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第48回公益法人の会計に関する研究会 

 

  日 時：令和３年９月９日（木）15：00～16：25 

        場 所：Web会議 

 

【出席者】 

（参与）高山座長、金子主査、大立目参与、中田参与 

（オブザーバー）小森委員、小林委員、黒田委員 

（専門員）松前専門員 

（事務局）北原局長、竹中次長、その他事務局 

 

 

【議事次第】 

１．ヒアリング 

・公益財団法人 公益法人協会 

・会田一雄 慶應義塾大学名誉教授 
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○高山座長 それでは、定刻を少し過ぎましたが、ただいまから第48回「公益法人の会計

に関する研究会」を開会いたします。 

 本日も新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、ウェブ会議での開催といたします。 

 本日の出席状況について御報告いたします。本日、梶川座長代理と安藤委員が御欠席で

す。 

 次に、事務局から異動について報告をさせていただきます。 

○竹中次長 公益認定等委員会事務局に異動がありましたので、御報告いたします。 

 まず、事務局次長として、私、竹中が着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 また、総務課長の小林が転出し、泉が後任に着任しております。 

 また、黒野課長補佐が政策企画調査官として着任しております。 

 事務局からは以上です。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事について御説明いたします。 

 本日は、公益法人と学識研究者からのヒアリングとなります。 

 初めに、公益法人からのヒアリングです。ヒアリングの流れですが、まず、ヒアリング

対象の法人から15～20分程度で御発言をいただき、その後、10～15分程度質疑応答を行い

たいと思っております。 

 それでは、ヒアリングに入ります。前回の研究会では、公益法人については、大規模法

人及び中小規模法人からヒアリングを行うこととなりました。 

 今回は、中小規模法人の意見を聞くことについて、公益法人協会様の雨宮理事長、鈴木

副理事長からヒアリングを行いたいと思います。 

 雨宮理事長、鈴木副理事長におかれましては、大変お忙しい中、会計研究会に御出席い

ただき、誠にありがとうございます。 

 御発言に当たりまして、当会計研究会において検討している令和２年度会計研究会報告

などにおいて記載された活動計算書の論点について、御認識や御意見をお願いいたします。

時間は15～20分程度でお願いいたします。公益法人協会様からは事前に資料１を提出いた

だいておりますので、併せて御覧いただければと思います。 

 それでは、早速ですが、よろしくお願いいたします。 

○雨宮理事長 公益法人協会の理事長の雨宮でございます。 

 平成25年７月の会計研究会発足以来、関係者の皆様には、真摯な議論あるいは検討を御

継続いただいていることに心から敬意を表させていただきます。 

 また、本日は、貴研究会での御検討事項について、ヒアリングを開催していただきまし

て、感謝申し上げます。 

 公益法人協会の基本的な考え方としては、公益活動の資金は広い意味の寄附者あるいは

出捐者のものであり、その人たちの意思が最優先されるべきであり、会計もそれを表示す
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るものであるべきこと、また、公益法人は事務職員も少ない小規模法人も多いことから、

