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報告要旨 

情報開示、利益計算、包括利益 

－「その他の包括利益」の出所と現代会計－ 

 石川純治（駒澤大学） 

 

Ⅰ）報告主旨：過去報告とのつながり 

報告者は会計論学会の統一論題報告で，過去以下のような報告を行った（タイトルは学会年

報の表題）。 

① 第12回大会(1997年、東京経済大)「時価会計の基本問題－金融経済の会計学－」  

② 第16回大会(2001年、駒澤大)「時価会計と資本利益計算の変容－開示と計算の側面から

－」  

③ 第20回大会(2005年、明治大)「日本版概念フレームワークの意義と論点－その立脚点の

基礎論的検討－」  

④ 第24回大会(2009年、拓殖大)「企業会計の変容をどう見る－今日的変容の視点－」  

 

各報告テーマはそれぞれ別個ではなく、いずれにも「現代会計の今日的特性と問題性を明ら

かにする」という一貫したテーマが存在している。特に第 24回大会報告では、それまでの報告

（第 12回、16回、20回大会）での諸論点を総合した形で、現代会計の変容を①経済、②会計、

③法の総体的視点から、「金融・開示・取引法」優位の会計――①金融＞実物（経済）、②開

示＞計算（会計）、③取引法＞組織法(法)――として捉えることで、その現代的特性と問題性

を明らかにした（※注１）。 

本報告は、第24回大会で明らかにした財務実態や財務リスクの情報開示の優位性（開示＞計

算）という現代会計の１つの特性が（全体構成のⅠ）、具体的な会計基準のなかにどのような形

で現れるかを検証する。そして、その焦点は現代会計の特性の象徴ともいえる「その他の包括

利益」（OCI）に当てられる。とりわけ、その出所がどこにあるか、すなわちそれがその現代的

特性に起因することを明らかにする（同Ⅱ、※注２）。 

そのことで、現代会計においてなぜ現実にこのような会計処理（会計認識・測定のあり方）

をとっているかが明らかになる。そして、そこに「会計における理論と現実」という統一テー

マにつながる重要な１つの側面がある（同Ⅲ、※注３）。 

 

※注 

１）詳しくは拙稿「企業会計の変容をどう見る」『会計理論学会年報 No.24』(2010 年)参照。特に、

第 24回大会報告を過去報告とのつながりで総体的に図示した同稿図１「変容の総体的視点」(28 頁)

を参照されたい。 

２）その特性の基礎にあるキーワードはハイブリッド（異種なるものの併存・交錯）である。

第 16 回大会での○イ「開示」（投資情報）と「計算」（資本利益計算）のハイブリッドだけでなく、第

24 回大会での○ロ会計思考（配分計算と価値評価）のハイブリッドや、第 20 回大会での○ハ会社主権

論・法人論（法人擬制説 vs.法人実在説）と会計計算との結びつき（所有／主体の二重性と会計）

など、より基礎論的なレベルでのハイブリッドに根ざしている（ハイブリッドという二重性とその

矛盾）。そして、ＯＣＩ／リサイクリングは、いわば現代型と伝統型の会計が交渉・交錯するところ

に現れ、両者の矛盾・乖離の調整役（媒介性）の機能をもつといえる（とりわけ現代型に立った上
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での伝統型との調整）。そのことを検証することが現代会計の今日的特性と問題性を明らかにする。 

３）それは、先の総体的視点の①から③に加えて、④制度＞理論（現代会計の制度優位性）とい

う今日的性格に結びつく。なお、統一テーマに関わるものとしては、「現実」をどう捉えるかによる

が、例えば拙著『変わる社会、変わる会計』（日本評論社、2006 年）トピック 13「金庫株解禁と会

計問題」、トピック 26「ストックオプションとＭ＆Ａ会計」など（政治
．．

と会計）。その続編の拙著『変

わる会計、変わる日本経済』（日本評論社、2011 年）トピック４「金融危機と会計」、トピック 16

「金融商品会計の見直し案をどう見る」など（経済
．．

と会計）。 

 

Ⅱ）２つの問題意識と今日－今日的文脈での検証 

10年ひと昔と言うが、10年以上も前の問題意識が今日にも通用するのか、それとも当時だけ

のものだったかは、自己の研究を振り返って問われるべきことと思われる。 

その１つは、財務実態や財務リスクの情報開示指向を強める現代会計と伝統的な（収支を基

礎にした）資本利益計算との関係を、財務諸表全体としてどう再構成しうるか（再構成可能性）

という問題である（※注４）。もう１つはそれと密接にかかわる問題意識、すなわち現代会計の

特性を象徴する「その他の包括利益」（OCI）の出所と性格である（※注５）。 

急速に変貌する今日にあっても、こうした見方は基本的に変わっていない。本報告ではその

２つの問題意識を今日的文脈のなかで検証してみる。とりわけ、情報開示指向を一層強める現

代会計にあって（問題意識その１）、情報の「開示」(財務報告、disclosure)と利益の「計算」(会

計計算、accounting）との矛盾（B/S開示と P/L計算の矛盾）が、ほかならぬＯＣＩ／リサイク

リングのなかに現れていることを明らかにする（問題意識その２）。 

 

全体構成： 

Ⅰ）貸借対照表の現代的変容－収支計算型 B/Sと実態開示型 B/S 

Ⅱ）B/S開示と P/L計算の矛盾―ＯＣＩの出所と性格 

Ⅲ）会計における理論と現実－プロフェッションとアカデミズム 

 

 

※注 

４）「今日の時価会計の導入がはじめから利益計算の問題として登場してきたのではなく、むしろ、

特に金融・財務活動の高度化ないし多様化に伴う実態・リスク開示要求（実態・リスクが見えない）

からきていることを指摘すればよい。その意味で、まず貸借対照表の情報提供機能（その典型はオ

フバランス項目のオンバランス化）が重視され、それに損益計算の情報提供のあり方（例えば「包

括利益計算書」）が伴うというかたちで展開されたと理解してよいだろう」（拙著『時価会計の基本

問題』中央経済社、2000年、268頁）。 

５）「『その他の包括利益』はいかなる理由で純利益と区別
．．

されるのか。その異質性はそもそもど
．

こから
．．．

生じるのか。これが会計理論上の重要な問題となる」（同 62頁）；「その他の包括利益をめぐ

る問題は、これまでの伝統的な資本・利益計算の枠組みからは説明のつかない、１つの今日的背景
．．．．．

をもった
．．．．

会計問題といえよう」（同 142頁）；端的には、Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の「ジレンマ」、

