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１　企業を巡る決算法制

　日本の企業を巡る決算に関する法制は、商法、税法、証券取引法

を中心に戦後長らく推移してきており、その根底には、「企業会計原

則」の精神が流れていると言われてきた。このため「企業会計原則」は、

決算の公準を定めた最高の原理であると信じている人も多かったの

である。（注１）

　しかしながら、現実には、「企業会計原則」は、大蔵省の企業会

計審議会でしばしば改訂を受け、その存在は、商法からも税法から

もある距離を置いて眺められている状態もあったが、証券取引法が、

「企業会計原則」を金科玉条として、公認会計士の監査の基準として、

また行政指導の重要なる柱となるべく取り扱ってきた。

　その他に業界ごとに会計の準則と法制とがあり、「企業会計原則」

と異なる決算を採用している面もある。この場合は、なるべく「企

業会計原則」の精神を尊重することとされてきている。

　ここでは全業種に共通する企業決算の法制として、商法、税法及

び証券取引法と「企業会計原則」を取り扱うこととしたい。

　法制面では、会計処理の原則や手続という実体面については、法

律で定め、表示については、政令、省令で定めるというのが、戦後

長らく続いてきた方式であった。例えば商法は、株式会社の決算の

内容としては、商法２８１条以下に計算書類の作成に関する基本的
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な規定と資産の評価規定とを設け、表示については、株式会社の貸

借対照表、損益計算書、営業報告書及び付属明細書に関する規則（計

算書類規則──法務省令）に定めていた。

　同様に税法では、法人税法に課税所得の定義とか税率等の内容面

の定めを置き、申告書の書式等は、政令や大蔵省令等で定めること

としてきている。

　この点は、証券取引法に至ると更に徹底しており、内容面の証券

取引法の定めは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従

うこととし、表示は財務諸表等の用語、様式、作成方法に関する規

則（財務諸表規則──大蔵省令〕に定めることとしてきた。

　このような商法、税法、証券取引法 の決算法制は、平成１４年４

月１日施行の改正商法によって、大きな変革を受けることとなった。

以下の論点はこの商法の方針転換に伴う問題点に焦点を当てたもの

である。

２　平成１４年４月１日施行の
　　　　　　　　新商法の決算法制面の改正点

　平成１４年改正商法（以下新商法という）は、株式会社の決算の

内容も表示もともに、法務省令に委任したが、これは、抜本的な改

正であると思われる。但し商法総則３２条２項では、商業帳簿の作

成に関する商法の規定の解釈については、公正な会計慣行を斟酌す

べし、とする従来の規定をそのまま存置しているので、株式会社の

決算の法制面を全面的に無条件で、法務省令に委任したものではな

いと解される。

　法務省令でどんな規定を設けても、その解釈に当たっては、常に

公正な会計慣行を斟酌しなければならないから、商法は法務省令に

決算面を丸投げしたものではない、と解される。実はこの公正な会

計慣行を斟酌することを条件として、法務省令に委任した、という
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点が、税法や証券取引法との関わり合いから、種々の問題を惹起す

るのであり、本稿はこの点を巡って検討することを、重要な目的と

している。

　税法は、商法に基ずく確定決算の原則を前提として、納税申告制

度を定めており、商法の決算の実体面にほとんど依存しているから、

新商法のこのような改正を全面的に受け入れるものとすると、税法

は新商法の委任する法務省令にほとんど依存することになってしま

う。それでよいのか、という点が先ず問題点として上げられる。

　そうでないということになると、税法は新商法の施行時に税法独

自の規定を数多く新設しなければならないが、今回、特にこの点の

規定は、法人税法には新設されなかったので、どうやら法人税法は、

新商法に決算面の依存をする、という従来の基本─確定決算の原則

─を維持しているものと思われる。

　法人税法７４条では、確定決算の原則を定めており、株式会社

の決算の確定は、原則として株主総会の承認決議に依るから（商法

２８３条）、総会の承認を受けた計算書類に基ずく確定申告書を税務

署長に提出しなければならない。大会社の決算の確定は、監査役と

公認会計士が共に適法であるとする監査報告書を提出した場合には、

取締役会の承認で済むことになっているから（商法特例法１６条）、

大会社では、取締役会の承認決議に基ずく税務申告に変わる。更に

委員会等設置会社においては、取締役会の承認決議で決算は確定す

るから、これに基づく税務申告になる。

　法人税法２２条では、各事業年度の収益の額及び費用損失の額に

算入すべき金額は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」

によって計算される旨を定めている。ここで商法総則３２条２項の

公正なる会計慣行の斟酌規定と、法人税法２２条とが符合すること

になろう。

　他方、証券取引法１９３条では、「一般に公正妥当と認められると
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ころに従って総理府令で定める用語、様式及び作成方法により、貸

