
会社法431条および614条の「公正妥当な
企業会計慣行に従うものとする」

規定をめぐる諸問題
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1 会社法431条および614条における「一般に
公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う
ものとする」規定の創設

平成18年5月1日から施行の会社法（以下新会社法という）では、

明治以来の商法にあった会社法編を全面的に書き換えて、独立した

会社法という一本の法律に取りまとめられた。これにより商法の会

社法編は削除され、商法特例法と呼ばれていた大会社に関する特例

や小会社に関する特例なども、新会社法に取り入れられ、また有限

会社法も新会社法に取り込まれたため、これらの特例法や有限会社

法は廃止された。

そのこと自体は高く評価される。これまでの商法の体系のままで

は、実務上もいろいろの法律や規則を万遍なく参照しなければ、正

しい解釈をすることができず、きわめて不便であるばかりか、複雑

な法体系となって一般の人々には寄りつき難い存在となりつつあっ

たから、今回の新会社法の成立は各方面から歓迎されているところ

である。

しかしながら、先の刑法全文改正のように、単純に文語体の法文

を口語体に書き直すということではなく、新会社法では、この際、

現代化を計ろうとするために新しい条文を数多く挿入するところと

なり、このために新しい解釈が起り、学説、判例の形成をまたなけ
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れば確定しない諸問題を引き起こすことになる情勢となった。

新会社法431条及び614条の「会社の会計は、一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従うものとする」旨の新設条文も、諸問

題を孕んでおり、ここでその経緯を探り、筆者なりの見解を述べて

今後のご参考に供したいと考え、あえて筆をとった次第である。す

でに『企業会計原則』と商法の計算規定をめぐる諸問題に関する拙

稿が若干ながらあるが、新会社法で一般に公正と認められる企業会

計の慣行に従うものとする旨が、株式会社については431条に持分会

社については614条に、それぞれ明確に定められたので、本稿でその

解釈について、各方面でさらに研究する必要があると考えたもので

ある。（注1）

2 日本的経営から国際的会計慣行へ

これまでの日本企業では、終身雇用、年功序列賃金体系が定着し

ていたのであるが、その日本的経営が、転換期を迎えることになっ

たのは、開放経済の進展に伴う国際競争力の強化の必要性と、長期

にわたる日本の不況に負うところが大きい。日本企業の会計面にお

いても、このような日本的経営の急速な転換に影響されるところが

大いにあり、今回の新会社法においても、国際会計基準

（International Accounting Standard―IAS）を取り入れて、日本の会社

においても国際的会計慣行を十分に取り入れる端緒とすることが、

開放経済体制に即応できるものと考えられたものであろう。

ここに至って、日本企業もさらにIAS（国際会計基準）の研究に深

くかかわることとなり、国際化の試練をここでも経験することにな

った。（注2）

新会社法によれば、会社の会計は、「一般に公正妥当と認められる

企業会計の慣行に従うものとする」ことになった。これはこれまで
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の立法の流れからすれば、『企業会計原則』に従うものとする、と定

めるべきものである。しかしIASの基準が定められている今日では、

日本の『企業会計原則』そのものでは狭い規定となるため、広く企

業会計慣行と定めたものと解される。IASの基準も、公正妥当と認め

られる企業会計慣行のひとつである、と考えられるからである。国

際化の流れを意識し、これに乗り遅れないように大筋で沿うように

しやすくした会社法の新規定であると読める。

「企業会計原則」とIASの関係は必ずしも明らかではないが、日本

ではすでに「企業会計原則」自体をIASと調整するために、企業会計

審議会の意見書（新会計基準という）がいくつか公表されており、

その受入態勢はできあがっていると思われる。（注2）そこで、商法も税

法も新会計基準とみなされるこの企業会計審議会の意見書に沿って、

いくつかの改正が行われた。（注3）日本公認会計士協会もこの新会計基

準に沿った実務指針を公表している。平成16年現在の証券取引法上

の公認会計士監査では、事実上、この新会計基準が活用されている

から、IASは証券取引上の監査では、会計監査の基準とされている一

面が見られる。

3 昭和37年の商法計算規定の改正と『企業会
計原則』

これより先、昭和37年の商法計算規定の改正は、当時の『企業会

計原則』の方向に沿って行われた。ここでは、会計処理の原則およ

び手続きについては①流動資産の評価は、明治以来の商法の時価以

下主義を改めて、原価主義とし、②固定資産はその減価償却の強制

に踏み切り、③営業権の資産計上を認め、④繰延資産を限定的なが

ら拡大し、⑤引当金の計上を広く認めた。また、⑥計算書類の表示

については、「株式会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書に
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関する規則」（計算書類規則）を法務省令で新しく定めて、株式会社

