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サブプライム問題に端を発し,リーマン・ブラザーズの破綻をきつかけに勃発したアメリカ

発の金融破能は,あつという間に全世界を駆け巡り!震憾させた。これを受けて米欧各国

は,金融安定化に向けて総合対策を打ち出し,総額 62兆円の資本注入を決定した(10月15

日付け日経)。それまで下がり続けていた株価も一瞬下げ止まりの気配を見せたが,その後

も乱高下が続き,負の連鎖に歯止めがかかったとも言い切れない。日経平均も一時は 7,000

円を割り込む事態まで落ち込み,このような状況にいつ歯止めがかかるのか1決して予断を

許さない。11月 上旬においても 9,000円を割り込んだ状況で推移している。ここに来て1フリ

ードマンやハイエクのいう市場原理主義,あるいは効率一辺倒の成果至上主義に対して疑

間符が付され始めた。実物経済とあまりにも乖離してしまった,しかも行き過ぎた金融資本主

義への警鐘なのであろうか。

アメリカ証券取引委員会は,この金融破綻に対応するため,9月 30日 には,有価証券の

時価評価によつて生じる損失を必ずしも計上しなくても良いとの指針を公表した。これを受け

アメリカ議会も!この金融不安に対処するため,金融安定化法案を一部修正して最終可決さ

せ(10月 4日 ),時価会計の凍結を盛り込んだ。

もちろん,このような時価会計の棚上げや凍結は,投資家への信頼感と透明性を損なうだ

けであり,新しい信用危機を生じさせるものだとの厳しい非難の声もあがつている。この混迷

する状況下で,果たして国際会計基準は,どちらを向いて歩いていくのか。我が国の会計

は,どのように対処していくのか。公正価値会計へと大きく踏み出した現代会計の抱える課

題に焦点を当て,世界同時金融恐慌の体をなしてきた社会に会計が出来る処方窒を探つて

いく。

◆日時t2008年 12月 12日 (金)1830-2位 30

◆場所 :大阪経済大学北浜キャンパス(大阪証券取引所ビル3F)

〒54100 4 1大 阪市中央区北浜 ■316大 阪証券取引所ビル

TEと 06-6231-1570

地下鉄堺筋線 or京 阪本線 デヒ浜駅すく
｀
,

地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 地下道で直結 約 500m徒 歩7分

◆定員 150名(先着申し込み順)i入場料無料

車1基
―材1法

定員 150名

下記の必要項目を明記の上

h@osaka ue ac」Pまでメール

にて申込ください。

● 件名「シンポジウム申込」
● 氏 名 年齢

● 現 住所 電話番号(携帯)

※定員に達した時点で申込受付

を締切らせていただきます。
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【略歴】:明治学院大学教授,日本会計研究学会会長,前企業会計基準委員会委
員長,東京大学名誉教授

【主要著書】:『会計測定の理論』(森山書店,1975年)

『企業会計とディスクロージャー』(東大出版会,1999年)

『討議資料:財務会計の概念フレームワーク』編著(中央経済社,2005年)他。

石川 純治 :「企業会計の変容をどう見る一投資家資本主義と会計一」

【略歴】:駒澤大学教授,大阪市立大学名誉教授,放送大学客員教授

【主要若書】:『時価会計の基本問題一金融・証券経済の会計一』
(中央経済社,2000年)

『変わる社会、変わる会計』(日本評論社,2006年)
『変貌する現代会計』(日本評論社12008年)他。

住川 雅洋 :「銀行実務から見た時価会計」

【略歴】:冊東京都民銀行代表取締役専務取締役,山梨経済同友会顧問

東京大学経済学部卒業後,日本銀行に入行,預金保険部長,広島支店

長1情報サービス局長を歴任後,東京都民銀行顧問,常務取締役を経て

現職に。

ヨーディネTタ ー

渡還 泉

【略歴】大阪経済大学教授,大阪経済大学前学長

日本会計史学会元会長

【主要者書】:『損益計算史論』(森山書店,1983年)