あるいは「矛盾の顕在化」（同 37 頁､以上傍点は引用者）。 
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会計理論学会第 28回全国大会統一論題報告 

東京経済大、2013年 10月 13日 

情報開示、利益計算、包括利益 

－「その他の包括利益」の出所と現代会計－ 

石川純治（駒澤大学） 

 過去報告とのつながり 

→報告要旨１ページ参照 

過去 16 年間の共通テーマ：現代会計の今日的特性は何か、その問題性は何か 

    今回報告：今日的特性、問題性→全体構成のⅠ、Ⅱ 

※東経大（1997 年）に始まって東経大（2013 年）で終わる（内容はともかく、いい形？） 

 

 報告目的と全体構成 

→報告要旨２ページ参照：かつての２つの問題意識と今日－今日的文脈での検証 

（今日もはや通用しないなら、どうする？） 

全体構成 

Ⅰ）貸借対照表の現代的変容－収支計算型 B/Sと実態開示型 B/S （参考資料①－連載７） 

Ⅱ）B/S開示と P/L計算の矛盾―ＯＣＩの出所と性格      (参考資料②－連載８) 

Ⅲ）会計における理論と現実－プロフェッションとアカデミズム 

 

 

Ⅰ 10年以上も前の問題意識と今日(その１)：財務諸表全体の再構成可能性、Ｂ／Ｓ観の変容 

その後一層の変容→Ｂ／Ｓの現代的変容、その形と方向は 

 

Ⅱ 10年以上も前の問題意識と今日（その２）：ＯＣＩは何処から来るか 

 ＯＣＩ項目はその後一層増大→その出所は､性格は 

利益計算に本来的に直結しないものの侵入、伝統的な資本利益計算とは異質なもの侵入 

・原形としての「その他有価証券」―時価開示とＯＣＩ 

・改定退職給付会計－債務実態のオンバランス化とＯＣＩ 

 

補遺：ＯＣＩ／リサイクリングの相対化－ノン・リサイクリング   (参考資料③－連載９) 

・総認識利得損失計算書－イギリスＡＳＢの考え方では、戦略投資と時価評価 

・金融商品会計の見直し案をどう見る－「日本版」ＩＦＲＳ（日経 6/19） 

・年金会計での即時認識（オンバランス）／ノン・リサイクリング 

 

Ⅲ 会計における理論と現実－プロフェッションとアカデミズム 

・理論と現実の捉え方－多層・多重 

・アカデミズムの役割とは何→現実（現行ルールなど）の相対化←概念・モデルの提供 

・特別委員会「会計理論の課題と研究方法」（両先生へのインタビュー）との関わり 

 

※ⅡとⅢの参考資料④「金融商品会計基準の改定案をどうみる」と関連記事（参考資料⑤）  
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Ⅰ 10年以上も前の問題意識と今日(その１)－貸借対照表の現代的変容、財務諸表全体の再構

成可能性       報告時間の制約上→参考資料①－連載 No.７をご参照  

 

 拙著『時価会計の基本問題』（2000年）第 10章での問題意識から： 

財務実態や財務リスクの情報開示指向を強める現代会計と伝統的な（収支を基礎にした）資

本利益計算との関係を、財務諸表全体としてどう再構成しうるか（再構成可能性）。 

①「今日の時価会計の導入がはじめから利益計算の問題として登場してきたのではなく、む

しろ、特に金融・財務活動の高度化ないし多様化に伴う実態・リスク開示要求（実態・リスク

が見えない）からきていることを指摘すればよい。その意味で、まず貸借対照表の情報提供機

能（その典型はオフバランス項目のオンバランス化）が重視され、それに損益計算の情報提供

のあり方（例えば「包括利益計算書」）が伴うというかたちで展開されたと理解してよいだろう。」

（268頁） 

②「現行の収支的損益計算に規定
．．

された貸借対照表（収支計算
．．．．

的貸借対照表）から、…（中

略）投資家のための情報提供を重視する貸借対照表（実態開示
．．．．

的貸借対照表）へと重点がシフ

トし、それに伴う会計問題として現象化しているのが今日の時価評価問題にほかならないとみ

ることができる」（268 頁、傍点は引用者） 

 

図表１ 収支計算型Ｂ／Ｓと実態開示型Ｂ／Ｓ 

収支計算型Ｂ／Ｓ…収支的期間損益計算を基礎におく貸借対照表 

  （伝統）     →計算構造が特定化する（閉じた構造、クローズ・システム） 

 実態開示型Ｂ／Ｓ…貸借対照表の情報提供機能を重視 

（現代）     →計算構造が特定化しない（オープン・システム） 

（同書 269 頁図表 10.3 より） 

 

図表２ 連携の型とＢ／Ｓの型 

 (ⅰ)Ｐ／Ｌ（フロー）中心型連携（動的連携）  (ⅱ)Ｂ／Ｓ（ストック）中心型連携（静的連携） 

Ｐ／Ｌｔ              Ｐ／Ｌｔ＋１         Ｂ／Ｓｔ              Ｂ／Ｓｔ＋１ 

（フロー）    Ｂ／Ｓｔ    （フロー）     (ストック)  Ｐ／Ｌｔ   (ストック) 

   

収支計算（連結環）型Ｂ／Ｓ     情報開示型Ｂ／Ｓ    情報開示型Ｂ／Ｓ                       

（同書 269 頁図表 10.4 より） 

 

図表３ 一元的利益計算会計と多元的情報開示会計 

一元的利益計算会計 多元的情報開示会計 

① 資産・負債の測定＝収支を基礎にする

（アンカー） 
①財務実態・リスクの適正開示に資する属性 

② 収支的一元計算型（取引ベースの記録

計算指向） 
②多元的・直接的（再）測定型（情報開示指向） 

③（名目）資本維持型 ③実態・リスク開示型 

④利害調整型（ステークホルダー型） ④投資家本位型（投資判断情報） 

⑤連結環型Ｂ／Ｓ（ストック） ⑤実態開示型Ｂ／Ｓ（ストック） 

  ←適正な期間損益計算（フロー）   →「包括利益」計算（フロー） 

⑥ Ｐ／Ｌ中心型連携（動的連携） ⑥Ｂ／Ｓ中心型連携（静的連携） 

    （同書 270 頁図表 10.5 より）  
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Ⅱ 10年以上も前の問題意識と今日（その２）－ＯＣＩは何処から来るか 