の計算書類を『企業会計原則に』にそろえる方向で法令整備が行わ

れた。（注4）

その際、商法の計算規定では、『企業会計原則』の中で、法律的に

取り入れることが適当でないと考えられる事項（たとえば臨時巨額

の損失の繰延べ、繰延資産の無制限の容認、継続性の原則の明記、

税効果会計等）については、これを商法に取り入れなかった。そこ

で、その直後に『企業会計原則』のほうが,立法の指針という高い地

位を放棄して、商法の計算規定に全面的にそろえる方向で修正され

たので、新しい「企業会計原則」は、商法の計算規定とおおむね一

致することになった。ここに商法と会計原則の一致がおおむね図ら

れて、会計原則の商法における法令化の一歩が踏み出されたといえ

よう。この時点から修正された｢企業会計原則｣は、理想的な立法の

指針から、現実的な実務の道標に性格が変わったのである。

4 昭和49年の監査制度の改正に関する商法改
正

その後、昭和49年の商法改正で公認会計士の監査制度を商法にも

導入することになり、それまで証券取引法で株式の公開会社にのみ

義務づけられていた公認会計士の監査を強化し実効性のあるものと

するために、商法でも義務づけることとなり、資本金5億円以上また

は負債200億円以上の株式会社（大会社）に会計監査人という名称で、

公認会計士（または監査法人）の会計監査を大会社に義務づけるこ

とになった。

それ以前は、公認会計士の監査は、証券取引法では、株式の公開

会社に限定してその財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に照らして、適正かどうかの監査証明をすべき会計監査
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とされていた。大蔵省証券局長通達で、一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準とは、おおむね企業会計審議会の公表している

『企業会計原則』『監査基準』『監査実施準則』等をさすものという行

政指導を行い、また税法の定める限度で、計上している費用・収益

については一般に公正妥当と認められる会計基準として取り扱うこ

とができる、という行政指導も行われていた。このように証券取引

法では、『企業会計原則』等が公認会計士の監査の基準として取り扱

われていたから（注5）、商法で大会社に公認会計士の監査を義務づける

ものとすることになれば、商法の計算規定と「企業会計原則」等と

をさらに調整する必要があるとされた。

そこでは「企業会計原則」はそのままとし、昭和56年には商法の

計算規定のほうが再度若干の改正を受け、商法上の引当金について

その範囲が縮小されて、その営業年度の費用または損失とすること

を相当とする額に限り計上できることとされた。（注6）

また「企業会計原則」を監査の基準とする点については、商法総

則32条2項に、「商業帳簿の作成に関する規定の解釈については公正

なる会計慣行を斟酌すべし」という一条を新設して、両者の調整を

図ることとされた。（注7）

このような両者の調整は、なお不充分であったため、解釈論が分

かれた。筆者はこのままでは、「企業会計原則」そのものが法令と同

等のものになったとは解されず、公正な会計原則、公正な会計慣行

というものであっても「企業会計原則」に明記されていないものが

数多く存在する事態を重視すると、商法32条2項のほうが広義であり、

「企業会計原則」に沿ったものが適法であるとしても、それ以外にも

適法な会計処理の原則や手続・表示があると考えた。（注8）

とくに継続性の原則については、「企業会計原則」が重視するが、

そもそも会計処理の原則や手続として｢企業会計原則｣上で適正と認

められるものが複数あって、企業がその一つを選択した場合に、そ
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の他の選択されなかった残りのものが全部違法である、と断定する

結果になってしまう点が、法律的観点から理解され難かった。継続

性の原則について、「企業会計原則」注解3では、継続性が要請され

るのは財務諸表の比較可能性が失われる点を懸念しているためであ

る、としているのであるが、そうであれば、計算書類に注記をおこ

なうこととして、継続性を変更した場合の影響額等を外部に示せば

足りることであり、継続性を変更したことにより、計算書類全体を

違法呼ばわりすることも行き過ぎであると思われる。（注9）

「企業会計原則」において、妥当なものであるとしても直ちに違

法とすることまでを要求していない事項であれば、これを法令で決

算の基準として、それに反した企業を違法な決算を行ったものとし

て取り扱い処罰するのも、行き過ぎであり、再考を要する点である。

この点は監査役の業務監査において、取締役の職務執行が違法では

ないが妥当性を欠く、という場合に、監査役が監査報告書で指摘す

べき義務があるかどうか、という問題と類似する。筆者は、この点

について、監査役の業務監査が妥当性に及ぶのは、法令で妥当性を

監査するように監査役に義務づけている事項に限り、原則として監

査役の業務監査は違法性監査にとどまると考えている。（注10）会計監

査においても、このような考え方に立って違法性の監査に限られる

と解されるから、「企業会計原則」そのものに反しているからといっ

て、そのほかに公正な会計慣行が存在しており、企業がそれによっ

ている場合は、適法であると解するのである。

5 国際会計基準の登場と商法の計算規定の改
正

平成14年の商法改正においては、IASに沿って、商法の計算規定は

若干の改正を受けて、流動資産のうち、金銭債権、株式、社債で相
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場のあるものは時価主義によることができる道をも開いた。