借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は作成しなけ

ればならない」と定めている。この総理府令は、財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（財務諸表規則）と称して、株式の

公開会社に適用されている。ここでも公正な会計慣行という商法総

則３２条２項の定めが、関連していることがわかる。　

　かくして商法も法人税法も証券取引法も、公正な会計慣行に基ず

く決算を要求していることが明らかであり、その内容も表示もほぼ

一致したものであろうことも推計される。恐らく「企業会計原則」

がその公正な会計慣行として、根底にあることも法制面では予定し

ていることであろう。日本の株式会社の決算の法制面は、「企業会計

原則」に依存している、といわれる所以である。

　新商法が株式会社の決算面を、全面的に法務省令に委任して、商

法施行規則がこれを受けて制定され施行されたので、以上のような

商法、税法、証券取引法上の決算に関する法制は、結局のところ商

法施行規則に依存することになる、というのが論理的であると思わ

れる。商法施行規則の決算に関する条文は、公正なる会計慣行を斟

酌して解釈しなければならないから、公正なる会計慣行が「企業会

計原則」を指すものとすれば、株式会社の決算は、「企業会計原則」

に副って解釈されなければならないことになる。（注２）

３　国際会計基準の登場

　 「企業会計原則」が日本の株式会社の決算法制の根本を握ってい

るものであるとする立場に立つとしても、近年、国際会計基準と呼

ばれる新しい会計原則が国際的に採用されつつあり、これに副って、

日本の企業会計審議会では会計の新会計基準と呼ばれるいくつかの

会計の基準を公表するにいたり、日本公認会計士協会はこれに副っ

て、いくつかの会計の実務指針を公表している。
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　これらの新会計基準等が、単なる参考として公表されているのか、

というとそれに止まらず、証券取引法の行政指導では、この新基準

等が採用されているようであり、その根拠として、金融庁は、商法

３２条２項の公正なる会計慣行の斟酌規定を援用しているようであ

る。そこで公認会計士が大会社の会計監査をするに当たり、この新

基準等を用いるようになり、大会社は好むと好まざるとにかかわら

ず、公認会計士の監査で適法とする監査報告書を望むあまり、新基

準等で、決算をするようになってきた。

　これを逆さまにして遡って考えると、結局、国際会計基準が日本

の大会社の決算の基準となっているということになり、国会の審議

を経ない国際会計基準が日本の大会社を支配している格好になって

いる訳で、このまま進むと、今後は、国際会計基準が改正されると、

日本の法律も規則も何ら改正しなくても、すべてこれに従う、とい

う結果になってしまいそうである。それが法治国として正しいのか、

日本の主権を持ち出すまでもなく、国際会計基準に日本が法制上で

凌駕される格好になる。

　商法はそれを是認するのであろうか。法人税法は国際会計基準を

認めて納税申告を是認するのであろうか。企業会計審議会は国会よ

りも事実上、優位に立つことになるが、それでよいのか。憲法の租

税法律主義に反するのではないか、等々の疑問も湧いてくる。

　このように考えてくると、以上のような論理構成にどこか誤りが

あったのか、前提とする「企業会計原則」に基ずく決算が基本である、

という点に何か誤りがあったのか、検討してみなければならない。

　国際会計基準が、公認会計士協会の国際的団体である国際会計基

準委員会で作成されている、という点にも疑問が出されている。又

日本の企業会計審議会という組織にも国際的に符合しないものがあ

るとして、日本では、民間の財務会計基準機構というものが設立さ

れた。その企業会計基準機構の中で、新しく企業会計基準委員会と
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いうものが発足して、今後の企業会計の新基準を作成することにな