参考資料②－連載 No.８ 

① Ｂ／Ｓ問題とＰ／Ｌ問題のジレンマ、矛盾の顕在化（『時価会計の基本問題』37 頁）； 

② 「その他の包括利益」はいかなる理由で純利益と区別されるのか。その異質性はそもそもど
．

こから
．．．

生じるのか。これが会計理論上の重要な問題となる。」（同 62頁）； 

③ …個々の「その他の包括利益」項目の検討をとおして、とりわけそれらがすべて上記の意味

での“繰延純利益”項目なのかどうかの検討をとうして、包括利益はそもそも「何をどう包

括しているのか」が理論的課題として検討されなければならない。」（同 87頁）； 

④ その他の包括利益をめぐる問題は、これまでの伝統的な資本・利益計算（資産評価と利益計

算の関係）の枠組みからは説明のつかない、１つの今日的背景をもった
．．．．．．．．．

会計問題といえよう。」

（同 142頁） 

⑤ …とりわけストック／フロー関係において問題を複雑にしている。包括利益および包括利益

計算書は、いわばフロー計算志向の系Ⅰとストック計算志向の系Ⅱとの“交錯”と“調整”

の場になっている」（石川[2003]８頁）1。 

図表４ 計算と開示－開示＞計算というあり方 

 

（放送大学ＴＶ「社会のなかの会計」第 12 回） 

※図の左が伝統的な形、矢印の右が現代的な形 

 

図表５ 実態開示と利益計算－Ｂ／ＳとＰ／Ｌの矛盾の形－ 

○イ情報開示(財務実態のＢ／Ｓ適正開示) ＞ ○ロ(収支をアンカーとする)期間損益計算※  …(1) 

 

○イと○ロの矛盾・ギャップ＝○イ情報開示－ ○ロ期間損益計算             …(2)    

※投下資金の回収余剰計算の枠組み 

(1)→(2)→ＯＣＩ 

                                                   
1 拙稿「企業会計のハイブリッド構造－異なる計算系の併存と交錯の構造－」2003年 1月、８頁。 
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Ｂ／Ｓ中心型連携ではむしろ財務実態や財務リスクの情報開示指向が、本来それが利益計算

に直結する性格でないにもかかわらず、その優位性のもと利益計算のなかに侵入してくる（開

示から計算への規定：図表４）。 

そして、そのことが、わかりやすく不等式の形で示すと、○イ実態・リスクの情報開示（財務

実態・リスクの適正開示）＞○ロ（収支をアンカーとする）期間損益計算…(1)という点に結びつ

き（左辺の右辺に対する優位性・規定性）、この両者のギャップ（左辺○イ－右辺○ロ）、すなわち○イ

情報開示－○ロ期間損益計算…(2)が、現代会計の特性の象徴ともいえる「その他の包括利益」の

見方（出所）の議論と関わる。 

端的に、(1)→(2)→ＯＣＩである（図表５参照）。そして、その逆向きのＯＣＩ→(2)→(1)がＯ

ＣＩの出所（何処から来るか）の視点となる。 

参考図 

 

（放送大学ＴＶ「社会のなかの会計」第 10 回） 
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（放送大学ＴＶ「社会のなかの会計」第 10 回） 

補遺Ⅰ： 日本版概念フレームワークの計算構造―２層連携の形 

図表６ 日本版概念フレームワークの計算構造―２層連携の形－ 

 

（放送大学ＴＶ「社会のなかの会計」第 11 回） 

 

注意したい点は、図表６の外枠の「純資産の変動→包括利益」の矢印（逆連携）と、その中

の「純利益→資本の変動」の矢印の向きの相違（外と内の矢印の逆転）である（先の図表２，

３も参照）。そして、そこから出てくるＰ／ＬとＢ／Ｓの各四角枠での補集合部分、すなわち○イ

Ｐ／Ｌでの純利益でない包括利益（包括利益を全体集合）と○ロＢ／Ｓでの資本でない純資産（純

資産を全体集合）が重要な論点になる。それを、ここではＢ／ＳとＰ／Ｌの双対の「補集合」

問題（異種の併存と区分の問題）とよんでおく。 
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まさに○イの純利益でない包括利益こそＯＣＩであり、それが互いに逆向きの 2 層（2 重）の

連携構造から出てきていることがわかる。また、○ロの資本でない純資産（その他の純資産＝Ｏ

ＮＡ）という点は、貸借対照表貸方の区分の変更、すなわちこれまでの「資本の部」にかえて、

「純資産の部」という新たな区分表示として現れている。 

 

図表７ ２層構造とＯＣＩ－双対の「補集合」問題－ 

                ○イＰ／Ｌ側 → 純利益でない包括利益＝OCI 

２層構造の補集合部分 

：○イと○ロの双対   ○ロＢ／Ｓ側 → 資本でない純資産＝ONA（①から④）※ 

 

※①評価差額等（その他有価証券、繰延ヘッジ損益など）、 

②為替換算、③新株予約権、④少数株主持分（連結）など 

連結Ｂ／Ｓでは評価・換算差額等はＯＣＩ累計額、 

∴連結のＯＮＡ＝ＯＣＩ累計額（①､②）＋③＋④。 

 

 ＯＣＩ／リサイクリングと未確定／確定の含意－推移的性格 

例えば図表７での為替換算については、「（中略）例えば、同じくその他の包括利益項目の１

つである FASB 基準書第 52 号による『為替換算調整額』も、在外子会社の売却ないし清算の

さい売却損益ないし清算損益に入るという意味で未実現損益である」（『時価会計の基本問題』

86 頁）と記し、①未実現（評価差額）→②OCI→③リサイクリング（実現時に純利益へ）、と

いうプロセス（推移的性格）そのものは、その他有価証券のケースと変わらない（同形性）こ

とを指摘している。 

 

重要なことは、第１に①→②→③の推移的プロセスは共通していること、第２に③が何らか

の意味で｢確定｣ないし「実現」（為替換算のケースは子会社の売却、清算）に関わっていること、

したがって①は③の個々のケースでの「確定」に対する「未確定」、「実現」対する「未実現」

が含意されることである（その”原形“はその他有価証券のケース）。 

したがって、「ＯＣＩは何処から来るか」の問いかけは、ＯＣＩ項目に共通する何らかの意味

での「未確定／確定」の推移を見出すこと、そしてその「未確定」（transitory, temporary）が

何処に起因しているか（出所）を見つけることに等しいといえる。 

 