会計はシンプルであるべきこと、また、当該法人法制との関連性を重視する財務諸表作成

者の立場からは、御提案の活動計算書への改正は現行の実務には大きな影響を与えること

となりますので、その検討に当たっては、改正する趣旨・必要性並びに実際の扱い等を財

務諸表作成者に対して分かりやすく説明することが極めて重要であると考えます。 

 そちらからの問題について、（１）番の「公益法人の会計基準についての基本的な考え

方について」は、鈴木副理事長から説明をさせていただきます。 

○鈴木副理事長 鈴木でございます。 

 それでは、順番に従いまして、「（１）公益法人の会計基準についての基本的な考え方

について」というところから始めたいと思います。 

 既にペーパーを御用意して、共有していただいているということでございますが、これ

をそのまま読み上げますと、某国の総理大臣みたいになってしまいますので、私なりの言

葉で若干文言を変えることもあり得ますので、そのことについて、最初に御了解願えれば

と思います。 

 まず、（１）につきましては、２つの問題提起がございまして、活動計算書について分

かりやすく、作成も容易であるべきという考え方について、どう考えるかということ。 

 ２番目に、公益法人会計をはじめとする非営利法人会計の会計制度は、それぞれ別のも

のなのだけれども、利用者にとっては同じような、比較しやすいものがいいのではないか

というご下問かと思います。 

 まず、最初の問題についてでございます。そもそも、分かりやすく、作成も容易である

べきという考え方そのものには当然のことながら賛成です。ただ、どういうところに「分

かりにくさ」ないしは「作りにくさ」があるのかといった点、あるいはあったのかという

点について、まず明確にしていただくのが、議論そのもののスタート地点ではないかと考

えております。 

 事業報告とその内容を計数的に表す「活動計算書」によるディスクロージャーのための

ルールづくりが会計基準の重要な役割だと思っておりますので、そのためには、その法人

の活動をよく知りたい、ないしはサポートしたい人によく分かるものでなければ意味がな

いと思います。 

 したがって、分かりやすいことは第一ですが、作成者側に余計な事務負担がないことも、

当然作成者側のニーズとしてあることは言うまでもありません。 

 それから、２番目の問いについてでございます。会計基準についてはそれぞれ目的があ

りまして、他の非営利法人、NPOであるとか、社福であるとか、学校法人などと会計制度が

異なるのは、それぞれの事業が異なり従って会計基準の目的が異なるから、ある意味当然

だと考えております。また、とくに公益法人と他の非営利法人制度とは財源及び活動目的、

事業内容も異なるので、比較の有用性の観点というのは、会計基準の在り方を考える上で

は優先度が低いのではなかろうかと考えております。 
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 現行の公益法人会計基準につきましては、公益認定法における財務基準と密接に関係し

