された

ものとして取扱い、本会則の定めるところにより、速やかに代わりの役員の選出を行わなけ

ればならない。 
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第三章 組織 

 役員 第一節

第15条 構成 

① 本会の役員は、次の通り構成する。 

一、 会長・副会長・指導部長・渉外・会計・広報・相談役 各一名 

二、 顧問 

三、 諮問委員 

四、 OB会対応委員 

② 前項の他、部会が必要と認めるときは、部会の決議により、総務・企画・書記その他の職を

設けることができる。 

③ 部会は、前項の規定に従って職を設けた場合には、当該職を設けるにあたって、当該職の職

務範囲を定めなければならない。 

第16条 選出 

① 役員は、顧問を除き、現役会員の中から部会の決議するところにより選出する。 

② 会長は、四回生を除く現役会員内で最高学年の者の中から選出する。ただし、現役会員が四

回生のみの場合は、この限りでない。 

③ 役員は、上位学年の者から優先的に選出する。ただし、現役会員が四回生のみの場合を除き、

四回生が役員となることは認めない。 

④ 前三項の規定に拘らず、次の各号に掲げる役員の選出は、当該各号に規定する通りとする。 

一、 相談役 前期会長とする。 

二、 諮問委員 本会の現役会員であって文化会執行部に所属の者のとし、該当者無き場

合は不在とする。 

⑤ 現役会員の人数・学年構成に鑑み部会が特に必要と認めた場合を除き、役員の兼任は認めな

い。 

第17条 任期 

① 役員の任期は、その就任の日から、同日を含む運営年度の終了の日までとする。ただし、任

期満了の後にあっても未だ次期役員が選出されていない場合は、次期役員が選出されるまで

の期間は、前期役員がその任を務めるものとする。 

② 前項の規定は、部会の決議により罷免された場合はこの限りでない。 

③ 本会則の他の規定に反しない範囲において、役員の再任は妨げない。 

第18条 職務 

① 次の各号に掲げる役員の職務は、当該各号に規定する通りとする。 

一、 会長 本会を代表し、会務を総理する。 

二、 副会長 会長を補佐するとともに、会長事故あるときにその職務を代理する。 

三、 指導部長 簿記技術の指導にあたるとともに、会計学研究の中心的役割を担う。 

四、 渉外 次の各業務とする。 
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イ 大会等で本会と一定の関係にある他の会計学研究団体の連絡先

の管理。 

ロ 必要に応じて、他の会計学研究団体と連絡を取り合うとともに、

その交渉に応じる。 

ハ 行事の企画と運営に関するこの会則の他の定めに拘らず、論文大

会への参加と企画・運営にあたって本会における中心的役割を担

う。 

五、 会計 次の各業務とする。 

イ 本会の資産の管理・購買に関する業務。 

ロ 会費の徴収・管理に関する業務 

ハ 会計に関する諸届・申請。 

ニ 本会全体の予算・決算に関する業務。 

六、 広報 次の各業務とする。 

イ 本会WebSiteの管理・更新 

ロ 紀要・要覧の編集・作成 

ハ その他の広報に関する業務。 

七、 相談役 会務に関する相談に応じ、助言を行う。 

八、 諮問委員 情報収集にあたるとともに、会務に関する助言を行う。 

九、 OB会対応委員 次の各業務とする。 

イ OB会員名簿の管理。 

ロ 必要に応じて、現役会員・OB会員間の連絡業務を行う。 

ハ 行事の企画と運営に関するこの会則の他の定めに拘らず、OB 会の

企画・運営にあたって中心的役割を担う。 

② 前項の他、第 15条第 2 項の規定に従って特に設けた役員の職務は、同条第 3項に従って部

会の定めるところによる。 

第19条 職責 

① 本会役員は、部会決議の適時性と本会の円滑な運営に関し、連帯して職責を負う。 

② 本会役員は、その地位と職務が部会の任によるものであることを自覚し、善良な管理者の注

意をもってその職務にあたる義務を負う。 

 行事担当 第二節

第20条 選出 

第 15 条第 2 項の規定に従って特に企画の職を設けた場合を除き、部会の決議に基づき、各行事毎

に現役会員の中から担当者を選出するものとする。尚、単に行事の担当に選任されたにすぎない者は、

これを役員としない。ただし、役員が行事担当を兼任することは、これを妨げない。 

第21条 職務と職責 

① 行事担当に選任された者は、当該行事の企画・運営及び予算・決算に関する業務を担う。 

② 行事担当に選任された者は、会計に対し、予算・決算に関する届出を行う義務を負う。 
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③ 第 19条第 2項の規定は、行事担当について準用する。 