これより先、税法はIASを一部取り入れて、流動資産の時価主義に

よることをも認め、また商法による確定決算に基づく税務申告の原

則を崩し、税法は商法と切り離して、独自の決算を取り入れること

としたために、税務貸借対照表が生まれ出ることになった。（注11）

このため商法の決算と税務申告書の間に乖離が生まれ出ることと

なったので、商法と証券取引法では、税効果会計の採用に踏み切ら

ざるを得なくなり、計算書類規則ならびに財務諸表規則において、

繰延税金の計上個所を定めるに至った。確定決算の原則を税法が一

部分ながら放棄したことは、少なからず日本企業に打撃を与え、監

査上も問題を惹起しており、株主投資家および債権者を惑わせる結

果になっている。このため速やかに確定決算の原則を税法が再び採

用して、商法と税法との乖離をなくする必要があると思われる。（注12）

なお平成14年の改正商法は、計算規定について、法務省令に全面

的にゆだねるに至ったので、商法の計算規定の大半は削除されて、

商法施行規則に幅広くゆだねられた。この省令化により会計慣行の

変化にすばやく対応できるメリットがあり、またIASの変更があって

も、省令の改正には国会の議決を要しないので、すばやく省令で対

処できるメリットが出てきたといえる。これにより新しく商法施行

規則が制定されて、従来の商法の計算規定はそっくりそのまま商法

施行規則に移された．反面、新たな問題点（たとえば官庁による企

業の決算統制が容易になったり、租税法律主義が徴税当局によって

犯されやすくなったり、脱税犯則が罪刑法定主義に反しやすくなっ

たりする等）も惹起されるに至った。（注13）このような省令委任立法

の形式は、新会社法でも引き継がれて今日に至っている。
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6 商法と税法の乖離

IASにいくつかの新しい会計基準が織り込まれているが、そのうち

税収が増加する結果になる事項について、日本の税法では平成10年

以降、これを順次取り入れた。たとえば①長期工事については、工

事完成基準を認めず、工事進行基準によるべきものとし②従業員給

付の債務は引当金計上を認めず支払い時の損金とすることになり、

このために退職給与引当金や賞与引当金の損金計上を認めず③営業

権の償却期間を5年均等償却とし、5年以内の均等額以上の償却とす

る商法と異にし④新しくデリバテブ（金融派生商品）について決算

期末の時価評価を認め⑤時価相場のある資産について時価による評

価益の計上を認め⑥貸倒引当金の一定率計上を廃止し、金銭債権の

取立て不能見込み額の計算は、債権ごとの個別判定方式あるいは経

験率による計上方式によることになった。（注14）

IASに定められている連結決算については、証券取引法がいち早く

取り入れたが、商法は商法施行規則の制定時に連結決算を大会社に

義務づけた。（注15）税法はこれより遅れて採用し、連結納税を選択性

として、連結納税を選択した企業には付加税を2％課すこととして税

収減を回避した。財政難の折から、このような税法の改正は、増税

志向から進められた傾向にある。商法で大会社に連結決算を義務付

け、その連結対象を持ち株比率50％超の子会社としたのにたのにた

いして、税法は、完全子会社という高い持ち株比率の子会社にのみ

連結決算を認めて、その連結対象を絞ったので、ここでも商法と税

法の乖離が起こった。

なお商法は平成14年の改正で、前述のごとく時価評価を相場のあ

る金銭債権・株式・社債について選択できることとしたので、ここ

では商法と税法との両法の乖離を避ける道が、若干ながら開かれて

いる。
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このような商法と税法の計算基準の乖離から、それを調整するた