 ハイブリッド・アカウンティングとＯＣＩ－二重性とその矛盾 

現代会計のハイブリッド性：現代会計の特性の基礎にあるキーワードはハイブリッド（異種

なるものの併存・交錯）である。○イ「開示」（投資情報）と「計算」（資本利益計算）のハイブ

リッド（第 16 回大会）、○ロ会計思考（配分計算と価値評価）のハイブリッド（第 24 回大会）、

○ハ会社主権論・法人論（法人擬制説 vs.法人実在説）と会計計算との結びつき（所有／主体の

二重性と会計）など（第 20回大会）、より基礎論的なレベルでのハイブリッドに根ざしている

（ハイブリッドという二重性とその矛盾）。 

 

→ＯＣＩ／リサイクリングは、いわば現代型と伝統型の会計が交渉・交錯するところに現れ、

両者の矛盾・乖離の調整役（媒介性）の機能をもつといえる（とりわけ現代型に立った上での

伝統型との調整）。 

→そのことを検証することが現代会計の今日的特性と問題性を明らかにする。  
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実態開示→ 

１） 原形としての「その他有価証券」－時価開示とＯＣＩ 

数値例：第 1期の購入時 100、第１期末の時価 120、第２期の売却時価 150 

① 第 1期の購入時の仕訳: （借）その他有価証券 100 ／（貸）現金 100 

②第１期末の時価評価の仕訳 

（借）その他有価証券 20 ／（貸）その他有価証券評価差額 20（OCI） 

 

 
※借方が先であることに注意         時価 150－購入額 100＝売却益 50 

   貸方 20の取引の性格            （※ここは原価主義会計） 

（損益取引でも資本取引でもない） 

 

② 第２期の仕訳（○イ洗替法） 

期首（洗替法）：（借）その他有価証券評価差額 20（OCI）／ （貸）その他有価証券 20 

  売却時：（借）現金 150 ／（貸）その他有価証券 100（取得価額） 

その他有価証券売却益 50 

③ 第２期の仕訳（○ロ切放法） 

 期首：仕訳なし 

売却時（リサイクル）： 

（借）その他有価証券評価差額（OCI累計額）20 ／（貸）損益(純利益）20 

（借）現金 150  ／（貸）その他有価証券 120（前期末時価） 

その他有価証券売却益 30 

 

 

 

図表８ ＯＣＩを媒介にした情報開示と利益計算の矛盾の形（その１） 

 

① その他有価証券の時価の適正開示（オンバランス化） 

                ○イ洗替法→売却時価－購入原価＝純利益(50) 

－→② ＯＣＩ －→ ③売却            (150)      (100) 

(売却されるまでの間)      ○ロ切放法→売却益＋リサイクリング→純利益(50) 

      (30)    (20)           

 

①財務実態・リスクの情報開示
．．

＞③期間損益計算
．．

：①時価情報の開示が先行(資産の借方先

行)→②ＯＣＩ→③期間損益計算 ⇒ ①情報開示－③期間損益計算→②ＯＣＩ：矛盾と調整      

 

※原形ゆえに→応用（その形態）は多様  

その他有価証券 その他の包括利益

期末時価

120

期首

100

20

（時価） 
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 ２つのポイント 

第１は②の借方の資産評価が先であること、そしてそれが実態開示（ここでは時価 120）か

らきているという点である。この点は「金融商品に関する会計基準」（最終改正平成 20 年 3 月）

での評価基準に関する基本的考え方を参照されたいが、特に次の点が重要である。 

「（中略）投資者が自己責任
．．．．

に基づいて投資判断
．．．．

を行うために、金融資産の時価評価
．．．．

を導入し

て企業の財務活動の実態
．．

を適切に財務諸表に反映させ，投資者に対して的確な財務情報を提供
．．．．．．．

することが必要である」（「金融商品に関する会計基準」第 64 項(1)、傍点は引用者） 

 

すなわち、そこには投資者の投資情報としても、また企業の財務認識としても時価評価の必

要性が示されている2。適正な利益計算という点は第一義的なものとして出ていない点に注意さ

れたい。そして、②の実態開示（借方）の相手先（貸方）がＯＣＩであること、つまりその実

態開示を受けて、その時価評価差額の相手先がＯＣＩにほかならず、後述するように、それは

あとで実現(売却)するまでの“仮置き場”の役割をもつといえる。 

仮にこの時価開示をＢ／Ｓ本体ではなく注記で行うなら、こうした会計処理はそもそも不要

となる。実態開示は、それが財務実態の情報提供であることからすれば、本来的にはＢ／Ｓ（オ

ンバランス表示）で行う必然性はないからである（あとの補足１）。ここに、Ｂ／Ｓでの実態開

示とＰ／Ｌでの利益計算の矛盾の端緒があるといえる。 

 

第２は、③の売却（実現）時の仕訳に関するものである。すなわち、○イ洗替法（現行の会計

基準の方法）では、期首の反対仕訳でその他有価証券評価差額に関するＯＣＩは常に（毎期首）

ゼロとなり、そこではリサイクルという会計処理はでてこない。そして売却益損益は売却時価

と購入時価（原価）との差額（150－100）となり、それが当期の純利益となる。つまり、取得

原価主義（原価実現主義）での会計処理と結果的には同じことになる。となると、②の期末の

（貸方）時価評価差額 20の仕訳は売却までの評価差額の処理場（仮置き場）にすぎず、主要な

のは（借方）時価表示（期末報告時点の財務実態の開示）ということになる。 

これに対し、○ロ切放法ではその他有価証券評価差額が毎期ＯＣＩに累積され、売却時にそれ

までの累計額が純損益（数値例では 20）にリサイクルされる。そして、ここでの売却益は売却

時価と前期末時価の差額（150－120）となる。しかし、リサイクルされることで、売却時の純

利益（20＋30）は 50となり、先の洗替法と同じになる（あとの補足２）。 

 

重要な点はいずれの方法でも、毎期末の時価開示（①の借方）が目的となっており、その相

手先としての いわば“仮置き場”がＯＣＩであるということである。ＯＣＩは“第 2の利益”