ており、それなりの意味があることから、単純に他の非営利組織の会計基準との比較とい

っても、おのずと限界があるのではなかろうかと考えております。 

 それから、２番目に、「（２）指定正味財産から一般正味財産への振替の会計処理につ

いて」でございます。 

 ここでも論点が２つございまして、一つは、振替処理というのは分かりにくいというこ

と。２番目に、これは参考の中に書かれていますが、「振替の問題点」が書かれているわ

けでございます。 

 まず、最初の振替の処理が分かりにくいということについてでございます。公益法人会

計基準の目的の一つが認定法の基準に準拠しているかどうかを把握することにあるとする

ならば、現行の指定から一般への振替は、収支相償と整合させるものであって、現在では

違和感は特にございません。 

 公益法人会計基準が施行されてから相当期間が経過しまして、日本公認会計士協会の実

務処理も示されているところでございますので、受け入れる際の寄附者の趣旨等を踏まえ、

適切に履行した結果を会計上示しているというふうに、この処理は行われていると考えて

おりますので、他の非営利法人では採用されていないという御指摘もあるようなのですが、

公益財団法人等の財務諸表作成者にとってはある程度定着した基準であり、分かりにくい

といった指摘は現時点では当たらないと考えてございます。 

 そして、「この処理がわかりにくい」という指摘は、そのことからだけでは様式改正を

行う理由には当たらないのではなかろうかということでございます。 

 なお、２番目に、参考の中に書かれております「振替の問題点」としまして、「公益目

的事業に使用すること」といった事業を特定しない制約でも、指定正味財産に該当するか

など、どの程度の制約があれば、指定正味財産として取り扱うことができるのか、明確な

基準が示されていない。このため、制約の具体的な範囲が明確にならないと、制約の解除

とそれに伴う一般正味財産への振替のタイミングと振替額を客観的に判断することが困難

と書かれていますが、これは指定正味財産について、ほかの世の中のどこでもそうなので

すが、特に法律解釈なんかについては、仮に曖昧であっても、それをどういうふうに解釈

するか、その意義は何かを議論する問題であって、一から十まで分かりやすいという処理

はないので、振替処理が分かりにくいというのはテクニカルな問題ではないのではなかろ

うかと考えております。 

 それから、３番目の「（３）指定正味財産について」でございます。 

 ここでも２つの問題提起がございまして、新しい概念として「指定純資産」というもの

を扱うことについてどう考えるかということと、さらにこれがガバナンスないしは自主性

の強化を後押しするものではないかという考え方についてどう考えるかということでござ

います。 

 最初の問題につきましては、まず、理事長が冒頭に申し上げたように、公益法人の場合
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は寄附者の意思を反映したというのが最大に尊重されるべきものであって、それと法人が

機関決定により使途を制約したものとを同質、並列に並べて考えるべきものではないと考

えています。寄附者等の意思により使途制限のあるものを指定正味財産として区分表示す

ることは、法人の受託者責任を明確にする趣旨と理解しておりまして、これに対して、法

人の意思の要件を加えて、さらにそれは拘束なのだがということで、「指定純資産」とい

う概念を持ち出して、「法人の機関決定により使途に制約を加えたもの」を新たな区分表

示とすることは、「正味財産の三区分性」という大きな概念変更となるかと思います。 

 表示の問題についてであれば、区分表示せずとも、注記表示等で足りる場合もあるので

はなかろうかということで、それが重要だと考える法人があれば、それを選択すればよい

ことであって、押しなべて適用することに対しては反対でございます。 

 それから、そもそも指定純資産というのはどのような定義なのかが不明でございまして、

現況の指定正味財産の定義を拡大するものなのか、それとも、純資産の部で拘束された財

産額を表現する新しい概念なのか、また認定法令上の観点からは、６号財産とか５号財産

とどういう関係があるのだということも整理しなければならないので、いずれにしろよく

分からないということかと思います。 

 それから、この指定純資産というものはガバナンスに寄与するかどうかということでご

ざいますが、公益法人のガバナンスとか、自主性の強化という問題については、経営全体

の大きな視点で考えるべき問題でありまして、法人の機関決定により使途に制約を加えた

ものを会計処理に反映させることは、一部分はガバナンスに役立つかもしれませんけれど

も、全く一部分ではないかと考えております。 

 さらに、新しい純資産の概念は、認定法との関係、会計システムの再構築、会計処理の

見直しなど、法人の大きな負担の割には、公益法人のガバナンス、自主性の強化に大きく

寄与するとは到底思えないところでございます。 

 要は、公益法人のガバナンスを後押しすることになるかどうかは、法人がどのような内

容と形式で純資産の概念の機関決定を行うかということによるものでございまして、機関

決定者が理事会、評議員会であれば、理事会、評議員会が十分その意味を理解して決定す

ることが前提になるかと思っております。 

 それから、「（４）事業費及び管理費の形態別分類の集約化と機能別分類について」で

ございます。 

 これにつきましては、現行法上、平成20年の施行から12年ほどがたって、実務でも広く

定着しております。新公益法人制度への移行当時、多くの法人は、形態別分類への変更、

勘定科目の検討・会計システムの導入で大変苦労しました。たしか、縦串とか横串という

説明がございまして、相当難しいことをやるのだなという印象を持っておりましたが、こ

の期に及んで、今度は強制的に機能別分類に戻すことに対しては、相当の抵抗感を覚える

ところでございます。もし、機能別分類を導入するのであれば、それは法人の任意とすべ

きだろうと思います。 
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 この問いの注のところで、事業費の割合の算定が制度上の要請としてあるので、機能別