めにIASの税効果会計の導入が必要となり、前述のごとく商法と証券

取引法は、繰延税金資産と繰延税金負債を、それぞれ貸借対照表の

資産の部、負債の部に計上する道をそれぞれの省令で定め、これら

の調整金額を損益計算書の繰延税金調整額として当期損益の次に計

上することとされた。

税効果会計の採用で、繰延税金資産あるいは繰延税金負債が計上

されるケースは、以上のような商法と税法との資産・負債の計上基

準の乖離のみならず､金銭債権の貸し倒れ認定の税務実務上での取り

扱い、役員賞与や過大役員報酬の損金不算入、連結対象範囲の違い、

租税措置法の特例措置、繰越欠損の繰り戻し・繰り越し等々多岐に

上り、また繰延税金の計上金額が巨額になるケースもあって、問題

は続出している。

すなわち、税効果会計で計算書類を作成する企業にとって実務的

に負担となり、その計上金額によってはこれが企業の実体を示すも

のなのかどうかを、いぶかしく思う性質も繰延べ税金そのものにあ

り、株主投資家、債権者にとっても理解しがたいものとなってしま

い、理論的過ぎる計算書類は、かえってわかり難いものを開示した

結果になっている。現実に、実務上では、繰延税金資産が巨額にな

り、その結果自己資本に占める繰延税金資産の比重が高くなりすぎ

ているのではないかと懸念されており、一定の制限を課すべきであ

るという考え方も出ているほどである。証券取引法では、金融庁が

平成18年度から繰延べ税金資産の自己資本に占める割合の上限を

40％に制限し、以後この制限を10ポイントずつ引き下げていく行政

指導を考えていると報ぜられている。（注16）

新会社法では、このような諸問題を真正面から解決することなく、

あるいは自然に解決することを求めたのであろうか、冒頭のごとく

「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」旨
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の一条を新設するにとどまった。

7 一般に公正妥当と認められるとは

新会社法の｢一般に公正妥当と認められる｣とは、誰がどのように

して認めるのか、という認める主体と認め方という点がまず問題と

なるが、①国会で議決して法律となれば、最も明確な認め方になる。

②今回の新会社法のように会社の計算について省令に委任する、と

いう方法も明確である。それ以外には、いわゆる公正な会計基準が

あれば、それらも認められることになろうが、会計基準はいろいろ

とあり、いずれが公正妥当と認められたものかが問われる。

まず③従来の政府の企業会計審議会で定められた会計基準は、こ

こでの一般に認められたものという定めに適合するものであろう。

企業会計審議会以外に④民間の企業会計基準機構で採択される場合

はどうか、というと、企業会計基準機構の生い立ち構成から見て、

これに優れた組織はそれほど見当たらないから、その機構中の企業

会計基準委員会が構成されて、そこで定められる会計基準なるもの

も、一般に公正妥当と認められるものとなろう。

それ以外に、⑤各業種を所管する省庁の定める会計に関する省

令・通達、⑥税法およびその政令・省令・通達等も、一般に公正妥

当と認められるものとなろう。⑦日本公認会計士協会や国際会計委

員会が発表する会計基準や実務指針というもの、⑧日本経団連や全

国銀行協会連合会、日本証券業協会、民営鉄道協会、生命保険協会、

造船工業会、日本建設業団体連合会、電気事業連合会、日本ガス協

会、日本電機工業会、日本自動車工業会、日本紡績協会、日本貿易

会、日本百貨店協会、日本チエンストア協会、日本損害保険協会、

日本鉱業協会、セメント協会、石油連盟、日本鉄鋼連盟、日本製紙

連合会、日本船主協会、日本倉庫協会、ビール協会、不動産協会、
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日本油脂協会、日本ゴム工業会、日本食品添加物協会、日本化学工

業協会、日本アルミニウム連盟、通信機械工業会、板ガラス協会、

石油工業連盟、日本化学繊維協会、日本乳製品協会等々の経済団体

あるいは監査役協会、日本内部監査協会、産業経理協会、商亊法務

研究会等が示す経理方針、基準、雛型あるいは実務指針も、一般に

公正妥当と認められるであろう。

さらに⑨会計研究学会や私法学会というような学会で公認された

会計基準があれば、これも一般に認められた会計基準といえよう。

⑩裁判例で採用された会計基準、⑪地方自治体の行政指導で用いら

れた会計基準も、同様に一般に認められたものといえよう。

以上の例のように会計基準の採用主体が権威あるもの、公的な性

格のあるもの、広く社会から受け入れられるもの等であれば、一般

に認められるという要件に適合すると思われる。

8 公正妥当な会計慣行とは

公正妥当というのは、英米法のGENERALLY ACCEPTTED

ACCOUNTTING PRINCIPLEを日本語に翻訳する際に、訳者が付け加

えた嫌いのある語句であって、単に一般に受け入れられているもの

であれば、会計基準として是認される、という程度であるから、公

正妥当という用語は、その翻訳からは一見、日本特有なものと考え

られる。したがって、広く受け入れられておれば、公正妥当と考え

るという程度のものであろう。公正ではあるが妥当ではないとか、

公正ではないが妥当である、というような概念は考えられなくはな

いが、ここでは広く受け入れられておれば、そのまま公正妥当とす

るわけである。

国際的に見ても公正妥当な会計基準というものは、国々によって

制定の仕方は異なるが、それぞれ会計基準が備えられている。（注17）
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大きな流れは、英米法の流れと、欧州大陸法の流れとの二つに分