とも言われるが、その名称とは裏腹に、その正体は純利益（“第１の利益”）として実現するま

での過度的な性格、すなわち暫定的（繰延）純利益という性格をもつものといえる。ここに財

務実態の情報開示と利益計算との矛盾の形（原形）を見ることができる。 

 

すなわち、図表５で示した(1)式と(2)式でもって端的に示せば、情報開示（財務実態のＢ／

Ｓ適正開示）－期間損益計算→ＯＣＩ…(3)となる3（図表７参照）。 

                                                   

2 企業側にとっては「取引内容の十分な把握とリスク管理
．．．．．

の徹底及び財務活動の成果の的確な把握

のために必要である」（同第 64 項(2)､傍点は引用者）としている。なお、財務諸表が「リスク情報

の開示の場」になるという点は、金融危機がらみで拙著『変わる会計、変わる日本経済』45 頁参照。 
3 拙著『時価会計の基本問題』273 頁の注(17)では「実態情報開示－期間損益計算＝“第 2 の”損

益計算」と記している。 
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２）改定退職給付会計－債務実態のオンバランス化とＯＣＩ 

数値例：年金資産 1000、退職給付債務（見積）1500→実績 1700 

数理計算上の差異は発生年度の翌年から 10年間で定額法によって費用処理 

イ） 従来基準： 

①差異の仕訳：処理なし（オフバランス） 

② 異の費用処理：（借）退職給付費用 20／ （貸）退職給付引当金 20 

 

 
 

ロ） 改定基準（連結のみ） 

①差異の仕訳：（借）その他の包括利益累計額(OCI) 200 ／（貸）退職給付債務 200 

②差異の費用処理：（借）退職給付費用 20 ／（貸）その他の包括利益累計額(OCI) 20 

 
※差異の処理：全額 200オン→あとで徐々に費用化（従来とはＦ・Ｓが逆）、脇役 

 

 

図表９ ＯＣＩを媒介にした情報開示と利益計算の矛盾の形（その２） 

 

① 職給付債務（積み立て不足額）の適正開示（未認識数理計算上の差異のオンバランス化）

－→② ＯＣＩ －→ ③費用計上（リサイクリング）→純利益 

 

①財務実態・リスクの情報開示
．．

＞③期間損益計算
．．

：①財務情報の適正開示が先行（負債の貸

方先行）→②ＯＣＩ→③期間損益計算 ⇒ ①情報開示－③期間損益計算→②ＯＣＩ 

 

※図表８と９の同形性に注意 

 

※引当金から負債への勘定科目（退職給付に係る負債）変更－その相違の意味あい 

 「引当金」は先に費用（フロー）計上、「負債」は先に負債（ストック）の全額を認識・表示 

  

年金資産

1000
退職給付債務

（見積）1500

未認識数理計算差異

200

退職給付引当金

500
←オフバランス

年金資産

1000
退職給付債務

（実績）1700

退職給付負債

700
←オンバランス200 

（債務実態の開示、主役） 

※主役と脇役と媒介 

(OCI） 
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 ２つのポイント 

第 1は①の仕訳において、貸方の負債評価（報告時点の割引現在価値）が先であること（そ

の他有価証券のケースでは借方の資産評価が先であった）、そしてそれが債務（ストック）のオ

ンバランス化、つまり債務状況の適正表示（財務の透明性）にあるという点である（その点で、

従来型の①はオフバランス）。ここでも、その他有価証券と同様、その相手先がＯＣＩとなる。 

 

※補注：改定基準の即時認識と財務実態の適正開示 

例えば、コンバージェンスを図る観点とともに、Ｂ／Ｓでの積立状況の明示や透明性の向上によ

る財務報告の改善という点（49 項）があげられている。ちなみに、基本的な考え方では「未認識数

理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を、税効果を調整の上、純資産の部（その他の包括利益累

計額）に計上することとし、積立状況を示す額をそのまま
．．．．．．．．．．．．．

負債（又は資産）として計上することと

した」（55項、傍点は引用者）としている。 

 

第２は、フロー（費用）はストックの適正開示の後であること、つまり②の借方でもって処

理され、同時にその費用部分を先に計上したＯＣＩの全額 200（ストック）から徐々に差し引

く形をとる。これがリサイクリングであるが、その費用部分は伝統的な意味での費用配分ない

し償却とは性格を同じにしない。 

重要なことは、①適正表示（財務透明性）→②リサイクリング（費用計上）→純利益計算、

という順序（あとさき）であり、ここに、先の図表５の(3)式で示したように、ＯＣＩとリサイ

クリングを媒介にした実態開示と純利益計算との矛盾の形――矛盾の解決をＯＣＩとリサイク

リングでもって図る――を見ることができる（図表９）。 

 

 応用問題：資産除去債務の全額計上（両建方式）との類似性 

引当金方式（積み増し方式）でのＦ・Ｓとは逆→しかも資産計上＋減価償却として「配分」

（少なくとも引当配分ではない、そもそも配分といえるか） 

貸方（資産除去債務）の全額を適正開示したい（これが先）→そこで借方側の問題が浮上（資

産計上＋減価償却で対処）4  

→ここでのＯＣＩ／リサイクリングという方法も（応用）？ 

 

 

             

１）「その他有価証券」の補足 

補足１：賃借不動産の時価情報－注記と情報開示、注記かＢ／Ｓ開示か 

企業会計基準第 20号「賃借不動産の時価等の開示に関する会計基準」では賃借不動産はＢ／

Ｓ本体は取得原価で期末の時価を注記することになっている（2010年 3月末以後終了する年度

から）。問われるべきは、その他有価証券（Ｂ／Ｓ本体で時価開示）との相違の根拠である。そ

の根拠いかんでは、その他有価証券も注記での時価情報の開示という扱いが考えられる。 

「結論の背景」を読んでも、両者の会計処理の相違の理論的根拠を見出し難いというのが現

在の筆者の見解で、注意したい点は第 17項での「損益計算とは離れて」あるいは「リスク管理

のインセンティブ」から情報開示する、また 18項での「事実上、事業投資と考えられるもので

も、その時価を開示することが投資情報として一定の意義がある…」、とする点である。 

→なら、その他有価証券もとなる。 

  

                                                   
4 減価償却＝過去支出の配分であるとしたとき、将来支出の見越配分がなぜ減価償却か？ 
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補足２：洗替法と切放法－開示と計算の矛盾の視点から 