ったが、それにより、以上のような疑問はすべて解消するのであろ

うか。（注３）

４　公正なる会計慣行と「企業会計原則」

　昭和３７年の商法の計算規定の大改正前は、商法には、あまり多

くの決算に関する規定は無かったのであり、それまでに制定されて

いた「企業会計原則」が、企業の実務の指針であり、税務上も「企

業会計原則」が重要な解釈指針として働いていたと思われる。

　その上、前述のごとく証券取引法において、一般に公正妥当と認

められる会計基準で公認会計士の監査と、大蔵省の有価証券報告書、

届出書の行政審査が行わるに当たり、「企業会計原則」を重視してい

たため、「企業会計原則」は事実上、株式の公開会社においては、決

算の指導的位置に立っていたと思われる。戦後の法令改正に当たっ

ても「企業会計原則」は、改正の指針として尊重されていたので、

その点でも、重要な存在であった。（注４）

　会計学者の多くは当時の「企業会計原則」を、そのまま商法で是

認する包括規定の創設を望んだのであるが、法律家は、「企業会計原

則」が、国会の審議を経ずに改訂されたり、法律の委任を受けない

ものであるから政省令としての効力がない、というような点を上げ

て、「企業会計原則」という字句を商法の条文に取り入れることに反

対した。（注５）

　そこで商法の計算規定は、株式会社について商法２８５条以下に

「企業会計原則」に副った規定が新設されたが、商法総則３２条２項

では、公正なる会計慣行の斟酌規定を設けるに止まった。この斟酌

規定の公正なる会計慣行がおおむね「企業会計原則」を指すもので

あることは、大方の支持を得ていたが、「企業会計原則」の内容で商

法上で是認されないものもあるという批判も出て、「企業会計原則」
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は、全面的に書き改められた。（注６）

　そこで書き改められた「企業会計原則」には、商法の３７年改正

法と大きく矛盾する点はあまり見られず，ここにいたって、公正な

る会計慣行として、「企業会計原則」が、商法上でも是認されるもの

となったと見られる。ただし「企業会計原則」も、すべての事柄を

記述しているものではないから、そこで明らかにされていないもの

については、実務上の会計慣行が斟酌されるであろうし、「企業会計

原則」と同等又はそれ以上に社会から是認されるような会計慣行が

あれば、それも斟酌されることであろうから、「企業会計原則」と異

なる会計処理や表示が、直ちに商法違反ということにはならないと

思われる。（注７）

　このように「企業会計原則」の商法上の取り扱いがやや曖昧であ

る点に加えて、今回の国際会計基準の登場で、新会計基準等が公表

され、それが証券取引法の行政指導で尊重される、ということになり、

しかもこれまでの「企業会計原則」は何ら手ずかず、ということに

なると、公正なる会計慣行として何れを取るべきか、実務上も理論

上も混乱することになる。

　商法が計算規定を省令に委任して改正された以外は、法人税法も

証券取引法も条文上は、公正な会計慣行に従うとする点が従来どう

り維持されているので、果たして国際会計基準は、どの程度斟酌さ

れるべきか明らかにはなっていない。やはり、「企業会計原則」を新

基準に合わせて全面的に書き換えることとし、商法、税法及び証券

取引法においても、条文整備が行われて然るべきである、と思われる。

５　商法施行規則の普遍性

　株式会社及び有限会社については、新商法が適用、あるいは準用

されることになり、同時に商法施行規則についても、同様に適用あ

るいは準用されることになったが、新商法では、株式会社の資産の
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評価規定を削除して、商法施行規則にそっくりそのまま移した。そ

