
「ＯＣＩは何処から来るか」（日大研究会） 

1 

 

ＯＣＩは何処から来るか 

－実態・リスク開示（B/S）と利益計算（P/L）の矛盾－ 

日大経済「現代会計研究会」2013年 7月６日 駒澤大学教授 石川純治 

 10年一昔と言うが、10年以上も前の問題意識が今日にも妥当するのか、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。 

ここでは２つの問題意識について検証してみる。１つはサブタイトルの前段すなわち実態・

リスク開示(B/S)（貸借対照表の現代的変容、その形と方向）、もう 1つはそれを受けて後段の

利益計算(P/L)との矛盾（ＯＣＩの性格と出どこ）、という論点である。 

 

１ 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 

 

２ 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→その出どこは､性格は 

 

３ ＯＣＩは何処から来るか、その性格と出どこ 

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 

・改定退職給付会計基準－債務実態のオンバランス化とＯＣＩ 

・繰延ヘッジ会計－ヘッジ効果とＯＣＩ 

・土地再評価法と純資産－政策と評価差額；国庫補助金・工事負担金－資本説と利益説 

 

４ ＣＩ／ノン・リサイクリング－ＯＣＩ／リサイクリングの相対化のために 

・金融商品会計の見直しをどう見る－何が本当の利益か、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 

・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 

 

５ 損益取引と資本取引の混同とＯＣＩ 

 

６ 他のケース－当面の課題 

・ストックオプション会計とＯＣＩ 

・企業結合・連結会計とＯＣＩ 

・その他 

・市場法会計と組織法会計の交錯：現代的な資本会計論の見方 

  市場／組織；連結／単体；(情報)開示／(利益)計算；株主(持分・所有)／会社(支配)；

所有資本家／機能資本家；…→Ａ／Ｂの双方の（矛盾を含んだ）からみ具合と「現代

会計のアポリア」（補足２参照） 

 

７ 理論と現実、プロフェッションとアカデミズム、そしてメタの視点 

・歴史と理論と制度・実務、３つの位置（きょり）、理論と制度（政策）の混淆（深刻な問題） 

・概念ＦＷすら会計基準のＦＷ、とはいえＮＩ，ＣＩ，ＯＣＩなどが概念ＦＷではどう説明 

・理論の役割とは何→現実（現行ルールなど）の相対化←概念・モデルの提供 

・事例：日本版ＩＦＲＳの「日本版」の理論性と制度性（当日配布予定）   
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１ 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、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 10.4 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 

① 資産・負債の測定＝収支を基礎にする

（アンカー）※２ 
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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補足１：統合財務報告という変容の形 

貸借対照表の現代的変容としての多元的情報開示の方向は、現代の財務報告のあり方（統合財務

報告）に現れてきている1。その統合報告への先駆けになったのが、投資管理・調査協会（AIMR）

のモノグラフ「1990 年代とその後の財務報告」(1993 年)、そしてジェンキンズ・レポート(1994 年)

である2。ジェンキンズ・レポートについては、井尻雄士「アメリカ会計の変遷と展望」（『会計』153

巻 1 号（1998 年）での「会計の顧客化」という視点が重要であるが、筆者は「そこでの『顧客化』

がジェンキンズ・レポートに代表される今日の情報開示志向を象徴している」と記している3。 

 