けられる。日本の｢企業会計原則｣は、英米法の流れに沿ったもので

あることは、日本の証券取引法がアメリカの証券法、証券取引所法

の直輸入であることからも明らかである。日本で最初に｢企業会計原

則｣を法令で採用したのは、証券取引法であるからである。しかしア

メリカの｢企業会計原則｣が政府によるものではなく、民間の企業会

計基準審議会（FASB）によって改廃されているところが、判例法の

国柄によるところであり、日本の官製の企業会計審議会制定の｢企業

会計原則｣と異なる点である。

今回、日本でも民間の企業会計基準機構が発足して、形式的にも

アメリカを追随する格好になった点は特筆されるべきであろう。日

本でも、官から民へという流れを見ることができる。

一方、フランスを頂点とする諸国では、フランスの企業会計原則

（Plans Comptable General）を見習っており、この流れでは、政府の法

令によって会計基準を裏打ちしている国が多い。法令主導の会計規

制が実施されてきたのは、フランス、スペイン、ベルギー、スイス、

ポルトガルならびにそれらの国を盟主としてきた国々である。（注18）

ドイツは、法令で規制する企業会計である点はフランスと同様で

あるが、その計算規定は、商法ならびに商法の委任する規則による

ことは同様であるにしても、計算書類の表示形式は、ドイツ経団連

（BUNDES DEUTICHE INDUSTRIE）が、計算書類雛型（コンテ

ン・ラーメン　INDUSTRIEKONTENRAHMEN）を公表しており、こ

の限りでは民間主導も見られる。（注17）EUの統一指令でも、IASにつ

いて配慮しているが、EU独自の基準も備えており、今後の調整が待

たれる。

日本では、経団連が昭和37年の商法計算規定の改正と計算書類規

則の創設に際して、「新商法下の企業の経理方針」と計算書類の雛型

を公表し、経団連傘下の大会社は、株主総会用の貸借対照表や損益
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計算書を、経団連雛型によって作成するようになって今日に至って

いる。（注19）ここに日独の偶然の一致が見られるが、それは日本商法

が欧州大陸法の承継であり、商法が｢企業会計原則｣をそのままでは

法令として認めなかった結果である、といえよう。その後も経団連

は商法の改正の度ごと改定し、雛型も営業報告書や付属明細書にま

で拡大している。最近は平成14年の商法施行規則の制定に際しても

各種書類の雛型を公表し続けているので、日本の大会社における商

法上の計算書類は、ほぼこれによっていると言えよう。（注20）これに

より新会社法の一般に公正妥当と認められる企業会計慣行として、

これらの雛型が成立していると見られる。

社会主義国としてソ連、ベトナム（注21）は、フランスの影響を受け

ているが、国家財政の支えとしての企業である、ということであろ

うか、税法で会計の骨格を定めており、ロシアになってもその点を

継承している。日本でも法人税法による納税申告は税法によること

としており、前述のごとく、現在では商法による確定決算の原則を

税法が崩したため、税法の影響が企業の決算書に色濃く出ている。

この点では、社会主義国なみと思われる点もある。日本の会計慣行

は、法令により形成されているところが大きいと思われるが、とく

に税法の強行法規性が前面に出ており、｢企業会計原則｣や商法の計

算規定は影が薄くなっている一面があることも、注視されるべきで

あろう。（注22）

9 国際的な会計基準の調和化、統一化へ

IASが公認会計士の国際的組織である国際会計基準委員会（IASC）

で、勘定科目ごとに作成され続けられていたが、これがIASC発足の

20数年後に、各国の証券監視当局で是認される方向となって、にわ

かに脚光を浴びるところとなった。当初IASは各国会計基準の調和
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化・国際化であったが、現在では会計基準の統一化・グローバル化