こで、当面、実体的には株式会社も有限会社も、新商法の施行で影

響を受けるところは、あまり無いと思われる。

　問題は、国会の承認を得ないで法務省令の改正のみで、株式会社

や有限会社の決算の基準が自由に変えられるか、という点にある。

国際会計基準を日本が今後とも受け入れるという点から見ると、国

会の審議を経ないでも、国際的に進んだ会計基準を、迅速に取り入

れることがスムーズにできる訳であり、この法務省令委任という方

式は、優れたものであると言えよう。

　しかし色々と問題が起こると考えられる。先ず、基本法である商

法に定めているのと比較して、法務省令の定めでは、比重が下がり、

各方面で受け入れられる度合いが減るのではないか、と懸念される。

　次に、自由な会計を保証するという観点からは、会社の決算基準

に関しては、国家の干渉はできる限り避けるべきであるが、国会の

議決を要しないということになると、国家統制、官僚統制が容易に

なるのではないか、という懸念である。この点は、前述のごとく、

新会計基準の制定には、国家が関与せずに、民間の会計基準機構が

当たる、という方式に改められたので、その懸念はかなり薄らいだ

と思われる。

　第三に、法人税法の確定決算の原則を維持しながら、商法施行規

則の定めを税務上でそのまま受け入れることができるかという点で

ある。前述のごとく、租税法律主義に立脚して国民の財産権を侵し

てでも租税を徴収するには、国会の議決を経た法律の定めに依らな

ければならない、とする日本国憲法に違反しないか、懸念される。

商法施行規則は、国会の議決を経ないで、改正されるが、それに全

面的に依存する税法、ということになると、租税の過重、軽減が国

会の議決を経ないで行われる結果を将来しかねない。株式会社や有

限会社の決算法制が、商法施行規則に依存するわけであるから、省
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令の改廃によって課税の軽重に重大な影響を及ぼすようなことであ

れば、問題になろう。（注８）

　第四に租税の脱漏防止規定が罰則を伴うものである場合に、課税

所得が確定決算に基づき計算されるに当たり、商法施行規則に依存

する法制の下では、結局、省令違反に罰則を科することになり、罪

刑法定主義に反しないか、という点である。

　商法の委任を受けた法務省令でさえこのような問題点が出される

のであるから、公正なる会計慣行として、民間で定めた新会計基準

などは、これに反する決算が、納税上、刑罰規定の適用上でどのよ

うな取り扱いを受けるのか、実務上は種々の問題を惹起することで

あろう。（注９）

６　会計監査上の諸問題（１）

　商法施行規則において定められている事項は、商法上の監査役や

会計監査人（公認会計士又は監査法人）の監査の基準となることは

疑問の無いところではあるが、公正なる会計慣行に反するか否かと

いう点になると、前述のような「企業会計原則」、国際会計基準、新

会計基準等が商法上の監査の尺度として、どの程度作用するのか問

題となる。

　証券取引法では、金融庁が事実上、行政指導の指針として、これ

らの原則や基準等を採用しているので、公認会計士は新基準等を監

査の基準として監査意見を表明しており、有価証券報告書や届出書

の作成には、公開会社は新基準等を念頭に置いている。そのことが

商法上の公正なる会計慣行になるかどうは、改めて考えてみなけれ

ばならない。何となれば、行政指導が公正なる会計慣行である、と

断定できないからである。新基準に副っておれば、証券取引法に基

づく金融庁への書類の受理は、スムーズに行われる、というに過ぎ

ない。（注１０）
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　証券取引法の諸制度は、許認可にかかわる問題ではなく、単に政

府に報告するとか、届け出るという行政制度であって、私法上の監

査意見の適法、不適法を判定する制度にはなっていないからである。

もっとも、公認会計士の職務違反については、金融庁が公認会計士

乃至監査法人の処罰をするという権限があるので、それを恐れて公

認会計士が、金融庁の行政指導に従う、という点が考えられないわ

けではない。その点で、監査意見が、国際会計基準に副った新基準

等によって、株式会社の決算に影響するということも、見逃せない。

　そうであれば、商法と証券取引法は、十分に調整して、例えば、

商法上の大会社については、証券取引法の適用のある株式の公開会

社と同一の規定が適用される、というような制度にするのが、適切

である。平成１５年４月１日から施行された商法施行規則は、証券

取引法との調整を心がけた点が数多く見られ、好ましい方向である

と高く評価したい。

　今一歩を進めて、前述のごとく公正なる会計慣行を巡る諸問題に

ついても、商法と証券取引法の調整が図られることを望みたい。つ

まり大会社、あるいは株式の公開会社の決算法制については、解釈

に任せるのではなくて、国会の審議を経て、両法律の完全なる統一

を行うことが、必要であると思われる。

７　監査上の諸問題（２）

　具体的に、証券取引法と商法との監査上の問題を取り上げてみる

と、近年話題となったＲ銀行の繰延税金資産の問題がある。繰延税

金資産については、国際会計基準を受けて、商法の規則と証券取引

法の規則で表示に関する条文の新設をしたことは、周知のとおりで

ある。しかし繰延税金資産の内容に関する法令上の規定はどこにも

置かれなかったので、公正なる会計慣行に委ねられていると解され

る。
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　ここから、今回のＲ銀行の繰延税金を巡る問題に発展する要素が

