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はじめに 

 

 現在、国際会計基準が作成される中、わが国

においても会計システムの抜本的な改革が行わ

れている。平成11年４月１日以後開始する事業

年度より、連結会計が本格的に導入され、個別

主体から連結主体の会計制度に転換が図られた。

また、同事業年度より、個別及び連結ベースに

おいて税効果会計が導入された。平成12年４月

１日以後開始する事業年度からは、金融商品に

対する時価会計、退職給付会計が導入され、販

売用不動産についての減損処理の厳格化も図ら

れた。さらに、平成13年４月１日以後開始する

事業年度からは、持ち合い株に対しても時価会

計が適用されている。 

 このように、わが国においても、国際会計基

準にあわせる形で、遅れがちであった会計・監

査基準の改正作業が急速に進んでいる。特に、

企業会計審議会においては、国際化すべき個別

領域として、ゴーイング・コンサーン、減損、

企業結合の３点が大きな領域として議論されて

いる。 

 そこで、本稿は、ゴーイング・コンサーンの

観点に着目しながら、企業会計の期間損益計算

において、その会計情報の期間比較可能性の確

保や企業の利益操作の排除の重要性の基本とな

る、「企業会計原則 第一一般原則」の１つで

ある継続性の原則について、最近の継続性の変

更の事例もみながら、分析、検討することにし

たい。 

 

第１節 継続性の原則の概要 

 

 現行の企業会計を支える理論的構造は、次の

ような上部構造、中間構造及び下部構造の３つ

から成り立っているといえる１）。 

 下部構造は、企業会計の理論的及び実践的な

基礎構造を示す枠組みであり、会計の計算構造

的前提または会計行為の基本的目標を示し、こ

の部分を構成する諸概念を会計公準と呼ぶ。つ

まり、会計公準は会計を成立させるための基礎

的な前提であり、一般に会計原則または会計基

準及び会計手続を導き出すためのものといえる。 

 中間構造は、このような会計公準に基づいて、

企業会計の具体的な行為規範または行動指針を

示すものであり、この部分を構成する諸概念を

会計原則または会計基準と呼ぶ。 

 上部構造は、このような会計公準及び会計原

則に支えられた企業会計行為の具体的な方法、

技術または手続を示すものであり、この部分を

構成する諸概念を会計手続と呼ぶ。 

 継続性の原則は、今述べた理論的構造を用い

れば、中間構造に相当するわが国の「企業会計

原則」の中の一般原則の中の１つであるが、継

続性の原則の基礎的な前提とも考えられる、下
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部構造に相当する会計公準の中の継続企業の公