補足２：現金収支＝測定のアンカーという安定装置 

伝統的な利益計算が収支の規定（制約）を受けるという点は強調されるべきである。この点で、

辻山栄子「現代会計のアポリア」（『早稲田商学』第 434 号 2013 年 1 月）では対立する２つのパラ

ダイム（基本思考）の対立軸を示しているが（同稿図表１）、筆者が注目したいのは伝統的なパラダ

イムにおける測定のアンカー(anchor) ＝現金収支とされている点である。 

重要なのは anchor の意味あいである。筆者はそれを（錨のように）固定、安定させるものとした

い。現代の会計をこの点からみると、伝統的な安定装置という枠組みから遠く離れているように見

えるからである。収支ベースの期間損益計算（収益費用）から貸借対照表（資産負債）が出てくる

という関係（連結環の計算枠組み）とは逆に、むしろ実態開示型の貸借対照表が損益計算を規定し

ているという点でも、そこにいかなるアンカー（安定装置）があるのかが問われる。 

なお、現代会計のパラダイムにおいては、測定のアンカー＝公正価値とされているので、anchor

は測定の｢支え｣、「よりどころ」、「基礎」という意味合いに読める。しかし、それをより積極的に「固

定させるもの」、「安定させるもの」とすると、２つのパラダイムの性格の相違が一層浮き彫りにな

るように思える。この点で、このアンカー＝安定装置という見方は、例えば売買目的有価証券の時

価評価損益が伝統的パラダイムの枠内かどうかの論点にとって重要な鍵になる。 

 

※アポリア＝一般に解決できない難問、行き詰まり 

アポリアには○イ同一の問題に対して相反する２つの合理的な回答が存在するという意味もあれば、

○ロそれが矛盾している前提
．．．．．．．．

の結果として生じるともいわれる。現代会計の特性をそうした意味合い

でさぐってみることは興味深い。 

→現代会計のアポリアを前者の○イの意味で説く立場もあれば（例えば収益費用中心観 vs.資産負債

中心観）、後者の○ロの意味あいでもって説く立場もあるといえる。筆者は現代会計の特徴を「ハイブ

リッド会計」（拙著『変貌する現代会計』コラム５）と言ってきたように、後者の立場から捉えてい

る。ＯＣＩの出どこもそこにあると考える。 

 

  

                                                   
1 古庄修『統合財務報告制度の形成』（中央経済社、2012 年）参照。なお、財務報告のあり方は「誰

のための会計か」という点とつながる。拙著『変貌する現代会計』（日本評論社、2008 年）エピロ

ーグ（217-225 頁）。 
2 辻山栄子「包括的ビジネス報告モデルの批判的検討」（『早稲田商学』第 431 号、2012 年 3 月）

246 頁参照。 
3 拙稿「時価会計と資本利益計算の変容（上）」（『経営研究』第 53 巻第 2 号、2002 年）48 頁。こ

れに関連して前掲拙著『時価会計の基本問題』256 頁注(25)での「情報セットアプローチ」という

会計目的観を参照。 
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２ 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 

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。」（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。」（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。」（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」4 

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 

 

 

                                                   
4 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－」『会計』第 163巻第 1

号、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）5。 

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、後述するように、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（出どこ）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ＯＣＩの出どこ（何処から来るか）の視点とな

る。 

 

３ ＯＣＩは何処から来るか、その性格と出どこ 

 

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。 

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

                                                   
5 この開示と計算の関係は、前掲拙著『変貌する現代会計』第 7 章（123-126 頁）において、例え

ば「情報開示が利益を生むか」という素朴な問いかけでもって論じている。また、拙稿「『計算のフ

レームワーク』と『情報のフレームワーク』」（『週刊経営財務』2012 年 12 月 3 日号）では２つのフ

レームワークの対比を介して現代会計の特性を議論したが、その視点からすれば、「情報のフレーム

ワーク」の「計算のフレームワーク」への侵入といえる。 
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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。 

ちなみに、①のその他有価証券、土地再評価差額金は配当可能額から減額 

 

※参考：株主資本等変動計算書の財務諸表化と現代会計の特性：会社法と企業会計の変容の視

点から 

剰余金の配当の随時可能化（会社法の変容） 

時価評価差額などＯＣＩ項目の増大化（企業会計の変容） 

 →Ｂ／ＳとＰ／Ｌの相互関連の複雑化→両者の連結環的位置としての財務表 

→従来の利益処分計算書との性格の違い（現代会計の特性の１つの現れ） 

 

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（出どこ）を見つけることに等しいといえる6。 

  

                                                   
6 ＯＣＩ／リサイクリングのすべてがここでの「未確定／確定」の範疇に入るとは限らないかもし

れない。その場合、範疇外のケースの検討が必要になる。さらには、それらも包摂する範疇の構成

が考えられる。 
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実態開示→ 

３．１ 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 2期末の時価 120、第 3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 2期の時価評価の仕訳 