あった。本来、繰延税金資産の問題は、法人税法が、確定決算の原

則を貫く限り、あまり問題にならない事柄であると思われる。商法

に基づく決算で課税する、ということであれば、商法と税法の乖離

はないので、繰延税金資産は発生しないはずである。ところが、平

成１０年頃から、日本政府の財政難を補う狙いからであろうか、税

法は国際会計基準のうち、増税をもたらすような事項はいち早く取

り上げて規定し、減税になるような事項は、これを取り入れること

を見送った。このため、商法と税法との乖離が目立ち始めたのである。
（注１１）

　特に従業員に対する退職給付については、乖離が甚だしくなり、

特に退職給与引当金の損金算入を税法が認めないこととした点が顕

著である。

　又日本の法人税法は、繰越欠損金の繰越をアメリカと異なって、

５年しか認めないので、商法と税法の決算が、ここでも大きく食い

違うことになっている。この食い違いを幾分でも補正する意味で、

繰延税金資産を計上するという国際会計基準は、採用される素地が

あったと言えよう。

　商法が繰延税金資産について、表示の定めに止めたことが、問題

を大きくしたと思われる。繰延税金資産の計上は、繰延資産と同様

に商法上で限定列挙されたもののみ許される、という通説からすれ

ば、商法に規定されていない繰延税金資産の計上は許されない、と

いうことになる。（注１２）

　従って、繰延税金資産を計上すること自体が、先ず監査上問題と

なろう。仮に繰延税金資産の計上が適法である、と解釈されるもの

としても、その計上金額をどうするかという点が明らかでないと、

監査上も困難を伴う。特に繰越欠損が生じている場合に、繰延税金

資産を計上するには、今後５年内に黒字に転換する決算期が訪れる
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という保証がなければならないが、景気変動など不確定の要素が多

いと、その見通しは一層困難となり、監査意見の表明も微妙になろう。

Ｒ銀行の場合は、繰越欠損の金額が巨額にのぼり、５年内に黒字に

転換する見通しが立たないものであれば、繰延税金資産の計上は許

されないものと思われる。（注１３）

　監査報告書にこの点が表明され、株主総会で審議されれば、ある

いは監査上でどこが問題視されたのか明らかになったかもしれない

が、闇から闇に問題は処理された格好となり、ただ頭取が辞任する

という点のみがクローズアップされるに止まった。このような制度

上の欠陥は、繰延税金資産の法制上の欠陥から生じた面も多々あり、

日本の法定監査制度を改善する上で、慎重に検討される必要があろ

う。

８　公正なる会計慣行と行政指導

　証券取引法の有価証券届出書や報告書を受理するに当たり、金融

庁は行政指導を行っており、戦後の証券取引法の適用にあって、か

つての大蔵省、現在の金融庁は強力に各社の財務諸表を訂正させ、

公認会計士の監査にも介入してきた。これが公正なる会計慣行の醸

成にに大いに役立った反面、時の行政官の裁量で、しばしば方針が

変わって、そのたびに制度が揺れ動くことになった経緯がある。本

庁と出先機関との統一性を保つためもあって、局長通達というもの

も発せられ、行政指導の故に、財務諸表も監査証明も大いに影響を

受けてきた。

　この観点からすると、行政指導が公正な会計慣行かどうかは、甚

だ疑わしい面もある。有価証券届出報告制度は、単なる行政上の手

続に過ぎず、許認可制度ではないから、原則として行政官庁は受理し、

１５日を経てその効力の発生後に増資手続を各企業が進めることが

できる、というものに過ぎない。しかし手続が止まると、各企業は
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資金調達のスケジュールが狂うので、事実上、行政指導に言いなり