準からまず簡単に触れてみたい。 

 典型的かつ一般的な会計公準として、企業実

体の公準、継続企業の公準、そして貨幣的測定

の公準の３つが挙げられるが、継続企業の公準

とは、企業は解散や倒産等の事態を予定するこ

となく、半永久的に継続するという前提である。

よって、この公準は、企業に対して、企業の全

存続期間に人為的に定めた一定の会計期間を設

定し、定期的に利害関係者に対し会計情報を報

告することを要請するものである。つまり、こ

の公準は、企業会計の計算構造における、いわ

ば時間的限定をなす公準を意味し、会計期間の

公準とも呼ばれている。 

 では、この継続企業の公準を踏まえて、継続

性の原則について検討してみる。 

 わが国における企業会計の慣習規範である「企

業会計原則」は、一般原則、損益計算書原則、

貸借対照表原則の３つの部分から構成されてい

る。このような構成は、サンダース、ハットフィー

ルド、及びムーアの３氏による「会計原則報告

書」に近いもので、財務諸表中心の構成をとっ

ている２）。 

 一般原則は、会計行為に対する規範または一

般的指導原理を示したものであり、損益計算書

原則及び貸借対照表原則の上位にあって、これ

らを支配する関係にある。また、一般原則は、

損益計算書原則と貸借対照表原則に共通する諸

原則をまとめて編成したものであり、一般原則

は、損益計算書原則と貸借対照表原則を正しく

解釈し適用する場合に常に斟酌されねばならな

い３）。 

 一般原則は、会計の実質的側面及び形式的側

面に関する包括的な基本原則であり、これは「企

業会計原則」が、認識行為や測定行為をも含め

て企業会計の全体的な領域に指示を与える原則

であることによる。 

 一般原則は、具体的には次の７つの原則から

成り立っている。①真実性の原則、②正規の簿

記の原則、③資本・利益区別の原則、④明瞭性

の原則、⑤継続性の原則、⑥保守主義の原則、

⑦単一性の原則。 

 またこの７つの原則の他、企業会計原則【注

解】注１において、重要性の原則の規定があり、

これも一般原則の１つとして位置づけられるも

のである４）。 

 この中の継続性の原則は、「企業会計は、そ

の処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、

みだりにこれを変更してはならない」というも

のである。継続性の原則が問題となるのは、注

解【注３】にあるように、企業会計上、１つの

会計事実について２つ以上の会計処理の原則又

は手続の選択適用が認められている場合である

５）。このような場合には、企業の利益操作の排

除と、会計情報の期間比較可能性の確保が重要

になってくる。 

 つまり、企業が選択した会計処理の原則及び

手続を毎期継続して適用しないときには、同一

の会計事実について異なる利益額が算出される

ことになり、財務諸表の期間比較が困難となり、

この結果、企業の財務内容に関する利害関係者

の判断を誤らせることにつながる。また、企業

が意図的に会計処理の原則及び手続を変更すれ

ば、利益操作いわゆる粉飾決算にもつながるこ

とになる。 

 本来、企業会計には、経理自由の原則が根底

にある。経理自由の原則とは、一般に公正妥当

と認められる諸原則や諸手続の中から、企業の

実情に応じて適切と判断されるものを自由に選

択適用することを認め、企業の行う経理の主体

性を容認しようとするものである。よって、継

続性の原則は、経理自由の原則に対する制約条

件としての機能を有しているといえる。 

 もっとも、継続性の原則は、一旦、ある１つ

の会計処理の原則及び手続を採用したならばこ

れを半永久的に続けなければならないというも

のではなく、【注３】にあるように、正当な理

由により会計処理の原則及び手続を変更した場
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合には、これは認められる。但し、正当な理由

により会計処理の原則及び手続に重要な変更を

加えた場合には、これを当該財務諸表に注記し

なければならないことになっている。 

 また、継続性の原則が問題となるのは、会計

処理の原則及び手続の変更が、一般に公正妥当

と認められる方法から、認められる方法に変更

される場合のみである。よって、認められない

方法から認められない方法への変更や、認めら

れる方法から認められない方法への変更は、会

計原則違反の問題になり、また、認められない

方法から認められる方法への変更は、当然の変

更である。 

 ここで、「正当な理由」についてもう少しみ

てみる。まず、企業会計原則における「みだり

に会計処理の原則及び手続を変更してはならな

い」の「みだりに」という表現は、「正当な理

由なく」と同義語に解される。 

 また「正当な理由」に基づく会計方針の変更

が認められる事例としては、監査委員会報告第

65号「正当な理由に基づく会計方針の変更」に、

次のような事例が挙げられている６）。 

①例えば税法に規定する方法から他の一般に認

められた、より合理的な方法への変更のよう

に、従来、慣行的に採用されてきた会計方針

から明らかに合理的であると認められる会計

方針に変更する場合。 

②たな卸資産の時価が取得原価より下落する傾

向にある場合における原価基準から低価基準

への変更のように、会社の財政状態に不利な

影響が生じる可能性があるときに、これに備

えて健全な会計処理に変更する場合。 

③親子会社間の会計方針の統一を目的として、

その合理的な会計方針に変更する場合。 

④会計処理について規制する法令の改正等に

伴って変更をする場合。 

⑤会社の業務を監督する行政庁における関係法

令等の解釈、運用方針等の公表、改廃に伴っ

て変更する場合。 

 

第２節 事例研究 

 