『損益計算の進化』(森山書店,2005年)

『歴史から学ぶ会計』(同文舘出版.2008年)他。
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大阪経済大学北浜キャンパス・パネルディスカッション 

08 年 12 月 12 日 
企業会計の変容をどう見る 
－投資家資本主義と会計－ 

駒澤大学 石川純治 
 

今日、企業会計は大きく変容している。その変容をどう見るか、会計プロパーとしての

持ち場を踏まえて（できることと、できないこと／言えることと、言えないこと）、そのい

くつかの視点を明らかにしながら議論してみたい。 
 
 パートⅠ 

１）会計枠組みの今日的変容、従来の会計との基本的相違は 

計算の基点の相違：当初認識時の継続かリセットか（参考図１） 

時価会計（ＦＶＡ）の世界浸透と「配分」思考の後退 

２）変容の「形」と「方向」 

変容の「形」（構造）：方法の系と対象の系、変容の構図（参考図２） 

変容の「方向」（ベクトル）：変容のステージ１、ステージ２ 

３）時価会計の今日性（今日的特徴） 

過去にも「時価会計」 

フローの時価会計とストックの時価会計 

４）変容を見る重要な鍵は 

「開示」と「計算」の関係、情報開示が利益を生む？ 

会計認識拡大の起点の変容：起点がフローからストックへ 

 

 パートⅡ 

５）変容を促すもの、変容の基礎にあるもの 

変容のモーメント（動態的契機）：経済の動態変化と会計の変容 

史的相対化の大切さ：史的システムとしての会計 

６）金融危機と会計、思いつくまま 

信用創造と現代会計、投資マネーの流れと現代会計 

公正価値の前提は、“秩序なき”（節操を失った）市場と会計、資産査定は会計？ 

金融規制と会計：銀行規制（間接金融）と証券規制（直接金融） 

時価会計見直し論の対立視点：資本市場インフラ観 vs.経済政策道具観 

７）これからの国際会計基準（ＩＦＲＳ）、注目される点は 

①収益認識：実物と金融の包括的な基準としてどう整合するか、②財務諸表の表示：３

つのＦ／Ｓのヨコの相互連携、「事業」と「財務」の区別（参考図３）、③公正価値：

概念プロジェクトでも、④金融商品：保有目的区分の見直し、⑤連結方針：金融危機と

も関連してＳＰＥの問題（「支配」概念の問題）、⑥資本と負債の区分：法との乖離 

８）むすび－今、大切なことは 

学問の力、基礎理論の大切さ 

ノーベル化学賞に思うこと：本当に役立つとは 

会計＝ビジネスのスキル（キャリアアップの会計）、これだけが会計教育？ 

 



※参考 !「インタビユー i『公[E価値会計』とはJ(『週TJ経営財務』08年 11月 10日号);サ ブ

ブライム問題と会計一金融危機と会計一、「東京合意」とコンバージェンス問題一国際共通化へ

の道と試される日本一、など (筆者のHP),「 時価会計導入は日本経済を弱体化させるか」(『経

済セミナー』04年 5月号),「金融資産、独自の会計必要」(『日本経済新聞』2000年12月 18日

付 「経済教室J)
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企業会計の変容をどう見る企業会計の変容をどう見る
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駒澤大学駒澤大学
 