（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 120－購入額 100＝20 

 貸方 20の取引の性格（損益取引でも資本取引でもない） 

 

③ 第 3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 

④ 第 3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 

－→② ＯＣＩ －→ ③売却 

(売却されるまでの間)      ○ロ切放法→リサイクリング→純利益 

 

○イ洗替法→売却益(50)→純利益(50) 

○ロ切放法→売却益(20)＋リサイクリング(30)→純利益(50)                

 

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、繰延ヘッジ会計との類似性（特殊な
．．．

会計処理）など  

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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３点の指摘 

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7。 

 

「（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8。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9。 

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（補足３）。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。 

 

補足３：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。 

 

参考：情報開示のＢ／Ｓ本体化現象： 

※偶発債務→引当金か注記かの区別の基準（注解 18）、本体開示へのハードルの低下と情報開示

のＢ／Ｓ本体化→あとのコラム６参照。 

 

 

 

                                                   
7 ちなみに改正前の「金融商品に係る会計基準」（企業会計審議会、平成 11 年 1 月）でも同じ文言

が記されている。 

8 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。 

9 ちなみにクリーン・サープラス関係を満たすために、時価評価差額金
．．．

（日本では資本直入）がそ

の他の包括利益
．．

となるなら－資本直入ではなく、包括利益を通して資本へ－、連結ベースとはいえ

極めて目的論的な表示のあり方といえる。 
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第２は、その点ともかかわるが、②の貸方の性格である。それを伝統的な利益計算の場での

２つの取引区別、すなわち資本取引と損益取引の区別の観点からみると、そのいずれであるか

（曖昧性）という点である。それが資本取引でないことは明らかと思われるが、では「その他

の包括利益
．．

」であることから損益取引なのかという点である。 

重要な点は、そもそも伝統的な利益計算の枠組みでの資本取引と損益取引の区別が、従来と

は性格を異にする実態開示型の現代会計の枠組みにもそのまま当てはまるのかという疑問であ

る。ここでは、この２つの取引区別の曖昧性が、財務実態の情報開示と利益計算の矛盾という

点に起因しているという点だけ指摘し、あとであらためて触れたい。→５ 

 

第３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。また毎期末（報告時）の時価表示はむ

ろん、ＯＣＩの金額も同じであり、両者の相違はただ売却損益（○イでの 50と○ロでの 30）だけ

である。しかし、それもすでにみたように 20のリサイクリングで純利益は同じ 50になる（補

足４）。 

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10。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－期間損益計算→

ＯＣＩ…(3)となる11（図表７参照）。 

 

補足４：洗替法と切放法－開示と計算の視点から 

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、

                                                   
10 重要な点は、ＯＣＩはあくまで純利益（ＮＩ）の見地に立っているということであり、包括利

益（ＣＩ）の見地からすれば、そこでは本来的にＮＩとＯＣＩとの区別はないといえる。２つの利

益問題については拙著『時価会計の基本問題』第 6章 141-145頁、第 11章 282頁参照。 
11 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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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にとどまるが。 

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） 

 

 

参考：Column６  企業価値と会計－会計認識の起点12 

 