 次に、第１節を踏まえて、わが国における最

近の会計方針の変更の事例を幾つかみながら、

継続性の原則について分析、検討していきたい。 

 日産自動車株式会社（個別財務諸表）の第10

１期（平成11年４月１日から平成12年３月３１

日）及び第102期 （平成12年４月１日から平成

13年３月31日）、株式会社伊勢丹（個別財務諸

表）の第116期（平成12年４月１日から平成13

年３月31日）、そして、大成建設株式会社（連

結財務諸表）の平成11年４月１日から平成12年

３月31日までの会計期間における会計方針の変

更を取り上げてみたい。それぞれの監査報告書

を資料１から資料４に示すので、参照されたい。 

 会計処理に変更があった場合には、監査報告

準則により、監査報告書における監査人の意見

の表明にあたり、その旨、その変更が正当な理

由に基づくものであるかどうか、その理由及び

その変更が財務諸表に与えている影響を記載す

ることになっている。 

 資料１について検討する。ここにおける、製

品保証引当金の計上方法と適格退職年金及び厚

生年金基金の積立不足額に対する会計処理の変

更は、監査委員会報告第65号「正当な理由に基

づく会計方針の変更」によれば②の保守的な会

計処理への変更で、資料１にあるように、「正

当な理由」による変更であると考えられる。 

 もう少しこれらの内容についてみてみる。製

品保証引当金については、その計上方法の変更

により、資料１にあるように、販管費が14,968

百万円減少しているが、平成11年４月期首時点

での引当金差額66,795百万円を、製品保証引当

金繰入額として特別損失に計上することにより、

税引前当期純損失が51,827百万円増加すること

になっている。この変更は、監査報告書にもあ

るように、保守主義の原則及び費用収益対応の

原則に基づくものであるといえる７）。 
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[資料１]日産自動車株式会社の監査報告書（第 101 期） 

 
 

（出所）『有価証券報告書総覧 日産自動車株式会社（平成 13 年）』，財務省印刷局，平成 13 年，65 頁。 
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 適格退職年金及び厚生年金基金の積立不足額

に対する会計処理の変更については、その変更

により、資料１にあるように、販管費が13,486

百万円減少しているが、平成11年４月期首時点

での積立不足額192,973百万円を、年金過去勤務

費用償却額として特別損失に計上することによ

り、税引前当期純損失が179,486百万円増加する

ことになっている８）。この変更は保守主義の原

則に基づくものであるといえる。 

 資料２について検討する。ここでは、有形固

定資産に対する減価償却方法の定率法から定額

法への変更が取り上げられている。減価償却方

法の変更は、正当な理由による会計処理の変更

であるか否かよく問題となるところである。 

 この事例では、従来、法人税法に規定する減

価償却と同一の基準による定率法（但し、平成

10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）については定額法）を採用していた

が、生産集約化、プラットフォーム（車台）数

の削減・共通化等により生産の安定化が見込ま

れる事業環境の変化と国際的な慣行との整合性

との観点から、投下資本の平均的な回収を図る

とともに費用・収益の対応をより適正に行うた

め、当期より定額法に変更し、あわせて耐用年

数については見積耐用年数、残存価額について

は実質的残存価額（備忘価額１円）にそれぞれ

変更している。 

 この変更によって、従来の方法によった場合

に比べて減価償却費は29,804百万円減少し、営

業利益は28,672百万円増加、経常利益及び税引

前当期純利益は29,052百万円増加している９）。 

 この変更は減価償却費を減少させることによ

り利益の増大をもたらすもので、会計監査の観

点から利益操作につながるものかどうか、慎重

に判断されるべき事例である。監査報告書によ

れば「投下資本の平均的な回収を図るとともに

費用・収益の対応を適正に行うため」との理由

で、これを｢正当な理由」による変更と認めてい

るが、 議論の余地は多々あるものと考えられる｡ 

 資料３について検討する。ここでも、有形固

定資産に対する減価償却方法の定率法から定額

法への変更が取り上げられている。建物の減価

償却方法について、従来の税法基準による定率

法から定額法への変更である。 

 この事例では、平成13年１月における新立川

店の出店に当たり、現下の経営環境において、

百貨店事業における将来の収入が大きな成長は

なく推移すると見込まれることから、投資効果

の発現及び今後の収支構造に鑑みて、比較的長

期間使用する建物（建物付属設備を含む）につ

いて、投下資本の費用配分を収益により合理的

に対応させるため定額法を適用し、併せて既存

の建物についても減価償却の方法を統一するこ

とを理由に定率法から定額法へ変更するという

もので、監査報告書の意見表明において「正当

な理由」による変更としている。 

 この変更により、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益は3,099百万円、経常利益は

3,257百万円それぞれ増加し、税引前当期純損失

は3,257百万円減少しており、減価償却費の減少

により利益の増大をもたらすものとなっている10）。 

 この変更について検討する場合、新立川店の

建物に定額法を適用し、さらに、これと減価償

却方法を統一させる観点から、既存の建物につ

いても定額法に変更することが、「正当な理由」

によるものかどうかが重要な論点となる。新立

川店の場合、他の店舗と比べて、将来の収入額

の成長率が低いということが、定率法ではなく

定額法を適用する積極的な理由になるのか疑問

が残る。また、新立川店の建物に定額法を適用

することを理由に、既存の建物について定額法

へ変更することも議論の余地が多々あるといえ

る。 

 資料３では、もう１つ、役員退職慰労金の計

上方法の変更が記載されている。これは、従来、

支払時に費用処理する方法から、内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更するものである。 
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 [資料２]日産自動車株式会社の監査報告書（第 102 期） 