石川純治石川純治
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１１））
 

会計会計枠組みの今日的変容枠組みの今日的変容

►►異なる異なる枠組み枠組みの併存と交錯の併存と交錯
伝統的な「伝統的な「配分計算配分計算」（フロー配分）」（フロー配分）型型の枠組みの枠組み

 
（（系系ⅠⅠ））

今日的な今日的な「「価値評価価値評価」（ストック評価）」（ストック評価）型型の枠組みの枠組み
 

（（系系ⅡⅡ））

►►「計算の基点」の相違が重要「計算の基点」の相違が重要
・・当初認識時の維持継続か、リセットか当初認識時の維持継続か、リセットか

・・ＦＶＡの世界浸透→配分思考の後退ＦＶＡの世界浸透→配分思考の後退

①ストック／フロー ③会計枠組みの ④将来収支の ⑤資産・負債 ⑥簿価決定の ⑦利益決定の
の関係 思考 確定性 の評価 あり方 あり方

フロー志向 原価・ 連続・ フローの
（フロー→ストック） 償却原価 フロー配分型 配分計算

ストック志向 時価 非連続（離散）・ ストックの
（ストック→フロー） （公正価値） ストック評価型 評価差額

配分

価値評価

確定的

不確実系Ⅱ

②計算の基点

当初認識時系Ⅰ

特定時点

枠組
特徴



3



4



5



6

２）２）
 変容の形と方向変容の形と方向

►►変容の構図：変容の構図：方法と対象のハイブリッド構造方法と対象のハイブリッド構造

方法方法：会計配分（系：会計配分（系ⅠⅠ）と価値評価（系）と価値評価（系ⅡⅡ））

対象対象：実物（モノ）系と金融（マネー）系：実物（モノ）系と金融（マネー）系

系Ⅰ 系Ⅱ

Ⅰ）実物（モノ）系
　　（実物経済）

Ⅱ） 金融（マネー）系
（金融・証券経済）

対象
方法

（イ）

（ハ）

（ロ）

（ニ）

ステージ２

ステージ１
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►► 異なる枠組みの異なる枠組みの併存併存と交錯と交錯

ハイブリッド構造の概念図ハイブリッド構造の概念図

ヨコ矢印：フローとストックの規定関係（互いに逆）ヨコ矢印：フローとストックの規定関係（互いに逆）

タテタテ矢印：系矢印：系ⅡⅡがが系系ⅠⅠの領域にの領域に浸透浸透する現実する現実

ヨコ破線：２つの系のヨコ破線：２つの系の交錯交錯

損益計算書 貸借対照表

系Ⅰ 系Ⅰ

系Ⅱ 系Ⅱ

規定

規定

浸

透
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３）３）
 

時価会計の今日性時価会計の今日性

►►
 

過去にも時価会計：過去にも時価会計：フローの時価会計フローの時価会計

19701970年代の「個別価格変動会計」年代の「個別価格変動会計」

実体資本維持実体資本維持……時価ベースの費用時価ベースの費用

（（資本・利益計算資本・利益計算の場）の場）

►►
 

今日の時価会計：今日の時価会計：ストックの時価会計ストックの時価会計

財務実態・リスク開示財務実態・リスク開示→ストック先行の時価会計→ストック先行の時価会計
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参考：参考：４つの「時価会計」－その経済的基礎－４つの「時価会計」－その経済的基礎－

►►「時価会計」の経済的基礎「時価会計」の経済的基礎

それぞれの時代的背景（経済的・社会的条件）のもとそれぞれの時代的背景（経済的・社会的条件）のもと
 で、それぞれで、それぞれ性質の異なった性質の異なった「時価会計」が登場「時価会計」が登場

世に「時価会計」とよばれる会計を理解するには、会世に「時価会計」とよばれる会計を理解するには、会
 計の議論にとどまらず、その計の議論にとどまらず、その基礎にある経済基礎にある経済をみなくをみなく
 てはならないてはならない

今日の時価会計（ＦＶＡ）を今日の時価会計（ＦＶＡ）を相対視相対視
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性質の異なる「時価会計」－異なる条件－性質の異なる「時価会計」－異なる条件－