国内外のＭ＆Ａが活発化し、多くの産業分野で企業再編が進んでいますが、その中核に企業

価値があります。ライブドア事件で企業価値が脚光を浴びましたが、Ｍ＆Ａには功罪両面があ

ります。しかし、真の企業価値とは何かをふまえた企業価値の創造なくして、今日のグローバ

ルな競争下では存続できないという現実があります。まさに「企業価値を創造せよ。さもなく

ば市場から撤退せよ」です。企業価値とは何であり、どう評価し、さらにどう創造していくか、

待ったなしの今日的課題といえます。 

今日の会計はこの企業価値と無縁ではありません。それどころか、企業価値の評価にとって

会計は重要な情報を提供します。財務リスクや経済的実態の開示志向を強める今日の会計は、

実は、このことと密接に関連しています。リスクを積極的に開示した方が、むしろ企業価値（端

的には株価）が高くなる、というのもその一例です。 

この点は、例えば負債の定義「…発生の可能性の高い将来の経済的便益の犠牲」（財務会計概

念基準書第６号パラグラフ 35）を取り上げれば、そこでの「発生の可能性」という負債認識の

“ハードル”の低下ということにも結びつきそうです。条件付債務と偶発債務との境界の問題

です。負債認識はむろん費用認識とも結びつきますが、そうした実態・リスク開示志向から“結

果的”に出てくる損益認識は（情報開示
．．

→Ｂ／Ｓ本体化→損益計算
．．

）、従来の期間損益計算を中

心におく見地と整合するのかどうか、これが１つの論点といえるでしょう。 

さらには、企業価値がグローバルな資本市場での中核的尺度となり、会計基準のグローバル

化がそれと密接にかかわるならば、従来の会計思考（動態論的配分思考）から今日的な企業価

値評価思考への展開は、学問的にどう捉えられ、どう理論的に再構成されるか、１つの理論的

課題といえるでしょう。 

 

   

  

                                                   
12 拙著『変貌する現代会計』コラム６（116 頁）より。 
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３．２ 改訂退職給付会計基準－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※ 

③  

 
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) 2013 

 
※差異の処理：すべてオン→あとで徐々に費用（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退職給付債務（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 

※応用問題：資産除去債務の全額計上との類似性→引当金処理（積み増し）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） 

→補足５参照 

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（資産計

上＋減価償却で対処）14 →ここでのＯＣＩ／リサイクリングという方法も（応用）？   

                                                   
13 先の定額法費用処理と同じにしているが、その根拠は別途問われるべきか。 
14 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？ 

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） 
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※投資情報および企業経営の観点の重視 

「…企業年金に係る情報は、投資情報としても企業経営の観点からも極めて重要性が高まっ

ているとの指摘が行われている。こうした指摘を踏まえ、企業年金等に関わる会計基準を設定

することにより、年金資産や年金負債の現状を速やかに明らかにするとともに…」（退職給付基

準・意見書二） 

 

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。 

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（補足５）。 

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）。 

 

補足５：公正価値を「配分」の測定基礎におくという考え方 

リサイクリングの費用部分を伝統的な意味での費用配分ないし償却とみるむきもあるが、その理

解は筆者には疑問であり、その理由がこの順序（あとさき）のなかにみられる。注意すべきは差異

の全額がオンバランスされ、その後徐々に費用化されることである（従来とはフロートとストック

の関係が逆転）。 

例えば米山（2011年、308-310頁）では「配分の手続き」に関する「配分の基礎」の変化につい

て論じているが15、まさに補足２でみたように、現金収支＝測定のアンカーとは異なる配分の基礎（公

正価値）であり、それを配分といっていいかどうかさえ疑問である。資産・負債の公正価値を基礎

とした「配分手続き」といっていいかどうか、ということである。米山教授自身も伝統的な引当配

分との相違をここでの全額オンバランスにみている点からしても、それを「配分」といっていかど

うか。ここに測定のアンカーの問題がかかわる。 

 すなわち、配分の基礎の変化というレベルで捉えていいかということであるが、配分があってそ

の基礎の変化とみるか、むしろ公正価値が先にあるとみるかである。筆者は後者の見方をとってい

る。なぜなら配分の前提が重要で、その配分の対象（範囲）が決まっていてこそ事前の配分ルール

が適用されるが、ＰＶ計算での分母の見直しなどによる再測定はその前提を満たさないからである。 

 

 ※ＰＶ／利息費用－引当配分との相違 

 伝統的な引当金は（確定した見積可能な）将来支出の配分であるが、将来支出の割引現在価値ＰＶ

は分母の割引率設定の改訂による再測定が伴う。また、ＰＶ計算から、そのいわば反作用としての

利息計算が伴う。 

→利息費用の性格（将来支出→ＰＶへの現在引き戻し→将来の利子計算の必然的・計算的付随）16。 

  