の方向に進んでいる。なお、国際会計委員会は、その後、国際会計

基準審議機構（IASB）に組織換えして、日本公認会計士協会もその

理事国に加わっている。

その流れは、英米法の投資家保護か大陸法の債権者保護かという

基本的な違いを乗り越えていくところにある、と思われる。英米法

は、真実かつ公正な外観（TRUE AND FAIR VIEW）の原則を重視し、

投資家保護の観点から、財務諸表の調和化、統一化へと向かうこと

になる。

これにたいして、大陸法は実体的真実を重んじ、各国の特色を維

持しようとする。そこでは、比較可能性が残されていることを条件

として、選択肢を多く認めてでも企業の実体を示しやすくするもの

であれば是とするのであるが、英米法は投資家の保護を優先して、

財務諸表の比較に容易なように、多少の実体的真実と異なる点があ

っても表示を統一して我慢する、という違いがあると思われる。

このため英米法は外観を揃えようとする。最近のIASは、英米法の流

れに沿っているように思われる。

日本の商法はこれまで、欧州大陸法の流れを受けており、会計基

準についても、法令による規制の裏打ちを重視してきたが、証券取

引法は前述のごとく英米法の流れで、「一般に認められる公正妥当な

企業会計の原則」によることになっている。そのほかに税法が独自

の損金算入項目を定め、強力な税務調査による否認権の発動を行う

ため、企業会計に及ぼす影響の大きさも、日本では見逃せない。日

本では、このような3つの法制に立っている点を捉えて、トライアン

グルの会計制度であるという向きもあるが、それほどの深い意味は

なくて、たまたま所管官庁が三つあったから、その調整が遅れた、

という結果に他ならない。（注23）

新会社法で｢会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業会計の
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慣行に従うものとする｣と定めたのは、このような日本的法制の混乱

を収斂するものであって、いずれの方向を日本が取るのかは、企業

の新会社法下で採用する会計慣行の醸成を見極めようとするもので

あろう。したがって、当分の間は、英米法の流れも、大陸法の流れ

も、いずれも是認して、その会計慣行の熟成によって、新会社法の

条文の解釈はやがて定まる、と解するのが適当であると考える。

そこで、前述のごとく第一に、法令によって定まっている点は、

当然に公正妥当であり、第二に、法令の解釈に委ねられる点は、各

種の雛型が民間から出されているものも一定の範囲にとどまるもの

は公正妥当であり、第三に、国際的な会計基準も公正妥当である、

と解することになろう。

そこで第一の法令によるものといっても、新会社法およびその省

令（会社法施行規則等）、各種業法およびその省令、証券取引法およ

びその省令（財務諸表規則等）、法人税法およびその政省令（法人税

法施行令等）ならびにその解釈通達が数多く出されていて、それら

が役所の縦割り行政で解釈、取り扱いが分かれており、何れが他を

凌駕するかは今後予断を許さない。

第二の民間の各種の会計書類の雛型といっても、それほど多く公

表されているわけではないので、各業種ごとの特性のあるものはそ

の業種ごとの特性により、その他は前述の経団連雛型などによるこ

とになろう。

第三のIASなどの国際的会計基準は、ある意味では各国で立法する

際の指針という性格もあるが、ドイツのようにとりあえず商法でIAS

を採用できるように処置しておき、国際的な会計慣行の動向で将来

の方向を決する、ということになろう。その意味では、日本の新会

社法が、一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとする、

と定めたのは賢明であったといえよう。

結論的には、当面、広く第一から第三まで、解釈上で是認される
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ことになると考えているが、その収斂された結果が、将来は一般に

認められた公正妥当な会計慣行となるはずである。その後も、企業

会計慣行は、その時期、業態、企業規模、業績等々によって、時々

刻々変化し続けるものである。

具体的には、商法上の計算書類は、新会社法では株主総会へは報

告事項とされ、取締役の決定事項となる方向であり、そのチェック

は、大会社においては公認会計士の監査、監査役の監査（委員会設

置会社では監査委員会の監査）に委ねられる。証券取引法の監査は、

以上のような調整により、新会社法が一般に認められる公正妥当な

企業会計の慣行に従うものとする、こととしたために、商法監査を

包含するところとなった。商法よりも証券取引法を大会社は注目す

るところとなろう。そうであれば、企業の決算では、新会計基準が

重要視され、IASも重視されよう。

問題は税法であるが、税効果会計の採用によって、商法・証券取

引法と切り離された税務申告となって、世の中には税務貸借対照表

も別にある、ということで割り切ることになろう。しかし税法も課

税所得について、①損金算入、損金不算入、益金算入、益金不算入

に関して、それぞれ独自の規定を設けている部分があり、これら独

自の規定については企業会計原則によらないこととし、②税法に独

自の所得算定に関する明文の規定のない部分については、一般に公

正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする

旨を、法人税法22条に定めている。そこで税法独自の規定のない部

分については、その限りで、新会社法の定める一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従って、税務上の是否認を行うことにな