※③※③は「時価会計」と解される場合は「時価会計」と解される場合

時代 対象資産 時価変動の態様 経済的基礎

①個別価格変動会計 1970年代 事業用資産 持続的騰貴 資産インフレ（実物経済）

②公正価値会計 80年・90年代～今日 金融資産・負債 相場変動 マネー経済

③減損会計 今日（日本） 事業用資産 著しい下落 資産デフレ（実物経済）

④知的資産会計 これから 無形資産 現在価値の変化 知識産業の台頭
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４）４）
 

変容を見る重要な鍵変容を見る重要な鍵

►►開示と計算の関係開示と計算の関係

・・会計認識を会計認識を規定する側規定する側に変容に変容

開示＞計算開示＞計算

計算よりも開示の面が強く出てきている計算よりも開示の面が強く出てきている

（計算→会計ではない）（計算→会計ではない）

・「・「開示開示」」の論理の論理：：情報開示→ストック情報開示→ストック（価値評価）（価値評価）

侵食侵食
 

→フロー→フロー

「計算」「計算」の論理の論理：：利益計算→フロー利益計算→フロー（配分計算）（配分計算）

→ストック→ストック

※※両者のバランスシート観の相違両者のバランスシート観の相違

(B/S)

(B/S)
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〈〈現代の会計の１つの特徴現代の会計の１つの特徴〉〉

►►リスク開示と会計認識リスク開示と会計認識
・投資者→・投資者→企業企業価値の評価価値の評価

 
⇒⇒

 
リスクのリスクの開示開示

→会計認識→会計認識・・測定測定

・・従来は「従来は「開示開示」よりも「」よりも「計算計算」（期間損益計算）」（期間損益計算）

費用収益（費用収益（フローフロー））－（－（配分配分）→）→資産負債（資産負債（ストックストック））

►►利益計算か実態開示か利益計算か実態開示か
・系・系ⅠⅠは純然たる利益計算の枠組みは純然たる利益計算の枠組み

系系ⅡⅡはそうか？はそうか？

→特定時点の直接的再測定→特定時点の直接的再測定

→実態・リスクの情報開示を志向→実態・リスクの情報開示を志向

・素朴な疑問：・素朴な疑問：実態開示が利益を生む？実態開示が利益を生む？

作用作用
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►►会計認識拡大の起点会計認識拡大の起点

・・従来の拡大のあり方従来の拡大のあり方：：「実現」と「発生」「実現」と「発生」を軸にしたを軸にした拡大拡大
 収益費用（収益費用（フローフロー）の認識範囲の拡大）の認識範囲の拡大

資産負債資産負債（（ストックストック））の認識拡大の認識拡大

・・今日の情報開示志向今日の情報開示志向→→資産負債資産負債それ自体それ自体の認識拡大の認識拡大

認識拡大の起点認識拡大の起点の相違の相違

→フローベースからストックベースへ→フローベースからストックベースへ

→従来の「適正な期間損益計算」の見地？→従来の「適正な期間損益計算」の見地？
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５）５）
 

変容を促すもの変容を促すもの

►►「資本」の動態と会計の史的展開「資本」の動態と会計の史的展開

（次の図）（次の図）

►►史的相対の視点史的相対の視点

「「……こうした株主（投資家）資本主義が資本主義経済こうした株主（投資家）資本主義が資本主義経済
 の１つのあり方の１つのあり方――“――“アングロサクソン流金融資本主アングロサクソン流金融資本主
 義義””――――にすぎず、したがってそのにすぎず、したがってその生成生成変遷の一過程変遷の一過程
 （１つの局面）であることをふまえたうえで、今日的会計（１つの局面）であることをふまえたうえで、今日的会計
 現象を捉える視点（史的・総体的相対化）が重要にな現象を捉える視点（史的・総体的相対化）が重要にな