になり、公認会計士も又行政指導に従ってきたので、許認可制度と

同様の効果を発揮している。

　考えてみれば変な話で、行政指導に当たっている行政官は、たま

たまそのポストに坐っている会計監査人としては無資格者であり素

人である。公認会計士の資格も必要とされない人であり、その素人

が公認会計士という有資格者を指導する、というのであるから、誰

が考えても納得できない制度である。そんな制度でできあがった行

政指導は、果たして企業を支配しているとしても、公正なる会計慣

行として是認されるものであろうか。なるほど当時の大蔵省は企業

会計審議会の答申を待って、「企業会計原則」や「監査基準」あるい

は「監査実施準則」、「監査報告準則」等を改正した後、これに基づ

く行政指導を実施に移したから、その限りではある方面の意向を反

映していると言われないこともない。

　このような制度は国際会計基準の登場で諸外国の批判に曝される

こととなり、日本の公正なる会計の基準は、民間の公正な団体に依

って形成されるべきだ、となった。

　そこで財務会計基準機構が、日本経団連、日本公認会計士協会を

はじめ民間団体の発起で設立されたことは、周知の事実である。そ

こでは会計学者など学識経験者を中心とした会計基準委員会が発足

して、日本における最高の権威ある会計の基準が作成されることに

なった。この基準で企業の決算が実施され、監査が実施され、行政

指導も行われれば、あるいは日本の公正なる会計慣行は、健全に醸

成されることになるものと、期待されている。

　ところが、平成１５年現在、財務会計基準機構の基金が、十分に

は集まらないのである。監査の必要性が、世間にはまだまだ認識さ

れていないことの証拠であろうか、嘆かわしい限りである。先般も、

ある会計の研究学会に出席して、今年の予算案を見ると、去年まで
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拠出していた財務会計基準機構への会費を削除するという原案であ

ることに気づいた。そこで質問を試みたが、「財務会計基準機構に会

費を払っても、そのメリットは、余りない」という学会理事の答弁

であった。余りにも近視的な答弁であり、筆者はしばし絶句したも

のである。会計基準の国際的調和を唱える会計学者の集まりで、財

務会計機構の重要性が理解されていないことを目の当たりにして、

これでは一般の企業や投資家が、財務会計機構に基金を拠出しない

理由が、目前のメリットのないこととしているのと、大同小異であり、

日本の商法、証券取引法、税法の運用は前途多難であると、しみじ

み感じた次第である。

９　公正なる会計慣行と法人税法

　法人税法が確定決算の原則を維持し、公正なる会計の基準で作成

された決算に基づく税務申告を認める制度であることは、単一性の

原則に照らしても妥当なところである。しかしながら法人税法は、

前述のごとく度重なる近年の改正で、公正なる会計慣行に反する規

定を設けて、特に引当金については、全く国際会計基準にも、「企業

会計原則」、あるいは新会計基準にも反する税務申告を強制するとこ

ろとなった。これは戦後長らく続いた確定決算に基づく税務申告を

根底から揺るがすものであり、これを若干でも是正することとして、

税効果会計が新基準においてうたわれ、商法の本法の手当なくして

繰延税金資産や、繰延税金負債の計上が行われることとなったのは、

前述の通りである。

　戦後長らく税法は企業会計の先達的な役割を果たし、各企業から

尊重されてきたものであり、商法、証券取引法においても、税法の

定めを尊重することとしてきた。税法は、企業会計の一種の基準で

あり、監査の基準であるとする「逆基準性」が唱えられたほどである。
（注１４）
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　国際会計基準の登場でこのような制度上の調整が図られることな

く、商法、証券取引法と離れて、法人税法が走り出したことは、日

本の企業会計に取って不幸なことである。速やかに、法人税法を再

改正して、国際会計基準あるいは新会計基準の内容と一致させるよ

うにすべきであろう。さもなければ、先のＲ銀行の事件に見られる

ような繰延税金資産等の計上に伴う混乱など、制度上の混乱が起こ

る虞が高い。

　そのことは、独りＲ銀行の信用に関する問題に止まらず、日本企

業の全体の信用にかかわることとなり、日本の決算、監査に対する

国際的信用をも失墜しかねない。課税所得と企業の経常利益が大き

く食い違うということは、納税者を納得せしめないものがあり、企

業の納税意欲をも減殺しかねない。そればかりか、租税法律主義に

も反することになりかねないので、商法、証券取引法及び法人税法

の調整は喫緊の課題である。

　特に商法施行規則に全面的に依存する税制は、租税法律主義の憲

法の下で成り立つものかどうかは、すでに述べたとおり問題である。
（注１５）

１０　企業会計法制の今後

　以上は、株式会社会計の共通点について眺めてきたものであるが、

本来は、業種、業態、企業規模などにより、それぞれ異なる会計慣

行があり、それによった方が適切であるものが多い。このため、例

えば、銀行業には銀行法とその会計規則、保険業には保険業法と会

計規則、その他の電力、ガス、鉄道、建設、証券、信託等々の、業

種においても同様な決算法制があり、公正なる会計慣行はむしろそ

の業種ごとに醸成されており、一律ではない。

　ところが証券取引法では、投資家保護という観点から、他業種と

の比較可能性を追求するあまり、業種の特性を排除しようとする。
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商法は全業種に共通する点を定め、証券取引法も商法によるという