洗替法と切放法は「棚卸資産の評価に関する会計基準」（56 項）に説明があるが、ここでは

特に開示と計算の視点からみてみる。 

その他有価証券の会計処理を洗替法で行うと、一方でＢ／Ｓ（財務報告）に時価が表示され、

他方で売却時に売却時価と取得原価の差額が売却損益となり、これは取得原価主義会計となん

らかわりはない。つまり、一方で時価の「開示」を行い（決算時の会計処理→財務報告）、他方

で従来の原価主義の枠内で利益の「計算」が行われる（期首反対仕訳→開示が終われば社内的

にもとに戻す、擬制仕訳）。ここに開示と計算の１つの矛盾がある。その点で、切放法は時価と

時価との差額計算を行うので､時価の開示と計算は一貫する。とはいえ、そこでの計算はＯＣＩ

にとどまる。 

ここで指摘したいのは、財務報告（時価開示）からの「取引」記録への規定性（逆からいえ

ば、記録計算の時価開示への従属性）である。 

※取引記録と財務報告：財務報告（時価開示）→記録（仕訳）への規定（期首反対仕訳の意味） 

 

 

補遺Ⅱ：ＯＣＩ／リサイクリングの相対化－ノン・リサイクリングの考え方 

（時間の余裕があれば） 参考資料③－連載 No.９ 

 

ＯＣＩ／リサイクリングの枠組みを、リサイクルしない利益計算のあり方（ＣＩ／ノン・リ

サイクリング）との対比で相対化する。 

 

・総認識利得損失計算書－イギリスＡＳＢの考え方 

  Trading activityと Capital activityの 2段構え 

① 営業活動（操業活動と財務活動）の成果→損益計算書 

② 経営基盤資産の価値変動及び処分→総認識利得損失計算書(TRG&L)※ 

※②には実物固定資産も、戦略投資という見方、「事業等に拘束」にも通じる 

 

・金融商品会計の見直し案－何が本当の利益か       （参考資料④参照） 

「日本版」ＩＦＲＳ（日経 6/19） →参考資料⑤参照 

 

・年金会計でのＯＣＩ即時認識／リサイクルなし 

 →リサイクリング可否の根拠、する項目としない項目の 2区分の基準は何か 

  ノン・リサイクル→原価計算、営業費用など計上されず→ここも「日本版」IFRSか 

（連載 No.９補注７） 

※ＤＰ「概念フレームワークの見直し」の３つのアプローチ 

“狭い”アプローチ：①「橋渡し項目」と②「ミスマッチのある再測定」 

“広い”アプローチ：①＋②＋③「一時的な再測定」 

 

・①「橋渡し項目」がＢ／ＳとＰ／Ｌの測定基礎の相違に起因すること、そしてその差額＝Ｏ

ＣＩとする点（8.55.8.56項） 

→Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾という基本視点に通じる。 

・①から③のフローチャートでの順序（再測定→②→①→③）、および純利益とＯＣＩへの振り

分け、以上が当面重要な論点。 
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Ⅲ 会計における理論と現実－プロフェッションとアカデミズム 

１）現実と理論の多層・多重性－何を「現実」、何を「理論」として捉えるか 

→論者の問題設定によって異なる（あとの※補足８)。→捉え方でレベルとルートは異なる 

→その構図： 

 現実        理論  

   経済の現実(R1)    経済の理論(T1) 

現実    

   会計の現実(R2) ―― 会計の理論(T2)  黒：レベル１ 赤：レベル２ 青：レベル３ 

 

 現実－会計ルール（会計処理）－理論 

現実R1          会計ルール（会計基準）R2    理論 T2 

① 

② 

③ 

 

現実           会計ルール（会計基準）   理論Ａ  理論Ｂ 

① 経済事象１※      金融商品会計 

②  〃２         退職給付会計 

③  〃３         資産除去債務 

④  〃４ ※補足５    連結会計  

 

※金融危機、金融規制         理論Ａ→現実→ ※ →現行ルールＡ 

（参考資料④､⑤）        理論Ｂ→現実→  ※頭  →別の会計ルールＢ 

   ※頭：頭脳・観念の機能→現実の見方（アカデミズム） 

 

 アカデミズムの役割と存在意義－プロフェッションの相対化（１）   

「…現代会計の論議にはプロフェッションとアカデミズムの混淆、とりわけ前者の先行性、

優位性が見られる。それだけに、アカデミズムのあり方や役割をどこに見出すか、両者の関係

における極めて深刻な今日的状況があるなか、それが問われる。この点で、筆者は理論の役割

の１つを現実（現行ルールなど）の相対化、つまり別の複数ルールの可能性、とりわけその存

在可能性に関する概念やモデルの提供にあると考えている。そうした概念モデルが欠落した

個々の会計基準のなかだけの議論ではプロフェッションに埋没する危険性があるからである。

アカデミズムの役割ないし位置は､端的に言って、プロフェッションの相対化である」（石川

[2013]補注９より）。→「理論と現実とはどのような関係にあるべきか
．．．．．

」への 1 つの答え 

 

プロフェッションの相対化（２）－より高次の相対化 

 

                  what、why      現実 

 

                           レベル４：メタの視点(メタ理論)     

概念フレームワーク     

                                       高次 

現実           会計ルール（会計基準）       理論 

  

会計プロフェッション 会計アカデミズム 

… 
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２） 特別委員会「会計理論の課題と研究方法－津守常弘・田中章義両先生インタビュー－」 

 会計的支配機構：概念フレームワークの設定の基礎に横たわる巨大な社会的機構 

津守[2002]第 12章でのメトカーフ委員会報告（Accounting Establishment、1978年)の分析 

「ＦＡＳＢ機構」の構造図（305頁第 3図）、「会計的権力構造」の全体的構造（316頁第４図）

→まさに「多くの環節から成る巨大な生き物
．．．

」、「一個の有機的な
．．．．

機構」（297頁）※ 

→田中教授の学説（資本の自己意識説、会計資本説）とも重なる 

※ちなみに、原発の支配体制や権力機構との類似点さえ想起。そこにはまさに「導管」の存

在や「巧妙な支配」（同 307 頁）――資金、人事、組織の三位一体構造――が貫徹(ＣＤインタ

ビュアーのコメント参照)。 

 

図：概念フレームワークの制度性とメタの理論性                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※斎藤[2013]の図 6.1に補筆※ 