 る」る」
 

（拙稿（拙稿[2004][2004]））
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６）６）
 

金融危機と会計金融危機と会計

►►投資マネーの流れと現代会計投資マネーの流れと現代会計（投資家本位会計）（投資家本位会計）

国際会計基準国際会計基準,,グローバルな資本市場グローバルな資本市場,,投資マネー：投資マネー：

会計基準会計基準
 

投資マネー投資マネー
 
（マネー配分）（マネー配分）

信用膨張→金融＞実物信用膨張→金融＞実物
 

実体経済実体経済
 

一般消費者一般消費者

※※では会計は信用膨張をでは会計は信用膨張を
 

（経済成長）（経済成長）
 

（市民）（市民）

防げるか？防げるか？

►►公正価値の前提：秩序ある市場公正価値の前提：秩序ある市場

・“・“秩序なき”秩序なき”
 

市場→リスク不透明→金融危機市場→リスク不透明→金融危機

・資産査定は会計の仕事（評価鑑定）？・資産査定は会計の仕事（評価鑑定）？

ｃｆｃｆ.. 国交省の不動産証券化商品の時価算定強化国交省の不動産証券化商品の時価算定強化

遊
離
遊
離
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►►金融規制金融規制（金融システム安定化）（金融システム安定化）と会計と会計

・・銀行規制銀行規制（（自己資本比率規制自己資本比率規制））とと会計ルール会計ルール

優遇行政と会計ルールの変更優遇行政と会計ルールの変更：低価法から原価法への変更：低価法から原価法への変更
 容認（容認（9797年）、土地の含み益の自己資本算入（年）、土地の含み益の自己資本算入（9898年）など年）など

・本筋は・本筋は証券規制（直接金融）証券規制（直接金融）としての会計ルールとしての会計ルール

►►時価会計見直しの構図－時価会計見直しの構図－かつての日本かつての日本(03(03年年))
・・規制・業界サイド規制・業界サイド（積極）（積極）vs.vs.投資家サイド投資家サイド（消極）（消極）

積極（積極（賛成賛成））派派：：議会、ＳＥＣ、米銀行協会議会、ＳＥＣ、米銀行協会

ＳＥＣ：証券化商品の分類レベル変更ＳＥＣ：証券化商品の分類レベル変更((４月４月))→→関連損失の抑制関連損失の抑制

消極（消極（反対反対））派派：：米機関投資家評議会、米アナリスト協会米機関投資家評議会、米アナリスト協会

・・対立の視点：経済政策道具観
 

vs.資本市場インフラ観
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►►欧州大手金融機関欧州大手金融機関のの時価会計緩和時価会計緩和

・・四四半期半期（（
 

0808年年７月～９月７月～９月））で合計で合計50005000億円の利益増億円の利益増
例：例：ドイツ銀行は資産区分ドイツ銀行は資産区分の変更→の変更→約約10001000億円の損失回避億円の損失回避

・・会計ルール変更による利益創出会計ルール変更による利益創出の正体の正体

→→巨額の「減損」というつけの形で顕在化する懸念巨額の「減損」というつけの形で顕在化する懸念

→→「損失先送り」と裏腹の（暫定的）「利益」「損失先送り」と裏腹の（暫定的）「利益」

►►日本の地銀のケース日本の地銀のケース

・・金融危機→有価証券の価値下落→自己資本比率の低下（金融危機→有価証券の価値下落→自己資本比率の低下（上上
 限限４％）→融資の絞り込み（信用収縮）→中小企業４％）→融資の絞り込み（信用収縮）→中小企業の倒産の倒産

・・「預証率」「預証率」（有価証券運用／預金）の上昇：（有価証券運用／預金）の上昇：2020％～％～3030％％

→→「「時価会計の停止時価会計の停止を検討してほしい」を検討してほしい」（（トップ会談トップ会談））
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〈〈参考：参考：政治に翻弄されないために－私の視点政治に翻弄されないために－私の視点〉〉