分類としても従前の形態別分類が注記として残るということが書いてございますが、そう

いうことであれば、二重手間になるという話であって、こういうことであるとするならば、

多くの公益法人は負担の大きさに耐えられないということになるのではなかろうかと考え

ております。 

 それから、そもそもその費用が発生する実態とその使途は、現在の会計ソフトの設定や

勘定科目体系では明確な区分けはできません。確かに、事業単位やプロジェクト単位での

収支管理は、法人の事業管理や外部への説明上必要ですので、必要のある法人においては

各法人とも重要な業務として苦労して、それなりに工夫してまとめているかと思います。 

 しかしながら、このようなまとめは管理会計でやっているのであって、これを機能別分

類としてこういう形式に変えるというのは行き過ぎだろうと思っております。今回の改正

で法人の負荷がさらに増えるというのは本末転倒ですし、仮に機能別分類をやるとすれば、

それは注記等でやるべきものであって、注のほうでは従来のものを注記としたらいかがか

みたいなことを書いてございますが、逆ではなかろうかと考えています。 

 それから、「（５）『活動計算書』の様式例」でございます。これにつきましては、令

和２年度の会計研究会で、「様式例Ａ」「様式例Ｂ」と掲げているわけでございますが、

そもそも収益及び費用を拘束・非拘束により区分して作成する様式でPLを作ることにつき

ましては、作成の事務負担の重さに比べて、利用者にとってその数値にどれほどの意味が

あるかについて疑問があるかと思っています。 

 収益側の区分は比較的容易ですけれども、費用側を区分していくのは大変な作業だろう

と考えておりまして、正確にその処理を行おうとすれば、支出対象の事業及び費目が決め

られている公的な補助金を受けた場合の財源充当表作成のようなイメージになるのかなと

いうことで、それを全ての公益法人が行うというのは実務的に難しいだろうと考えており

ます。 

 また、共通費用についても事業別に分配し、さらに財源別にも配分するのは全く困難で

はなかろうかということでございます。 

 令和２年度の会計の諸課題の検討結果においても、「現在の正味財産増減計算書よりも

一見して分かりやすく作成も容易なものであるべき」と書いてございますが、今回の案は

分かりやすさも疑問ですし、実務の負担も大きくなりまして、この趣旨に反するのではな

かろうかということでございますので、今般の改正は「活動計算書」という名称の変更だ

けにとどめ、様式は従前のままでよろしいのではないかと考えているところでございます。 

 それから、次の「（６）事業別会計区分の取扱」についてでございます。 

 収益事業等の会計について、今は別会計になっているわけですが、これについて何か御

意見があればという話でございますけれども、この収益事業等の会計の区分は定期提出書

類との関係もありますし、現行法上、認定法や税法上の要請に準拠していると思われます

ので、その制度が変わらない限りにおいては現行のままでいいのではなかろうかと思いま
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す。 