 

※「会計基準の源泉となる市場慣行は、社会の成員が互いの行動について共有する非公式の

期待という意味の社会規範だが、最近では概念フレームワークに代表されるフォーマルな書か

れた規範が、それを導くものともいわれている。しかし、概念フレームワークは、生成の経緯

からも体系性を保証されない社会規範を、整合的な基準のシステムへ変換するための理念のよ

うなものと考えたほうがよい。同じ社会規範がベースでも、それを体系化する理念が違えば基

準も違ってくるが、基準を生み出すのは社会規範であって理念ではない（図 6.1）。」（斎藤[2013] 

122頁、下線は石川） 

 

補足３：概念フレームワークの制度性－会計的支配機構の位置 

 サンダー教授（S.Sunder）はかねてから文書化された(written) ruleに対する文書化されな

い(unwritten) social norm（社会慣行・慣習・規範）の重要性を強調しているが、斎藤[2013]

は、その社会規範の存在を強調して、社会規範（慣行）→概念フレームワーク（理念）→会計

基準の３つの関係を図示している。筆者は、その図を借りて、そこに「会計的支配機構」の位

置を社会規範に対する形で示してみたくなる。 

重要なことは現代の会計基準設定おける会計的支配機構の存在とその支配構造である。「基準

を生み出すのは社会規範であって理念ではない」（同書 122頁）での社会規範と会計的支配機構

とを対置させることの意味を読み取ってもらえば（会計的支配機構＞社会規範）、現実が一層見

えてくると思われる。（→年報ＣＤ参照） 

 

基準２ 

基準１ 

社会規範 

フレームワーク１ 

フレームワーク２ 

社会規範 

(social norm) 

unwritten 

会計的支配機構 
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 ＣＦＡ協会「包括的ビジネス報告モデル」（2007 年､以下「報告モデル」） 

・全面公正価値会計モデルや概念フレームワークおよびＩＦＲＳに大きな影響 

・「報告モデル」の作成主体が公認証券アナリスト協会であることの意味合いが重要。 

→「報告モデル」の根底に金融セクターが世界経済の主役であるとする「固い信念」 

→「その信念に基づいて、このモデルを支持する人材を IASBと FASBのボードメンバーに継

続的に送り込むこと等を通じて、IASB と FASB に直接的間接的に強い影響力を及ぼし、長期的

には世界の会計基準をこのモデルに置き換えていくことが明示されている（pp.2-3）」（辻山

[2013]179-180頁） 

→先の会計的支配機構 →焦点の制度性という議論のもっとも根幹に関わる問題 

・誰のための財務報告（会計情報の提供者）か→多様な「リスク資本提供者」が想定 

→伝統型モデルでは想定されない投資主体と回収のあり方 

→今日的な新型ビジネスモデル→投資主体と回収のあり方の変容→会計の今日的変容 

 

補足４：メタ構造論の展開（年報別冊ＣＤ「津守先生インタビューに想う」より抜粋） 

津守先生は両者（計算構造的内容とその制度的枠組み－石川）の関係を「密接不離の関係」

とされているが、制度的枠組みが計算構造の外堀ではなくその「基点」になっているという点

（同 291 頁）が重要で、その点で制度的枠組みの支配性・優位性（制度枠組み＞計算内容）が

指摘される（注 8）。先の「会計的権力構造」の全体的構造図をじっと見ていると、「計算」は

その全体構造にまさに「浮かんでいる」ように見えるからである。※→ここでの現実と理論は 

（中略）ちなみにインタビューでは、「今､提起されている会計理論上の問題が、どういう状
．．．．．

況のなか
．．．．

に提起されざるをえなくなっているかということをまず知らなければならない」（メタ

の視点）と述べている（傍点は石川）。会計的支配機構の分析は、まさにその視点にほかならな

い。さらに､インタビューの最後で、新自由主義やコーポレートガバナンスの国際化の視点に触

れられているが、それもまた現代会計の位置をとらえるメタの視点といえる（注９）。重要なこ

とは、その「どういう状況のなかに」というメタの視点が、たんなる背景説明ではなく、１つ

の構造分析の形として論理的に展開されていることにある。 

 

 統一テーマの問い：「会計の基盤つまり現実の経済事象が大きく変化する中で、会計

における理論と現実とはどのような動的関係にあるのか、またあるべきか」 

現実：会計の基盤＝現実の経済事象（R1）→その変化→会計における理論(T2)と現実（R2,R1）

の動的
．．

関係 

・田中理論のいわば到達点ともいえる「資本の自己意識」説と「会計資本」説との関わり： 

 Ｔ1→Ｒ１→Ｒ２→Ｔ２（レベル３） 

・田中理論の基礎：客体の主体性論（客体＝主体）、資本と会計の同一性論。 

→客体的主体という同一性論は、逆にみれば、○イ会計＝資本の自己意識→○ロその資本の形態

的多様性→○ハその多様な資本の自己意識として現れる現代会計という脈絡（筋道） 

→端的には、会計＝資本のモメント（要素）という視点から、複式簿記など会計方法から制

度を含めた会計現象も資本のモメントとして説明できる論理構成 

→会計資本説は「会計的支配機構」の批判的分析と重なる。会計的支配（権力）機構こそ会

計資本の典型例。 

とりわけ、先の「導管」（津守[2002]307 頁）――基準セッターに介在する各種の組織・団体

――の存在、具体的にはＦＡＳＢでのＦＡＦ（財務会計財団）などの「ＦＡＳＢ機構」、また「包

括的ビジネス報告モデル」（2007 年）ではアナリスト協会など（提案者たちの出自）。 
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→まさに「会計資本」とよぶにふさわしい団体・組織といえる（さらにそれらの背後にビッ

グビジネスの存在）。→補足５ 

 

・資本と会計の同一性（資本の自己意識）という分析レベルとルート： 

Ｔ１→Ｒ１→Ｒ２→Ｔ２（一周）、or Ｔ１→Ｔ２→Ｒ２（時計回り） 

・田中説と「制度」（Ｒ２）の捉え方：Ｔ１－Ｒ１→Ｒ２→Ｔ２（レベル３） 

 「…後には資本の社会的統制のためにも外部化し、自立的な資本へ転化したものを私は『会

計資本』と名づけた」（田中[2013]）、「…したがって、資本から会計への転化だけではなく、

さらに制度へも転化しうる主体的なものであることが見えてくる」（田中[2013]） 

・自立的資本（経済）と資本価値の諸形態（会計）：経済と会計 

資本の自立的分化→資本価値の諸形態（Ｔ１）→会計計算（認識・測定）の諸形態（Ｒ２） 

 

