
会計基準の強化一進化か ?

何事にも背景があり,会 計ル
ールの制度化

も例外でない。その背景を度外視して,制 度

化された,つ まり出来上がったルールのなか

だけの学習では本当の理解に至らない。その

背景の一つに,社 会経済問題という制度化ヘ

の大きな契機 (きつかけ)が ある。すなわち,

これまで会計基準は何らかの社会経済問題が

起こるごとに強化されてきたといえる (逆に

緩和のケースもある)。その点でいえば,会

計の内在的な要請というより,経 済問題や不

祥事など外からの要請が働いてきたわけだ。

監査もしかりである。

例えば,1997年 のアジア危機→G7な どに

よる国際会計基準の整備,2002年 のエンロン

事件→悪用された簿外の特別目的会社 (SP

C)の 連絡対象化が挙げられるが,そ れらは

いずれも簿外の金融活動のオンバランス化で

共通する。アジア危機では不透明な財務内容

が投資マネーの逃げ足を速めたわけだが,一

国が破綻するケース (アイスランド)に 象徴

されるように,そ れは今回の金融危機でも同

様だ(1鴻

要は,不 透明な情報開示→透明性の規制強

化→会計基準の強化, これが基本にあるとだ

が,そ れが会計基準の 「強化」であつても,

会計の 「進化」となると話は別だ。何を基準

にしてそう言えるか, これが問われるからだ。

その点で,簿 記会計の 「原点」は記録 (証拠

性)と 管理責任にあるが,そ れは今日の情報

開示 (情報性)を 強く志向する会計と明らか

に異なるといえる②。

進化のあり方一計算と開示

大切な点は,情 報開示と会計 (記録)計 算

とをいっしょにしない (混同しない)こ と,

「開示」の強化と 「計算」の進化とは別だと

いうことである。かりに開示の会計ルールと

計算の会計ルールとをいっしょにして「進化」

と言われると,ち よっと待ってくれよと言い

たくなる。両者は,同 じく会計基準であって

も,本 来的に性格を異にしているからである。

今 日の会計に特徴的なことは,情 報開示志

向が全面に強くでてきている点(開示>計 算)

にある。同じく会計ルールであっても,「計

算」にかかわる基準と 「開示」にかかわる基

準があるわけだが,従 来,会 計基準の基本な

いし中心は前者であったといえる。それが,

今日,後 者のルールの要請が相対的に高まっ

ているわけで,先 の簿外の金融活動にも見ら

れるように,実 物経済よりも金融経済,と り

わけその多様化 ・高度化 ・複雑化がその基礎

にある。そこに,投 資先の実態が見えにくい

(不透明)→ 投資家の不信感→会計情報の開

示強化, という構図が浮かび上がる。そして,

今日の会計問題を理論上やっかいなものにし

ているのは,そ の情報開示の規制強化が単な

る開示ではなく会計認識の問題につながって

いることである。この点は今日の企業会計の

変容を見る一つの論点といえるo。

重要な点は,そ れが端的には資本 ・利益計

算の進化 (再構築)で はなく,投 資家向けの
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リスク情報の開示という情報開示面での基準

強化であるという点である。会計の進化のあ

り方や方向は,そ の 「会計」自体をどう見る

かによって異なるのである。ちなみに,投 資

家向けのリスク情報の開示が必ずしも「会計」

に固有のものではないことは,例 えば (一昨

年)国 土交通省が不動産の証券化商品の市場

拡大を受けて,そ の時価算定の情報開示を強

化したことを見ればよい。ともかくも,そ こ

では会計というより,資 産のある種の評価鑑

定とその開示が会計 ・監査の名のもとで要請

されているといえる141。

先に会計の進化のあり方や方向は,その「会

計」自体をどう見るかによって異なると述べ

たが, このことは端的には進化かどうかの基

準に 「企業会計原則」をもってくるとはっき

りする。「企業会計原則」での個々の規定は,

すべて適正な期間損益計算という目的に収微

しており,そ こにリスク開示は出てこない151。

だが,今 日のグローバルな資本市場を中核

に据えた投資家本位の情報開示志向会計は,

その会計原則の延長上にもなければ,ま して

その 「進化」の過程とは性格を異にするとい

える。
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時価情報開示の強化と拡大一すべては投資家

の目線

日本の対策も,金 融安定の国際協調という

点で共通する。例えば,企 業会計基準委員会

は 「金融商品に関する会計基準」を改訂し,

時価情報の開示拡大を定めている (平成20年

3月 10日)。ここでも,そ の背景が重要だ。

すなわち,「金融取引を巡る環境が変化する

中で,金 融商品の時価情報に対するエーズが

拡大していること等を踏まえて,金 融商品に

ついてその状況やその時価などに関する事項

の開示の充実を図るため,改 正会計基準等を

公表することとした」(傍点は引用者)と 記

している。金融危機→時価情報に対するエー

ズの拡大→開示の充実, これである。

特に,金 融商品の 「状況」に関する注記事

項 (もう一つは 「時価」に関する事項)と し

て4項 目が挙げられているが,そ のなかでリ

スク管理体制に関する情報開示は極めて今日

的だ。こうした事項が財務諸表の記載対象に

なる点は,つ まり会計ルールの対象になる点

は,今 日の情報会計のあり方の一端一―財務

諸表がリスク情報の開示の場となる一―を浮

き彫 りにしている。そして,す べては投資家

の目線の徹底,こ れがその基礎にある。

(注)
(1)投資マネーの流れと国際会計基準については

筆者のHP「 時事会計教室」No.路 「国際会計
基準の世界浸透―EUの 枠を超えて一」参照。

(2)「証拠性」と 「情報性」については,拙 著 『変

貌する現代会計』(日本評論社,2008年)213-
214頁参照。

(9 前掲拙著第6章 (109頁),第 7章 (125頁)参

照。

に)こ の点は,例 えばG7が 世界の金融危機を受
けて,証 券化商品の市場価値の開示にあたり監

査法人に資産価格評価のガイドラインの策定を

求めている点にも見出せる。

(D この点は,拙 稿 「『企業会計原則』が出てこな
いわけ」(『週刊経営財務』2009年1月12日号)
に通じる。
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