 それから、次の「（７）正味財産増減計算書での有価証券評価損益の取扱」でございま

す。 

 これにつきましては、（５）で申し上げましたとおり、活動計算書の様式変更も様式例

Ａにしろ様式例Ｂにしろ支持しておりませんので、回答しかねますけれども、特に現行の

扱いに不都合は感じておりませんので、現状に不都合があれば、その理由を明確にすべき

だろうと考えております。 

 「おわりに」でございますが、冒頭に雨宮が申し上げましたけれども、御提案の活動計

算書への改正は実務に大きな影響を与えることになりますので、その検討の趣旨・必要性

並びに実際の扱い等を財務諸表作成者に対して分かりやすく説明することが極めて重要で

あると考えております。 

 最終的な結論をまとめる前に、パブリックコメントをすることはもちろん、平成26～27

年に実施したような検討状況の説明会を開催するなど、法人に寄り添った施策を切に願う

ものでございます。 

 最後の最後に、今回の活動計算書の問題とは直接関係しませんが、このたびのコロナ禍

による特殊な状況に鑑みて、財政的に苦境にある公益法人の救済策として、純資産300万割

れに対処するために、資本性劣後ローンを公益財団法人に対し、一定の要件の下に認める

ことを別添のとおり御提案させていただきたいと考えております。 

 この問題につきましては、この制度の発議といいましょうか、やろうということについ

ては、認定等委員会ないしは内閣府の公益法人行政担当室がやるべきものだろうと思いま

す。ただ、その会計処理につきましては、借入金額をみなし資本とする等の会計上の処理

となりますため、本「公益法人の会計に関する研究会」においてその経理処理等を検討し、

その適用により、今般のコロナ禍等により苦しい損益状況にある公益財団法人を援助救済

し、国民の公益の維持拡大をお図りいただきたいと考えております。 

 なお、劣後ローンの問題については、別紙で２ページにわたって書いておりますが、お

読みいただければ分かることかと思いますので、お読みいただき、御検討願えればという

ことで、ちょうど時間を過ぎましたので、こちらからの報告は以上とさせていただきたい

と思います。 

○雨宮理事長 以上です。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 それでは、これから質疑応答を行います。御自由に御発言いただきたいと思いますが、

皆様、いかがでしょうか。御発言がある方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。 

 大立目先生、お願いします。 

○大立目参与 大立目でございます。 

 公益法人協会の皆様、貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。本当

に実務者側に寄り添った貴重な意見と考えております。 
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 この中で、（２）番の振替の会計処理について、御見解の補足をお願いしたいと思うの

ですけれども、確かに、作成者側では長年にわたりまして、既にこの会計処理については

浸透していると考えているところでございますけれども、同じ収益が指定の側で一回上が

って、その後に一般の部でまた上がるというように、同じ収益が２回上がるというのは会

計的にはどうなのかという疑問があるというところと、民間とかその他の非営利法人でも

こういった会計処理が取られていないというところで、私は監査法人に所属しております

けれども、公益法人会計に初めて携わる会計士も、このような処理は仕組みとしてどうな

っているのだということで、なかなかすぐには理解できないような会計処理になっている

という事実もございます。 

 こういった中で、作成者側としては確かに浸透しているというのは間違いないかと思う

のですけれども、財務諸表の利用者側の観点から、この分かりやすさという点で、特に御

懸念をお感じになるところはないでしょうかというところについてお伺いさせていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

○高山座長 公益法人協会様、何かそれについての御意見はありますでしょうか。 

○鈴木副理事長 私も公益法人協会に参ります前には、全くこのような考え方を知りませ

んでしたので、最初は何となく違和感があったところでございますが、慣れてみますと、

会計の担当の皆さん方にはおっしゃられるような違和感みたいなものがあるかもしれませ

んが、先ほども申し上げました受託者責任を全うするという意味では、この財産は寄附者

ないしは出捐者から預かっているものだということを明確に示すことができて、その財源

を使った都度一般に戻して使うということはむしろ分かりやすくて、受託者、出捐者、寄

附者に対しての説明もむしろしやすくて、利用者から分かりにくいという話は、私は今ま

で十数年この協会におりますが、一切聞いたことはございません。 

 これで回答になりますでしょうか。 

○高山座長 ありがとうございました。 

○大立目参与 ありがとうございます。 

○高山座長 金子先生、どうぞ。 

○金子主査 振替と費用の部分に関連してなのですけれども、仮に振替をしないといった

場合には、必ず費用のほうは今度は区分しなくてはいけないので、これはかなり公益法人

に特有な手続になってきて、その上で、公益法人協会様から４ページの（５）で、「費用

側を区分していくのは大変な作業だと思います」とお書きいただいているのですけれども、

私も個人的に費用側を区分していくのは非常に大変な作業だと思っていて、振替をやめた

結果、もし費用側を区分するのが大変だったら、客観的にそれは作成者に相当な負担をも

たらすものとは理解しているのですけれども、費用側の区分について、もう少しどのぐら

い大変かということについて、何か具体的な事例とか、法人等から上がってきている事例、

もしくは公益法人協会様のほうでお考えのことがあれば、もう少し詳しくお聞かせいただ

ければありがたいです。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○高山座長 公益法人協会様、よろしくお願いいたします。 