のであればまだしも、株式の公開会社については証券取引法で、別

途の規制をしようとする。ここで商法と証券取引法及び各種業法の

衝突現象が起こる。

　商法が株主保護のみならず債権者保護の見地から規制をするのに

対して、証券取引法が投資家保護を全面に出して、財務諸表の比較

可能性を重視するので、ここに会計原則の差異が現れる。特に国際

会計基準では、比較可能性を強調してしまったために、債権者保護

の観点が、置き去りにされている感がある。比較可能性に重点を置

くとしても、それは必要な会計情報を注記の形で提供すれば、決算

の内容にまで介入しないで済む事項も多いと思われる。公認会計士

が監査をする立場で、国際会計基準を作成する、ということ自体、

視野が狭すぎるという欠点があろう。その意味で国際会計基準は、

更に広い立場の人々や団体、政府機関等により会計基準作成母胎を

構成して、仕上げたものを国連に上程して、国際条約にする程のも

のとしなければならない。

　その国際条約に沿って各国が国内法制の整備を行うのが望ましい。

これにより国際的な投資資金の流れも正常化されようし、課税問題

も国際的に整合性のとれたものとなり、開放経済体制に適したもの

となろう。現状はこのような視点に欠けており、公認会計士の国際

団体で作成した会計基準を、そのまま各国で公正なる会計慣行とし

て採用するには、適当でない面があると思われる。

　財務諸表の比較可能性のために、たった一つの会計処理のみを適

正とし、その他の妥当な会計処理を不適正にする、等という発想法

自体に問題がある。国際会計基準がこの点で欠陥があり、早急に是

正される必要がある。日本の決算法制が未整備のまま、国際会計基

準を公正なる会計慣行として受け入れるのは、問題であると指摘し

ておきたい。
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注１ 企業の会計公準というものがあり、そのうち公的機関、即

ち大蔵省の企業会計審議会で定めたものを、「企業会計原則」

と呼んで、現実的なものと理想的な会計公準とを区別して

いる。

注２　 会計学者はこのような視点で商法３２条２項を解釈してい

る。

注３ 企業会計基準委員会の定める会計基準が、公正なる会計慣

行として認知されたものであるとして、日本経団連、日本

公認会計士協会、日本証券業協会、東京証券取引所、銀行

協会等々が連名で、公表した経緯がある。このような有力

な民間経済団体が認めたものは、一般に公正妥当と認めた

ものとなる、という発想法である。

注４　 昭和３７年の商法の計算規定は、当時の「企業会計原則」

の大部分を取り入れて改正されたものであった。

注５　 矢沢惇「企業会計法講義 」８頁、新井清光「日本の企業会

計制度」２７頁、３０頁

注６ 田辺明・味村治「新商法と企業会計」１０頁

注７ 居林次雄「商法会計法」２２頁

注８ 居林次雄「商法の計算規定の在り方」帝京法学２２巻２号

８９頁以下　

注９ 居林次雄、前掲注８，１０３頁

注１０ 弥永真生「リース会計基準の商法適用上の問題点（下）」

ＬＥＡＳＥ２００３　７月号８頁　注２７

注１１ 江頭憲治郎「株式会社・有限会社法」４６６頁は、企業会

計審議会が公表する「企業会計原則」をはじめとする会計

基準は「公正なる会計慣行」にあたると推定されるとするが、

国際会計基準はどのように解釈されるのか、興味のあると
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ころである。

注１２ 居林次雄「税法に及ぼす国際会計基準の影響」

東亜法学６号３頁─３１頁

注１３ 居林次雄「商法２９０条の配当可能利益と繰延税金資産と

の関係」帝京法学２３巻１号９頁以下

注１４ 岸田雅雄「商法と税法」税経通信２００３年１０月号

３６頁

注１５ 商法施行規則の詳細は、居林次雄「新商法下の会社経営と

決算・監査」


