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                      （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） 
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 はじめに－多少の弁解とお断り 

• スライドはエッセンス中心に凝縮､やや早足になるかも 

   35分ではとても無理な内容 

    →配布レジュメ＋参考資料①～⑤を用意、これで補完 
 

• もし時間切れ 

    →レジュメ等で補足 
 

• 午後の討議のためにも、座長先生はじめ、ご利用 

    

• 引用文献 

   配付資料に記載できず→私のＨＰの文献ご参照（p.16の最後） 
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 過去報告とのつながり 

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－ 

⑤第28回大会（2013年、東京経済大) 

 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－ 

※4年周期説 

   共通のテーマ：変貌する現代会計の今日的特性は何か、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） 
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報告目的と全体構成 

• 報告要旨２ページ：２つの問題意識と今日 

 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。 

   →今日もはや通用しないなら、どうする？ (恐い問い？) 
 

 

 全体構成 

  Ⅰ Ｂ／Ｓ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)         20分 
 

 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 
１５分 
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Ⅰ かつての問題意識と今日（その１） 
  －貸借対照表の現代的変容－ 

• かつての問題意識→レジュメp.2の①と② 
①利益計算の再構成問題として登場しているか 
   換言すれば、利益計算のパラダイムシフトか →参考資料① 
②収支計算型Ｂ／Ｓからの変容 

 ・収支の規定を受けるという点が１つのポイント 
          測定のアンカー＝現金収支  →参考資料①の注2 
 

 ・取引ベースの記録計算→再測定型へ →図表3の対比② 
 

 ・収支計算型Ｂ／Ｓ    実態開示型Ｂ／Ｓ         （図表１） 
 

 ・Ｐ／Ｌ（フロー）中心型連携（動的連携） 
             Ｂ／Ｓ（ストック）中心型連携（静的連携）  （図表２） 
 

 ・一元的利益計算会計    多元的情報開示会計      （図表３） 
 

 →参考資料①－連載No.7で補足を 
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Ⅱ かつての問題意識と今日（その２） 
－ＯＣＩは何処から来るか－ 

 
• かつての問題意識→レジュメp.3の①～⑤ 

   ＯＣＩ項目はその後一層増大→その出所と性格 

 

   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 

 

  ①原形としての「その他有価証券」―時価開示とＯＣＩ 

 ②改定退職給付会計－債務実態のオンバランス化とＯＣＩ 

 

• ＯＣＩ／リサイクリングは、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 
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Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾の形 

○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 

レジュメp.3図表５ 
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問題意識Ⅰ（1式）を受けた問題意識Ⅱの形 

ＯＣＩの出所：ＯＣＩ→（２）→（１） 
 ＯＣＩ→（２）Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾→（１）Ｂ／Ｓ開示＞Ｐ／Ｌ計算 



 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）   

実態開示 
（時価） 

時価150－購入額100＝50 
   （原価主義会計） 

洗替法：20を翌期首にもどす 

※切放法でのＯＣＩ／リサイクリングの形→レジュメp.7参照 

レジュメp.7 

開示と計算の交錯・矛盾   
  （p.11補足２） 

（主役） 



ＯＣＩを媒介にした 
情報開示と利益計算の矛盾の形（その１：原形） 

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      

 

※原形ゆえに→応用（その形態）は多様
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図表５ 

：矛盾と調整 



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 

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 

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） 

※応用問題：資産除去債務の両建方式との類似性 
 →レジュメp.10 
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※勘定科目変更（引当金→負債）の  
 意味合い（Ｓ・Ｆの関係）→レジュメp.9 

レジュメp.9 

主役 

※主役と脇役と媒介 



ＯＣＩを媒介にした 
情報開示と利益計算の矛盾の形（その２） 

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 
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：矛盾と調整 



 
Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾の形 

○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 

レジュメp.3図表５ 
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問題意識Ⅰを受けた問題意識Ⅱの形 

ＯＣＩの出所：ＯＣＩ→（２）→（１） 
 ＯＣＩ→（２）Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾・乖離→（１）Ｂ／Ｓ開示＞Ｐ／Ｌ計算 
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ＯＣＩの出所と性格 

• 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）。                                                 レジュメp.6 
 

• ＯＣＩ／リサイクリングと未確定／確定の含意－推移的性格 

 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」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）。 
 

 ①未確定→②OCI→③確定→リサイクリング 
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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 
レジュメp.11 補遺Ⅱ  参考資料③－連載No.９ 