 部会 第三節

第22条 定義 

本会の会議は、部会と称す。 

第23条 構成 

部会は、現役会員全員によってこれを構成する。 

第24条 地位 

部会は、本会の最高意思決定機関としての地位を有し、我が国における法令と中京大学における諸

規則及び本会則のみに拘束される。 

第25条 権能 

部会は、本会則が定める事項の他、活動・研究・運営の方針、行事の開催に関する事項、内規の

策定その他の本会に関するあらゆる事項について決定する権能を有す。ただし、本会則に反する内規

は無効とする。 

第26条 召集 

部会は、会長の召集に基づき、原則として週に一回開催する。ただし、部会開催予定日が中京大学

の授業日でない場合及び会長が特に必要なきものと判断した場合は開催しないものとする。また、会

長が特に必要と認める場合には、会長は臨時に部会を召集できる。 

第27条 運営 

部会の運営は、本会則と部会の定めるところによる。 

第28条 決議 

① 部会の決議は、全現役会員の過半数の出席と出席現役会員の過半数の賛成をもって行う。 

② 前項の規定に拘らず、次に掲げる部会の決議は、全現役会員の三分の二以上にあたる多数の

出席と出席現役会員の過半数の賛成を以て行う。 

一、 第 14条第 2項、第 17条第 2項の部会の決議 

二、 第 32条の部会の承認 

③ 前二項の規定に拘らず、第 34 条の部会の決議は、全現役会員の三分の二以上にあたる多数の

出席と出席現役会員の三分の二以上にあたる多数の賛成を以て行う。 

第29条 委任 

部会は、その決議により、役員又は行事担当に対し、範囲を定めたうえでその権限の一部を委任す

ることができる。 

第四章 会計 

第30条 会計期間 

本会の会計期間は、本会則の運営年度に関する規定に従う。 
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第31条 会計基準 

本会の会計処理は、国際財務報告基準の定めるところによる。 

第32条 承認 

本会の財務諸表の承認は、部会が行う。 

第五章 著作物 

第33条 利用 

① 次の各号に掲げる著作物について、当該著作物の著作権法上の著作者が本会の構成員である

場合には、著作権法上の著作者の了承及び対価の支払い無く、本会則に規定する本会の目的

の範囲内で、本会が著作権法に基づく利用を行うことができるものとする。尚、この規定は、

著作権法上の著作者が著作権法に基づく著作物の利用を行うことを制限するものではない。 

一、 本会のWebSite・紀要・要覧及びビミョさん 

二、 本会の発意に基づき作成された著作物 

三、 本会の紀要・要覧に掲載の執筆物及び図画 

四、 本会の行事として参加した論文大会において、本会の名で若しくは本会の代表として

提出・発表された論文 

五、 本会の名で公表することを目的に作成された著作物 

六、 本会の活動の一環として作成され著作物 

② 前項の規定に拘らず、著作権者が本会でない著作物について、著作権者から著作物の利用停

止に関する所定の申立てがあった場合、本会は速やかにその求めに応じ、利用を停止するも

のとする。 

③ 本会は、本会が著作者となる著作物について、別段の承認及び対価の支払いを求めること無

く、当該著作物の作成に関与した本会の構成員が、当該著作物の著作権法に基づく利用を行

うことを容認するものとする。 

第六章 雑則 

第34条 本会則の改訂 

本会則の改訂の決議は、本会則の定めるところにより、部会が行う。 

附則 

第1条 適用規定 

① 本会則の改訂内容は、当該改訂する旨の部会の決議の翌日から起算して三日後の日より施行

する。 

② 本会則の改訂内容は、本会則施行前の事項につき遡及適用しない。 

③ 前二項の規定に拘らず、第五章の規定は、同章の施行が開始された日を含む運営年度の開始

の日以後において完成した著作物に関して適用する。 

以 上 
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編集後記 
 
 三寒四温とまではいきませんが、一時期よりはかなり温かくなって参りました。梅が咲き、卒業式

を間近に控えたこの季節。春の訪れが予感されます。 

 本年も、無事に活動が継続でき、こうして機関誌が完成に至ったことは大変喜ばしく思います。 

 この編集作業を通し、私たちが会計学の研究や簿記技術の鍛錬など、自分たちの望んだ活動を存分

にできているのは、学生課、吉田先生、他大学の会計学研究会など、本当に多くの方々のご支援・ご交

誼の賜物であると、強く感じました。心から感謝申し上げます。皆様の期待に応えられるよう、より一

層、邁進してゆきたく思います。 

 本誌に関し、ご意見、至らぬ点がございましたら、お気軽に中京大学会計学研究会までお寄せくだ

さい。 

 簡単ですが、これで編集後記とさせていただきます。 
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