○鈴木副理事長 これにつきましても、先ほども申し上げたように、十数年前にこれが導

入されたときに縦串論、横串論がございまして、たしか高山先生からこういうことになる

のだということで、講習会等で説明をお聞かせいただいた記憶が新たによみがえってくる

のですが、収入のほうは、これに書いてございますように、明快に分かるのですが、費用

についてそれぞれどこの事業のものだというふうに振り分けるのは、普通の事業会社では

もちろんやっていませんし、公益法人においても多くはやっていなかったと思います。 

 ただ、私ども公益法人協会においては、実は事業ごとに費用を分けていまして、私が当

協会の用でタクシーを使う場合も、講演会講師として行くとか、理事会に出席するとか、

事業ごとにタクシーの伝票のところに分けて書いていまして、集計もそれでやっていまし

たので、私どもの場合はある意味容易だったのですが、そういうことをやっていなくて、

タクシー代ということで一括計上したところにおいては非常に大変だったろうと思います。 

 それが新しい会計のやり方だということで要請を受けましたので、皆さん方が一生懸命

苦労して、そういうふうにつくり上げて、なおかつ、費用が分けにくい分についてはガイ

ドライン等々でこういう場合にはこういうふうに分けるということでみなして、こういう

ふうに扱うという指針も出たものですから、今では皆さん方はそれに従っていますので、

特に問題はないのかなと思っています。もちろん、限界的な部分では分からないこともあ

り得るので、２つの事業に割合でもって分けるというところについて、私どもの会計士さ

ん、税理士さんに相談になったときは、その会計士さん、税理士さんの専門的な見解から

それを御指導申し上げているのが現状でございます。 

 これで回答になりますでしょうか。 

○金子主査 ありがとうございます。 

 それと、それに関連してなのですけれども、公益法人協会様のほうで４ページに書いて

いただいているところで、（５）の回答の１段落目の最後なのですけれども、「共通費用

について事業別に配分し、さらに財源別にも配分するのは全く困難と思われます」と書い

てあって、私としても、ここにかなり恣意性が入り込んでしまうと、かえってガバナンス

等をゆがめてしまうリスクがあろうかと思うのですけれども、ここに「全く困難と思われ

ます」と書かれた趣旨について、いま一度、もう少し詳しく教えていただけますでしょう

か。 

○鈴木副理事長 全く困難というのは少し言い過ぎかもしれませんで、現状、それなりに

費用を分けてやっているわけなのですが、先ほど申し上げたように、内閣府さんのガイド

ライン等で、例えば、事務所の費用についてこう分けるのだという細かいガイドラインが

ございますので、それでやっているのですが、それがないと、ある意味では法人が恣意的

に分けることになって、ある事業がもうかりすぎるから、こちらの費用ではなくて、そち

らに移し替えようみたいなことが行われかねないものですから、その辺のところを法制上



11 

 

の要請に従うのも困難な部分があるわけなのですが、それについては、何度も申し上げま

すように、内閣府さんのガイドラインでその辺が示されているので、何とかやっていると

いうことだと思います。 

○金子主査 いろいろとありがとうございました。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 お時間もだんだん迫ってまいりましたので、もしもう一人お聞きしたい方がいれば、最