                                                   
15 米山正樹「配分と評価」（斎藤・徳賀編集『体系現代会計学』第 1 巻所収、中央経済社、2011 年）。 
16 詳しくは、拙稿「年金会計の計算構造と企業会計の今日的変容－その異種併存性の検討－」（『駒

澤大学経済学部紀要』第 59 号、2004 年 3 月）9-10 頁参照。 
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３．３ 別の類似のケースの検討－ＯＣＩ／ＯＮＡと補集合問題 

１）繰延ヘッジ会計のケース－ヘッジ効果とＯＣＩ 

数値例：ヘッジ対象はその他有価証券（国債）、ヘッジ手段は国債先物 

国債現物価格（対象）：○イＸ1期末の評価差額－10  ○ロＸ2期中決済日の売却損－30 

国債先物価格（手段）：○イＸ1期末の評価差額＋20 ○ロＸ2期中決済日の先物利益 40 

○イＸ1期末 

対象：（借）その他有価証券評価差額金 10（ＯＣＩ）／ （貸）投資有価証券 10 

手段：（借）先物取引差金 20／ （貸）繰延ヘッジ損益 20→ＯＣＩ※ 

※ヘッジ会計を適用しないときは先物利益 20 

○ロＸ2期中決済日（期首に洗替処理） 

対象：（借）現金 70（売却時価）    ／（貸）投資有価証券 100（取得原価） 

投資有価証券売却損 30（ＮＩ）／  

手段：（借）現金 40／ （貸）先物利益 40（ＮＩ） 

 

○イ決算時（未決済）：ヘッジ対象（その他有価証券）の評価差額→ＯＣＩ、ヘッジ手段（先物

取引）の評価差額→ＮＩではなく（ＯＣＩ）、決済まで繰延（ＯＣＩ）17 

○ロ決済時：ヘッジ対象（その他有価証券）の評価差額→ＮＩ、ヘッジ手段（先物取引）の評

価差額→対象の売却損と手段のヘッジ効果の確定（決済）→ＮＩ（リサイクル） 

 

「…ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理」（基準 29項） 

→ならばその他有価証券も「特殊な会計処理」では 

「…ヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がヘッジ手段によってカバーされていると

いう経済的実態が財務諸表に反映されないこととなる。」（同 97項） 

                

※以上は、その他有価証券（ヘッジ対象）の会計処置にいかんに依存する。 

 →ＩＦＲＳの改訂金融商品会計基準（2区分の簡素化）ではＯＣＩ／リサイクル禁止（配

付資料参照） 

 

２）土地再評価法と純資産の部－政策と評価差額、ＯＣＩとの類似性 

 数著例：事業用土地の簿価２億円を時価３億円に評価替え、実効税率 35％ 

 （借）土地 １億円  ／（貸）繰延税金負債  3500万円 

土地再評価差額 6500万円※←株主資本でない純資産(ONA) 

 

 ※土地再評価差額は資本修正ではなく未実現利益、土地を処分（売却）したとき実現（純利

益）、それまでいったん純資産（ＯＮＡ）に置いておく≒ＯＣＩ／リサイクリング？ 

再評価後の金額が取得原価→処分しても売買損益出ず→リサイクルなし18。利益剰余金へ、

Ｂ／Ｓ貸方内の振替、（なお、売却額≠取得原価のときは？） 

※時の経済政策：2002年 3月末までの時限立法、バブルがはじけたあとの”魔法の杖”、 

 株主資本（当時）のかさ上げ、当時は負債計上の議論もあった（負債と資本の境界）19、 

                                                   
17 従来は（ONA 以前）負債に。しかし、義務ではないので負債ではない。従来的な負債処理と現

代の ONA 処理のかかわり？負債でも資本でもない。ゆえに ONA か。OCI／リサイクルの観点なら

まだわかりやすい。 
18 田中健二「包括利益表示基準の批判的検討」『会計・監査ジャーナル』No.683，2012 年。 
19 先の脚注 17 も。 
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再評価と自己株式消却の原資→株価対策、証券市場活性化対策に会計が利用される、会計マ

ジックと揶揄20 

 