る。この意味である程度の税法と新会社法の規定との調整が図られ

たことになり、新会社法の431条および614条は、重要性を帯びてく

ることになる。
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10 まとめ

新会社法が、株式会社については431条で、持分会社については

614条でそれぞれ、「会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業

会計の慣行に従うものとする」と定めたのは、株式会社と持分会社

との両者に、異なる会計原則を適用しようとする意図であるのかど

うか、疑問である。持分会社が、中小企業であることが多いので、

中小企業会計原則案を日本税理士連合会等が検討して、公表の運び

になっているが、これが大会社の会計原則と異なる点があれば、新

会社法の条文で区分けした意味が出るというものである。しかし両

条文で全く同じ語句を用いているのに対して、異なる会計原則であ

る、と条文の解釈上で主張するのも困難であろう。株式会社にも中

小企業は数多く存在しており、会社の種類が異なる、ということの

みでは適用する会計基準が異なる、ということにはならず、会社の

規模、業種、業態によっても会計基準が異り、したがって会計慣行

も異なって醸成されることも多かろう。

いずれにしても、新会社法の会計基準は、今後の会計慣行の醸成

に待つ、というのが妥当な解釈であろう。会計基準は、前述のごと

く、国の内外に数多く存在し、幅広く捉えられるものであり、何れ

も公正妥当なものであれば広く各企業によって、あるいは各業種、

業態、企業規模によって採用されるものが異なることであろうから、

一本の線で規制することには無理がある。大空に漂う雲の帯が不連

続線に沿って、広大な宇宙から見れば一本の線に見えようが、その

雲の中身は色々とあっても、全体としては一本の不連続線として巨

視的に捉えられる。このような、雲の帯に似たようなものが会計基

準というものの性格であり、その中から各企業や各業種が多く選択

したものが会計慣行となるのである。新会社法では、一般に認めら

れれば公正妥当と考え、これが慣行となっているものを探して、各
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会社がこれに従えば足りる旨を定めるにとどめたものに他ならない。

したがって、公認会計士の監査においても、監査役の監査におい

ても、監査委員会の監査においても、あるいは内部監査においても、

会社の会計が、このような幅のある会計基準に適合しており、かつ

これが広く普及しておれば、その企業会計は一般に公正妥当と認め

られる会計慣行に従っている、という監査意見を表明すれば足りる。

この点に配慮して新会社法は、公正会計慣行の条文を新設したが、

決して一本の会計基準のみによらねばならないとする道をとらず、

他の会計基準を排除するものではないとするため、「従うものとする」

と定めて、「遵守すべきである」という厳しい定め方をしなかったの

である。

新会社法は、会社の会計基準というものについては、いわば一神

教でなく、多神教であるとでも解すべきものであろう。そもそも会

計は、幅の広い概念であって、その定められる会計の公準にも、

種々の会計処理の原則や手続きがあり、その表示の仕方もいろいろ

とあって、世の中で会計原則といわれるものも、それらをいずれも

適正としているものである。現実に企業がそのうちのどれを選択す

るかも自由であって、そのいずれを選択するかによって、決算数値

は大きく変動するのであるが、それを一点とか一線で一字一句を捉

えることなく、また一面で捉えることもせず、立体的に捉えるべき

ものであるから、まさに動態的である。さらに企業の実体は時事

刻々変化し続けるものであるから、決算期に無理に人為的に区切っ

て外部に表示するのは、まさにある時点の一瞬を人為的側面を示す

に過ぎないと考えられる。このような動態的な企業会計を、一法律

の一条とか一政省令の一条で規制しきれるものではないので、新会

社法のように、公正妥当な会計慣行に従うものとする、という幅の

ある規定とせざるを得なかったのである。このような考え方に立て

ば、今後に醸成される企業会計慣行は、新会社法では、すべて公正
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妥当である限り認められることになろう。（注24）

（注 1）居林次雄「商法の計算規定の諸問題」田中誠二先生追悼論文

集『企業の社会的役割と商事法』 383頁以下

（注 2）居林次雄「商法の計算規定と國際会計基準との調和」東亜法

学2号106頁以下

（注 3）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 4）居林次雄『株式会社の決算』42頁以下

（注 5）佐藤孝一・中瀬宏道・安井誠・浅地芳年・居林次雄『解説新

監査基準・準則』31頁以下

（注 6）堀口亘『新会社法概論』300頁

（注 7）味村治『経理処理』121頁、河本一郎・大武泰南『証券取引

法読本』26頁、72頁

（注 8）番場嘉一郎、江村稔、居林次雄『新しい決算と監査』37頁、

38頁、居林次雄『新商法下における株式会社の経営・決算・

監査』135頁、

（注 9）居林次雄『商法会計法』21頁、居林次雄『改正商法による会

社経理』66頁以下、居林前掲注7、54頁

（注10）居林次雄前掲注2、27頁以下、居林次雄『新商法と監査制度』

76頁、163頁、

（注11）居林次雄「商法290条の配当可能利益と繰り延べ税金資産」

帝京法学23巻1号1頁以下

（注12）居林次雄『会社法入門講座』229頁

（注13）居林次雄『税法読本』26頁以下

（注14）居林次雄『連結財務諸表入門』（日経文庫）に連結財務諸表

原則の基本的解説がある。

（注15）日本経済新聞平成17年8月25日
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（注16）野村健太郎編著『プラン・コンタブルブルの国際比較』にフ