補足５：国家を超えた会計資本 

ちなみに、「（中略）例えば、会計基準設定機関などの諸組織やそれらが作り出した会計規範、

基準、概念などは会計制度であり、さらには田中説固有の『会計資本』もそこにふくまれるだ

ろう。公的（国家的）な会計規制のあり方も、いわば資本と国家が一体化した統制形態とみる

ことができよう」（石川[2012ｃ] 77 頁脚注 64）。 

→現代にあってはさらに国家の範囲を超えて国際金融規制での会計規制という新たなあり

方が登場。 

→石川[2010ｂ]トピック４「サブプライム問題と会計」（Ｇ７、金融安定化フォーラム）、ト

ピック 13「日米欧の時価会計『凍結』をめぐって」（経済政策道具観 vs.資本市場インフラ観）、

トピック 15「ＩＦＲＳ導入の『日本版ロードマップ案』公表へ」（ダボス会議、金融サミット）、

トピック 16「金融商品会計の見直し案をどう見る」（金融危機と会計）など。 

 

補足６：資本の動態と会計の現代的変容－方法の相対化と選択 

…（中略）田中教授は「会計だけをみていては、会計とは何か
．．．．．．

は分からないのである」（田中

[2013] 6 頁､傍点は田中）と喝破されているが、その意味合いがとりわけ重要に思える。資本

と会計の同一性（資本の自己意識説）の観点からは、「資本進化論の過程では、生物界と同じよ

うに､主役となる資本がつぎつぎに入れ替わってきた」（同 7頁）わけであり、現代の会計変化

をそうした資本の動態変化から捉える視点（動態を捉える）が重要に思える。現代会計の変容

の基礎に、現代に特徴的な資本の自立形態といえる擬制資本、そして信用制度、株式会社のあ

り方(その変容)が密接に関わっているだけに、「擬制資本・信用制度・株式会社論と現代会計」

といったテーマが重要な研究課題となる。 

そうした動態変化を捉える視点の欠落した会計研究を、別の方法に基づいて科学性を追及し

ても、それはまた性質の異なる「科学性」の主張ということにならないか。それぞれの“信念”

のもとでの「科学性」、「学問性」を追及すればよいのだが、肝腎なことは第３節でみたように

方法の全体地図を踏まえた相対化であり、それに基づいた方法の選択という意識的行為――方

法の相対化と選択――である。 

 

補足７：資本のモメントの二重性（年報別冊ＣＤ「田中先生インタビューに想う」より抜粋）  

モメント（moment）には要素とか側面という意味もあるが（資本の要素）、運動を起こさせ

ようとする傾向（運動の原因）という点もある。私は両方を取りたい。ちなみに、私事になる
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が放送大学の講義では「変容のモメント」として時代時代の異なる資本範疇（前期的商人資本、

商業資本、産業資本、金融資本など）の要請が、異なる会計（会計思考・理論・方法および制

度）を生んできた、といった話しをしている。「会計は資本のモメント」というとき、会計は資

本の「要素」だが（これが会計目的論批判、そして客体の主体性論）、史的に異なる資本範疇（概

念）から登場してくる性質の異なる会計、つまり資本要請の動態的契機（形態規定性）という

面から現代会計の歴史的位置をつかむことを教育している（注 4）。資本の要素とともに、その

資本自体のモメント(動的変化)を受けたその形態規定としての会計の動態変化である。モメン

トの二重性（内容と形式、本質と形態、経済と会計）ともいえる。 

 ※下線箇所が統一テーマの問い「理論と現実の動的関係はどうあるべき
．．．．

か
．
」への１つの答え

（重要なのは形態規定性を明かすこと） 

 

補足８：何が「現実」、何が「理論」－何が「理論」かがわかりにくい今日的状況 

・論者の問題設定によって異なる。例えば本報告に即していえば 

現実：投資家本位会計、投資判断会計、投資促進会計→投資家への情報開示（財務実態・リ

スクの適正開示）、制度性（規制、公開、会計基準）､… 

理論（理論 1）：資本利益計算、資本と利益の基礎概念、取引概念（損益・資本取引など）、

複式簿記機構論（記録計算機構）、制度性に対する固有性の問題､… 

メタの理論（理論２） 

 

・規範と現実、理論と現実 

企業会計、会社法、憲法の共通性→現実＞規範（現実の規範に対する優位性） 

 現実＞規範…変化する現実の方が規範に対する優位性をもつ 

       規範が変化する現実を律する（規範＞現実）とは反対のベクトル 

 現実＞理論…現実(制度・政策)の理論に対する優位性（先行性）※  

       理論が現実を支え指導する（理論＞現実）とは反対のベクトル 

※政策に翻弄されないために（「私の視点」『朝日新聞』03/5/21） 

 

・メタ理論と現実―社会慣習→概念フレームワーク→会計基準と「会計的支配機構」の位置 

 この場合の理論は理論２のレベル。メトカーフ委員会報告(1976)に関する「会計的支配機構」

と近時のCFA 協会「包括的ビジネス報告モデル」（2007）との共通点 

「基準を生み出すのは社会規範であって理念ではない」：社会慣行
．．

→会計的支配(権力
．．

)機構 

統一テーマの問いへの１つの答え→現実とメタ理論 

・実証分析と規範的理論 

 実証分析と現実 ⇔ 規範的理論と現実 

・経験主義と合理主義 

「経験の助けのない理性の使用だけでは正当化できない」（ライアン他／石川他訳[1995]15頁） 

→なら、「理性の助けのない経験の使用だけでは正当化できない」と言いたいところ 

・プロフェッションとアカデミズムの区別という視点 

統一テーマの問い「会計における理論と現実とはどのような関係にあるべきか
．．．．．

」 

→１つの答え＝プロフェッションの相対化（理論的相対化と史的相対化） 

 

※引用文献は拙稿「情報開示、利益計算、包括利益（Ⅱ）」、「会計研究のあり方」（以上ＨＰ

掲載）をご参照ください。 


















	会計理論学会第28回大会報告(レジュメ＋参考資料①～⑤：ＨＰ用）
	13101402