 

（出所）『有価証券報告書総覧 日産自動車株式会社（平成 13 年）』，財務省印刷局，平成 13 年，67 頁。 
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 [資料３]株式会社伊勢丹の監査報告書（第 116 期） 

 

（出所）『有価証券報告書総覧 株式会社伊勢丹（平成 13 年）』，財務省印刷局，平成 13 年，67 頁。 
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 この変更は、役員の在任期間に対応した合理

的な費用配分を行うとともに財務内容の健全化

を図るために行ったものであり、監査報告書の

意見表明では、「正当な理由」に基づくものと

されている。なお、この変更により、従来の方

法によった場合に比べて、営業利益及び経常利

益は85百万円それぞれ減少し、税引前当期純損

失は547百万円増加している11）。 

 これは、監査委員会報告第65号「正当な理由

に基づく会計方針の変更」による②の保守的な

会計処理への変更であると考えられる。 

 資料４について検討する。３つの会計処理の

変更が記載されているが、ここでは、建物の減

価償却方法の変更と従業員の退職給与引当金の

計上方法の変更について取り上げる。 

 まず、ここでも建物の減価償却方法の定率法

から定額法への変更が取り上げられている。こ

の変更は、建物の減価償却方法について、平成

10年３月31日以前に取得した建物については定

率法を採用し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物については定額法を採用する方法から、

連結財務諸表提出会社の所有するすべての建物

について定額法を採用する方法に変更するとい

うものである。これは、当連結会計年度から実

施している有利子負債削減等を柱とする財務体

質改善策の一環として、建物の新規取得投資を

圧縮し、修繕維持を中心とした投資へ移行する

ことにより、保有建物の使用状況が総じて長期

化、安定化することが見込まれること、及び同

一種類の資産については同一の償却方法に統一

することがより合理的であることから、費用の

期間配分をより適正にするために行われたもの

で、監査報告書において「正当な理由」に基づ

くものとされている。 

 なお、この変更により従来の方法によった場

合に比べて、売上総利益は801百万円増加し、営

業利益及び経常利益は1,963百万円それぞれ増

加し、税金等調整前当期純損失は1,963百万円減

少している12）。 

 この変更は、資料３の減価償却方法の変更と

ほぼ同じものであるといえる。つまり、平成10

年４月１日を境に、それ以前に取得した建物に

ついては定率法から定額法へ、それ以降に取得

した建物については定額法を採用するという２

つの論点である。「建物の新規取得投資を圧縮

し、修繕維持を中心とした投資へ移行すること

により、保有建物の使用状況が総じて長期化、

安定化することが見込まれる」というのが、平

成10年４月１日以降に取得した建物について定

額法を採用する理由で、「同一種類の資産につ

いては同一の償却方法に統一する」というのが、

平成10年３月31日以前に取得した建物について

定率法から定額法へ変更する理由であるといえ

る。 

 果たして監査報告書の理由にあるように、平

成10年４月１日以降に取得した建物については、

使用状況が長期化、安定化する見込みがあるの

かどうか、また、平成10年４月１日以降に取得

した建物について定額法を採用することを理由

に、平成10年３月31日以前に取得した建物につ

いても定額法に変更することが妥当であるかど

うかについて疑問が残る。 

 次に、従業員の退職給与引当金についての計

上方法の変更が取り上げられている。これは、

期末要支給額の40％を計上する方法から、連結

財務諸表提出会社及び一部の連結子会社に対し

期末要支給額の100％を計上する方法等に変更

するものである。この変更により、従来の方法

によった場合に比べて、売上総利益は1,208百万

円、営業利益及び経常利益は2,044百万円、税金

等調整前当期純損失は46,856百万円それぞれ多

く計上されている13）。 

 この変更は、資料４にあるように、従業員の

退職状況をもとに、従業員の高齢化及びその勤

続期間の長期化に対応した将来の退職金支給額 

を検討した結果、従来の基準では退職給与引当

金が不足するため、財務内容の健全化と合理的

な費用配分による期間損益計算の一層の適正化
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[資料４]大成建設株式会社の監査報告書 

（平成 11 年４月１日から平成 12 年３月 31 日までの連結会計年度） 