 
• 総認識利得損失計算書－イギリスASBの考え方 

    経営基盤資産の時価評価→Ｐ／Ｌとは別個の計算書へ 
 

• 「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／ノンリサイクル→これも「日本版」？ 
    

• ＤＰ「概念フレームワークの見直し」（03年7月）とＯＣＩ／リサイクリング 

 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＝ＯＣＩとする点（par.8.55、8.56） 

   →Ｂ／Ｓ開示とＰ／Ｌ計算の矛盾という基本視点に通じる。 

 

 論点：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。 

20minutes 
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出発点 （連載No.9の補遺） 



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－ 

                                                                                               レジュメp.12 

• 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 

       →捉え方でレベルとルートは異なる 
 

• その捉え方の構図－重層性と可能性 

                 現実             理論            

           経済の現実（Ｒ１）    経済の理論（Ｔ１）  

                                                                        
 

           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 

                               他のルート（Ｔ１→Ｔ２） 
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現実 



• 議論のために：現実－会計ルール－理論 （R1－R2－T2：レベル2） 

現実R1          会計ルール（会計基準）R2    理論 T2 

① 

② 

③ 

会計プロフェッション 
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会計アカデミズム 

 

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（その１） 

• 今日の会計研究→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→アカデミズムの存在意義（研究のあり方）？ 
 

• この点で、理論の役割の１つ→現実（現行ルールなど）の相対化 

  別の複数ルールの可能性、その存在可能性に関する概念やモデルの提供 

   →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 

 

アカデミズムの役割は 

端的に、プロフェッションの相対化 

 

             

           「理論と現実の関係はどうあるべきか」への１つの答え 
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レジュメp.12 



プロフェッションの相対化（その２）：より高次の相対化 
－メタの視点－ 

 

                  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     

 

現実           会計ルール（会計基準）       理論 
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             会計プロフェッション 

アカデミズム 



特別委員会「会計理論の課題と研究方法」 
－津守・田中両先生インタビュー－ 

 
 

• 会計的支配機構：１つの現実の重要な捉え方 

   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」 

 

• 「インタビューに想う」から（レジュメp.14補足４）： 

   「…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」 

            →ここでの現実と理論は… （現実＞理論、レジュメp.16） 
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レジュメp.13 



もう１つ、近時の支配機構としての「現実」 

• ＣＦＡ協会「包括的ビジネス報告モデル」（2007年） 

 全面公正価値会計モデルや概念フレームワーク、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 
 

• 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→世界の会計基準のモデルに 

 

メタの視点 

「理論と現実はどうあるべきか」への１つの答え 
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レジュメp.14 

（理論＝メタ理論） 



補足３：概念フレームワークの制度性 
－支配機構の位置とメタの理論性－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 「基準を生み出すのは社会規範であって理念ではない」：社会規範→会計的支配機構に置き換え 

社会規範（慣行）→ＦＷ(理念）→会計基準 

社会的支配機構→ＦＷ→会計基準 

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※ 

基準２ 

基準１ 

社会規範 

１ 

２ 

社会規範 

(social norm) 

unwritten 

会計的支配機

構 
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レジュメp.13 

現
実 

現実 

（理論？） 



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 
 

• 田中説から：インタビューその２ 

  資本と会計の同一性（資本の自己意識）というレベルとルート： 
   Ｔ１→Ｔ２→Ｒ２（時計回り）  Ｔ１→Ｒ１→Ｒ２→Ｔ２（一周） 
 

     レジュメp.15（補足５の上） 
 

  自立的資本（経済）と資本価値の諸形態（会計）：Ｔ１→Ｒ１→Ｒ２ →Ｔ２ 
  ①資本の自立的分化      ②資本価値の諸形態（T1,T2） 
   （会計の基盤の変化）     ③会計計算（認識・測定）の諸形態（Ｒ２） 
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レジュメp.1４ 



• レジュメ補足６： 
  資本と会計の同一性（資本の自己意識説）の観点 
   →「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） 
   →現代の会計変化を資本の動態変化から捉える視点が重要 
 

• レジュメ補足７：                                （レジュメp.16) 

    資本要請の動態的契機（形態規定性）から現代会計の歴史的位置を明かす 
 

 「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、それが何かを明かす 

 
• ※動態的契機、形態規定性を明かすには 
    →方法の、全体地図を踏まえた、相対化と選択という意識的行為が重要 
     
 

 
 

３５minutes 

資本の動態と会計 
レジュメp.15 













 

 

雑多な報告 

ご静聴ありがとうございました。 

37 







40 



41 



42 



43 