「会計ルールに責任を転嫁するような議論は、「会計ルールに責任を転嫁するような議論は、
 問題の本質を見誤ってしまう。問題の本質を見誤ってしまう。

……景気や企業の業績次第で、政治が会計ルー景気や企業の業績次第で、政治が会計ルー
 ルを自在に変えるというのであれば、会計理論ルを自在に変えるというのであれば、会計理論
 は不要になる。理論抜きの政治、政策論では、は不要になる。理論抜きの政治、政策論では、
 会計は会計は場当たり主義場当たり主義、、便宜主義便宜主義に陥るだけだ。に陥るだけだ。
 一方、堅固な理論を打ち出すべき会計アカデミ一方、堅固な理論を打ち出すべき会計アカデミ
 ズムの責任も大きい。ズムの責任も大きい。政治に翻弄されない理政治に翻弄されない理

 論的権威論的権威を確立することも重要な課題だ」を確立することも重要な課題だ」
（（『『朝日新聞朝日新聞』』0303年５月年５月2121日日

 
））
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７）７）
 

これからの国際会計基準これからの国際会計基準

►►ＩＡＳＢ／ＦＡＳＢ共同プロジェクトの重要項目ＩＡＳＢ／ＦＡＳＢ共同プロジェクトの重要項目

①①収益認識収益認識：実物と金融の包括的基準としてどう：実物と金融の包括的基準としてどう整合？整合？

②②財務諸表の表示財務諸表の表示：「事業」と「財務」の区別：「事業」と「財務」の区別

③③公正価値公正価値：概念的議論は概念プロジェクトで：概念的議論は概念プロジェクトで

④金融商品：保有目的区分の見直し④金融商品：保有目的区分の見直し

⑤⑤連結方針：ＳＰＥの問題（「支配」概念の問題）連結方針：ＳＰＥの問題（「支配」概念の問題）

⑥⑥資本と負債の区分：法との乖離資本と負債の区分：法との乖離

※③④⑤※③④⑤は金融危機とかかわる。特に⑤は簿外の金融活動は金融危機とかかわる。特に⑤は簿外の金融活動

→オンバランス化→オンバランス化
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►►「財務諸表の表示」の注目点「財務諸表の表示」の注目点

現行と大きく変わる現行と大きく変わる（レジュメ参考図）（レジュメ参考図）

・・３つのＦ／Ｓの３つのＦ／Ｓのヨコのヨコの相互連携相互連携のかたちのかたち

・・「「事業事業」」(business)(business)と「と「財務財務」」(financing)(financing)の区別の区別

・・Ｐ／ＬとＣ／Ｆの「Ｐ／ＬとＣ／Ｆの「差異調整表差異調整表」」の作成の作成

・直接法が適用・直接法が適用

・・純利益純利益のの表示表示（（single statement)single statement)、、長期的には包長期的には包

括利益一本化括利益一本化、、リサイクリングも禁止リサイクリングも禁止

※※Ｃ／ＦのＣ／Ｆの対等的対等的地位→対等的３本化の形地位→対等的３本化の形
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８）むすび－今、大切なことは８）むすび－今、大切なことは

►►１つの教訓：１つの教訓：ノーベル化学賞ノーベル化学賞

下村教授下村教授の述懐：の述懐：
 

「「
 

4040年以上も前の当時年以上も前の当時、、役にた役にた
 つとはまったく思っていなかったつとはまったく思っていなかった！！

 
」」

→今日、がんなど→今日、がんなど医薬品開発に貢献医薬品開発に貢献

►►本当に役立つとは本当に役立つとは……
今すぐには役立たないもの今すぐには役立たないもの

（今すぐ役立つ→明日役立たなくなる）（今すぐ役立つ→明日役立たなくなる）

►►今日の会計教育には何が：今日の会計教育には何が：役立ちだけでなく役立ちだけでなく

基礎基礎に根ざした理論の大切さ：理論的相対に根ざした理論の大切さ：理論的相対
史的史的文脈から捉える大切さ文脈から捉える大切さ::史的相対史的相対
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