後にしたいのですけれども、いかがでしょうか。 

 よろしくお願いします。 

○中田参与 中田です。 

 １つだけお願いいたします。 

 （３）の「『法人の機関決定により使途に制約を加えたもの』を、新たに区分表示する

こと」ということなのですけれども、正味財産の区分表示ということと少し離れて、こう

いう法人の機関決定によって使途に制約を加えたものについて、自ら設定したものを区分

して、その繰入れ、取崩し、残高をディスクローズすることについては、ガバナンスに寄

与するとお考えになりますか。いかがでしょうか。 

○鈴木副理事長 具体的にこういう形でやっているところを知りませんので、全く個人的

な見解かつ、偏見に基づいているかもしれませんけれども、こういう形でやって、どの程

度ガバナンスに寄与するかというのは、それぞれの法人の遵法意識であるとか、内部的規

律がしっかりしているかどうかというのがまずある問題であって、こういう様式に定めた

からガバナンスがしっかりしたよということに直結するとは思えないものですから、少し

書きぶりが分かりにくいかもしれませんけれども、要はそういうことを決定する理事会で

あるとか、評議員会というところがちゃんと理解して規律を策定し、かつ、それを皆さん

方が遵守するという、まず、コンプライアンスというのでしょうか、それが確立していな

いと、会計処理したからできるというものではないような気がします。 

 これは今申し上げたように、全く個人的な見解です。別の見解があるかもしれません。 

○中田参与 ありがとうございます。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 作成者側としては相当な負担になるという御発言を私どもはよく理解いたしましたし、

御意見は十分分かりました。 

 ただ、もう一つ、今回の改正で、国民目線ということも考えながら、なるべく一般目的、

いわゆる利用者側というか、初めて見る人が理解できるような会計にしたいなというのが

実は今回の私どもの会計研究会の大きな考え方でもございます。 

 ただ、作成者側の今のお話は大変よく分かりました。 

 雨宮理事長、鈴木副理事長、本日はありがとうございました。Skypeからは御退室くださ

い。 

○鈴木副理事長 ありがとうございます。 
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○菊地補佐 事務局菊地です。 

 会田先生の御準備ができるまで少々お待ちいただけますでしょうか。よろしくお願いい

たします。 

○高山座長 では、続いて、学識経験者からのヒアリングです。 

 会田一雄慶應義塾大学名誉教授からヒアリングを行いたいと思います。会田先生におか

れましては、大変お忙しい中、当会計研究会に御出席いただき、ありがとうございます。 

 会田先生は日本公認会計士協会の非営利組織会計検討会委員長として、モデル会計基準

の検討に関わり、現在は総務省の「独立行政法人評価制度委員会会計基準等部会」の座長

も務めていらっしゃいます。御発言に当たりましては、当会計研究会において検討してい

る令和２年度会計研究会報告などにおいて記載された活動計算書の論点について、御認識

や御意見をお伺いしたいと思います。時間は15分～20分程度でお願いいたします。 

 会田先生からは事前に資料２を提出いただいていますので、併せて御参照いただければ

と思っております。 

 それでは、早速ですが、会田先生、よろしくお願いいたします。 

○会田名誉教授 皆さん、こんにちは。慶應義塾大学を一昨年卒業しました、会田一雄と

申します。 

 今日は公益法人の会計について、研究会にお呼びしていただきまして、コメントを述べ

る機会を頂戴しました。ありがとうございます。 

 少しでもお役に立てばと思うのですが、今日述べるコメントはあくまでも現時点での私

の個人的な見解であることを申し添えます。 

 それでは、お手元のレジュメといいますか、発言メモに沿って話を進めていきたいと思

います。 

 最初に、事務局から今回のヒアリングに当たってこんなことを取り上げてほしいという

内容もいただいたのですけれども、私のほうで６点に絞って、これから約15分を使ってお

話をしたいと思います。 

 最初に、会計基準を開発するに当たってのスタンス、それから、公益法人においては、

公益事業だけではなくて収益事業を営む場合もあるということで、収益事業に関する会計

情報の位置づけ。続きまして、純資産の部における区分表示について。それを踏まえて、

フロー情報ということで、まずはフロー情報の本質と情報内容について。さらに、活動計

算書の機能と様式。最後に、非常に悩ましいイシューである有価証券の評価差額の会計処

理について取り上げたいと思います。 

 最初に、「１．会計基準開発に当たってのスタンス」ですけれども、皆さん御承知のと

おり、90年代の後半から国の財政状況が非常に逼迫してまいりました。それをきっかけに

して、「官から民へ」の流れ。これは財源のことだけではなくて、様々なリソースとか、

人材についても「官から民へ」という流れが加速してまいりました。 

 その流れの中で、当然民間によるモニター機能というものを発揮することが必要になっ
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てくるということで、会計情報への期待というのが非常に増大してきたということです。 