３）国庫補助金・工事負担金のケース―資本説と利益説 

このケースも経済政策（資本助成）に起因 

資本説と企業主対論：連結会計（基礎概念）との類似、利益説：株主以外からの贈与 

利益説での積立金方式と繰延利益：ＯＣＩ／リサイクリングと類似 

 

① 取得時：（借）有形固定資産 1000  ／（貸）国庫補助金受入益 800 

現金 200 

②積立時：（借）繰越利益剰余金 800  ／（貸）圧縮記帳積立金 800※ 

※①貸方の受入益を一挙に利益計上せず、②の貸方にいったん「繰延
．．

利益」とする（そ

のあと③で徐々に取り崩す）処理≒ＯＣＩ／リサイクリングと類似 

但し、先の土地再評価差額と異なって、圧縮記帳積立金は株主資本（利益剰余金）で

はある 

③毎期末：（借）減価償却費 200  ／（貸）減価償却累計額 200 ←５年償却 

（借）圧縮記帳積立金 160  ／（貸）積立金取崩益 160※ ←５年償却 

※積立金取崩益は先の「繰延利益」（≒ＯＣＩ）を取り崩す（≒リサイクリング） 

 

４）その他のケース（検討課題） 

 

４ ＣＩ／ノン・リサイクリングの考え方－ＯＣＩ／リサイクリングの相対化のために 

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21 

  Trading activityと Capital activityの 2段構え（拙著図表 9.3参照） 

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 

 

異種の利益が併存するという意味で、現代的な一種の複会計システム（現代版複会計シス

テム）という見方は？ 

  営業循環の損益計算（純利益：Trading activity、システム１）＋ 

経営基盤の時価変動差額計算（TRG&L：Capital activity、システム２） 

 

・Ｇ4＋1特別レポート（1998年）、ポジション・ペーパー (1999年) 22 

holding tank アプローチ vs. componentアプローチ 

holding tank アプローチ:不確実な未実現利益が確実な実現利益に変わるまで、いったん

ＯＣＩというタンクに溜めておく 

componentアプローチ:特定の区分カテゴリーに最後まで帰属、二段階の認識を認めない 

                                                   
20 拙著『変わる社会、変わる会計』（日本評論社、2006 年）「12 土地再評価法と会計問題」。 
21 前掲拙著『時価会計の基本問題』第 9章補論 9.2（244-246頁）。 
22  同書 246-251頁。 
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・金融商品会計の見直し－何が本当の利益か23 

「日本版」ＩＦＲＳ24（日経 6/19）→別紙配布資料参照 

・年金会計でのＯＣＩ即時認識／リサイクルなし25 

 →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 

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

    Ｐ／Ｌでの即時認識の現実的背景は：アメリカの企業分析（今福論文）26 

 ・ＯＣＩ／リサイクリング－ＯＮＡ、ＣＩ／ノン・リサイクリング－ＮＡ：概念ＦＷでは 

Ｐ／Ｌ：ＯＣＩ／リサイクリング ―― ＣＩ／ノン・リサイクリング 

Ｂ／Ｓ：ＯＮＡ         ―― ＮＡ→「資本」の意味あい 

（所有概念・所有関係の希薄化） 

５ 損益取引と資本取引の混同とＯＣＩ 

その他有価証券のケースでは資本取引と損益取引の区別の曖昧性に触れたが、その区別の原

則は本来的に利益「計算」の枠組み（記録計算指向）での区別であって、それがそのまま実態・

リスクの「情報」開示の枠組み（情報開示指向）に妥当するかは疑問といえる（図表 10）。 

 

図表 10 情報開示と利益計算－資本取引と損益取引－ 

利益「計算」の枠組み → 資本取引と損益取引の区別 

     

 

「情報」開示の枠組み 

 

※図の矢印①の規定の視点（開示から計算への規定）が欠落すると（図表４参照）、本来的に利益

計算の場での２つの取引区別を矢印②で示すように情報開示の枠組みにもそのまま適用することに

なる。重要なことは、２つの性格を異にする枠組みを１つの土俵（理論の場）で混同して議論して

はいけないという点である。 

 