ランス系諸国の企業会計原則の比較が詳しく述べられてい

る。

（注17）藤井秀樹「フランス会計制度とプラン・コンタブル」前掲注

16 野村編著231頁以下

（注18）森美智代「ドイツのコンテンラーメン」前掲注16 野村編著

45頁以下

（注19）居林前掲注4、55頁以下

（注20）居林前掲注7、229頁

（注21）斎藤久美子「ロシアのプラン・コンタブル」前掲注16 野村

編著96頁以下、大下勇二「ベトナムのプラン・コンタブル」

前掲注16 野村編著179頁以下

（注22）居林次雄「改正商法と税務会計」税務会計学会報告、平成16

年度、第一論題報告―改正商法と税務会計の総合的検討1頁

以下

（注23）居林次雄「商法・税法・証券取引法における企業の決算法制」

帝京法学23巻2号35頁

（注24）新会社法については、居林次雄「会社法入門講座」参照

「追記」

本稿脱稿後、平成18年2月に、会社法施行規則他、8本の法務省令

が公布され、平成18年5月から施行されることになった。

株主総会等に関する法務省令、

株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令、

株式会社の監査に関する法務省令、

株式会社の計算に関する法務省令、

株式会社の特別清算に関する法務省令、

持分会社に関する法務省令、
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組織再編行為に関する法務省令、

電子公告に関する法務省令、

である。

このうちで特に、本稿に関係の深いのは、計算に関する法務省令

である。従来の商法施行規則をほぼ踏襲しているのであるが、新会

社法が会社の計算について全面的に法務省令に委任したので、それ

を受けての省令である。

特色は、本稿の「一般に公正妥当と認められる会計慣行」を省令

化したものであるといえるが、①株式の公開会社、大会社について

は、証券取引法の財務諸表と軌を一にすることとしており、いわゆ

る大会社は、商法と証券取引法との2重の異なった決算をせずに一本

の決算で済むという、いわゆる単一性の原則に適う第一歩を打ち出

したといえる。この点は高く評価される。

②市場価格のある資産の評価について、時価主義を取り入れて、

国際会計基準を取り入れやすくしていること、負債の評価の規定が

これまでなかったが、「債務額を付さねばならない」旨の原則規定が

新設されたこと、

③引当金について退職給付引当金と返品調整引当金とを例示とし

て定め、「将来の費用または損失（収益の控除を含む）の発生に備え

て、その合理的な見積もり額のうち当該事業年度の負担に属する金

額を費用または損失として繰り入れることにより計上すべき引当金

（株主に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含

む）」という引当金の定義を新設したこと、

④営業権（のれん）について計上できることとして、特に承継の

れんに限定しなかったこと、繰延資産について、「計上することが適

当であると認められるもの」という広義の規定に改めたこと、

⑤株式の発行あるいは自己株式の取得、処分に際して、資本金、

資本剰余金、利益剰余金への繰入額は、時価発行を前提として、発
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行価格の全額が資本金となるのが原則であるが、会社が資本剰余金

または利益剰余金に繰り入れると予め決定していた分は、それぞれ

の剰余金に組み入れられることができること、

⑥取締役の任期を1年とするなど一定の要件に適う株式会社につい

ては、期中配当を取締役会のみの決議で随時、臨時計算書類を確定

し、その計上される剰余金の範囲内で、株主に年何回でも配当でき

ることとされたため、その臨時計算書類の定めを置いたこと、計算

書類から営業報告書を除いたこと、株主資本等変動計算書を新設し

たこと、

⑦注記表を新設して、計算書類の注記を一括して表示するように

したこと、この場合、重要な会計方針（会計処理の原則や手続き）、

あるいは表示を変更したときは、その旨と変更の理由及び影響額を

注記しなければならないこと。しかし継続性の原則に照らして、こ

れらの変更を違法とするところまでは規定していない。それは、計

算書類の比較可能性が保たれていれば、あえて変更自体を違法視す

る必要がないと解されるからである。

⑧配当可能限度額の計算に当たっては、のれんや繰延資産の合計

額が、資本金と法定準備金合計額を超過する分を計算し、その超過

額の2分の1は、配当可能利益から差し引くように定めた点が、目新

しい。のれんや繰延資産に限定をつけず広く計上できるとした代わ

りに、配当可能利益に制限をつける、という政治的妥協案である。

なお、配当した残額の純資産額が300万円以上でなければならない、

という新規定も設けられている。

これらの法務省令に定められている点は、公正妥当な会計慣行を

収斂したものと解される。
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