資本取引・損益取引区別の曖昧性－実態開示と「取引」概念の変容 

伝統的な原価・実現の計算枠組みでは未実現の評価損益は計上できない。しかし、現代の実

態開示型会計では、それがＢ／Ｓ（資産・負債）の財務実態の適正表示（情報開示）を指向す

ることから、資産・負債の時価評価による（未実現）損益がでてくる。そこに前者の枠組みで

の資本取引・損益取引区別をそのまま適用すると、議論に齟齬と無理が生じることになる。 

包括利益にとってはそもそも（伝統的な意味での）実現・未実現の区別はなく、時価変動も

「取引」となり、それは「原価・実現」を中核におく伝統的な意味での「取引」とは性質の異

なるものといえる。したがって、伝統的な資本利益計算という枠組みに必須の資本取引・損益

取引区別の原則が、現代のストック価値評価先行型の公正価値会計の枠組み（結果的な利益計

算はそこから生じる）にそのまま妥当するかが問われる（補足６）。「原価・実現」の場での取

引区別の原理をそのまま「時価・未実現」（公正価値会計）の場で議論することは、場違いの議

論に陥らないか。 

                                                   
23 拙著『変わる会計、変わる日本経済』(2010年)トピック 16。 
24  会計に限らないが、「日本版××」の多さ、その背景は？ 
25  田中健二「数理計算上の差異とリサイクリング」『経済集誌』第 81 巻第 3 号、2011 年 10 月。 
26  今福愛志「米国企業にみる年金の会計方針展開の意味」『企業会計』2011 年 8 月号。特にビッ

グパス会計、さらにより広い文脈（会計の外）での分析視点（経営戦略、年金制度改革）。 

①  ② 
？ 
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以上の議論に関連して、ここで利益計算と実態開示の図を示しておきたい（図表 11）。系Ⅰ

は伝統的な会計配分（フロー配分）の枠組み、系Ⅱは今日的な価値評価（ストック評価）の枠

組みを示している27。 

 

補足６：取引区別の原則と「取引要素の結合関係」 

伝統的な利益計算の枠組みでの「取引」は、端的に「資産・負債・資本・収益・費用」の５カテ

ゴリーでの「取引８要素の結合関係」として示されるが、通常のテキストでは、費用と資本（増加）、

収益と資本（減少）とは結合関係にない。その１つの典型はストックオプション会計での（借方）

費用／（貸方）資本の結合関係である。そうした取引が多く登場してきているのが現代会計の特徴

であり、それが何処から来るかが本テーマと重なる。ちなみに、＋１カテゴリー（Ｂ／Ｓ貸方区分

に関わって）で６カテゴリーなら 10 要素の結合関係となり、伝統的な取引区別の原則も変容（２つ

の区別のいずれでもない取引）の可能性がでてくる。 

 

図表 11 利益計算と実態開示 

 

（放送大学ＴＶ「社会のなかの会計」第 10 回） 

 

会計配分を中核におく系Ⅰが純然たる資本利益計算の枠組みといえば、系Ⅱは必ずしもそう

ではない。それは特定時点の直接的再測定という特徴にもみられるように(「取引」内容の変容

と新たな「取引｣概念もそこに起因)、財務実態・リスクの情報開示から出てきている面がみら

れるからである（図表 11 の○イの矢印）。この点が、今日の会計問題を複雑にしている要因の 1

つといえる。初めから利益計算の再構成問題なら、同じ土俵で、より焦点のあった議論ができ

るからである。この点でも、現代の会計の特徴は、利益計算と実態・リスク開示の“ハイブリ

ッド会計”という性格にみることができ、ＯＣＩもそのハイブリッドに起因している（補遺参

照）。 

（つづく） 

                                                   
27 前掲拙著『変貌する現代会計』図表７－１(123 頁)、２つの枠組みの特徴比較は同書図表 6-1 を

参照。手っ取り早くは前掲拙稿「『計算のフレームワーク』と『情報のフレームワーク』」を参照。 
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