 そこでは、財源提供者である寄附者とか、補助金の提供者、あるいは債権者などが、財

務状況を把握できる情報が必要になってくる。これが一般目的になるということです。監

督目的ではなくて、こういう財源を提供する側が様々な意思決定ができるような情報が会

計に求められている。 

 その際、ほかの会計基準、これには企業会計基準も含まれますし、他の非営利組織の会

計基準等も含まれますけれども、それと異なる計算構造や表示方法を採る場合には、納得

できるような強固な論理構造が必要になってくるということです。 

 監督目的である遊休財産の保有額等については、財務諸表の本体ではなく、注記とか、

他の情報によってこれを提供していく。財務諸表本体でそれが提示できれば望ましいので

すけれども、そのために一般目的が阻害されるのは論外だということです。 

 特に最近では、介護とか教育、地域振興とか、環境保全とか書いてありますけれども、

様々な公益事業について、法人根拠法が異なる種々の経済主体が関与するようになってき

ました。そうすると、法人としての会計情報だけではなくて、個別の事業について、コス

ト・ベネフィットがどうなっているのだという関心が高まってまいります。 

 将来的には、法人としての財務情報だけではなくて、個別の事業のコスト情報を見るこ

とによって、Evidence Based Policy Making、エビデンスに基づく政策決定なんかができ

るのではないかということです。 

 続きまして、「２．収益事業に関する会計情報の位置付け」です。 

 認定法の趣旨に沿って、収益事業は公益目的事業と分離して、採算の状況とか、財源の

蓄積水準を明示していくことが必要だ。ただ、本来は、組織としてこの収益事業に関わる

組織を分割すべきであって、それは独立会計単位に相当する。その独立会計単位として財

務諸表を作成すべきで、その際、理念的には企業会計基準を適用して財務諸表を開示すべ

きではないかということです。現実的にはなかなかここまで行かないのでしょうけれども、

理念的には、営利目的の組織に対する会計基準を適用すべきではないかということです。 

 ３番目に、いよいよ会計の中身に入っていきますけれども、財政状態を開示する貸借対

照表における純資産の部の区分表示。 

 まず、純資産というのはどうして重要かというと、法人が長期的に存続するために、事

業活動に使える資源の金額から経済的な負担を控除した純資産の水準を維持していくこと

が必要だと捉えられるわけです。 

 そこで、資産のうち、基本財産とか特定資産といったものは公益活動を持続するために

必要だと言われていますけれども、その貨幣価値を示すことに意味があるのではなくて、

これがどういう基本財産あるいは特定資産を維持しているか、どちらかというと定性的情

報のほうが重要ではないか。むしろ、資産を金額で測定・開示するときには、その実態、

どういう形態でその資産を保有しているかのほうが重要ではないかということです。 

 資産の総額から負債の総額を差し引いて純資産が求められるわけですけれども、純資産
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の中には、これは寄附者だけではありませんで、補助金の提供者もありますけれども、使

途が拘束されたもの、将来的に費消が認められないものも含まれているということです。

純資産は長期的に存続するために必要なのですけれども、その中には、法人が自由に意思

決定できるようなものばかりではない。 

 これはアメリカの会計基準でも同様で、FASB（Financial Accounting Standards Board）、

アメリカの民間非営利組織会計基準の設定主体ですけれども、90年代の中頃から３年ぐら

い前までは３区分にしていました。永久拘束、一時拘束、それから非拘束。それが最近で

は、永久拘束と一時拘束を統合することによって、２区分に移行しました。 

 ただ、日本国の場合には、法人根拠法において、純資産の中で法的に価値を維持しなけ

ればならないというのがあるので、基盤、拘束、非拘束。非営利組織全体で見た場合には、

そういう３区分という考え方も出てきます。ただ、３区分なのか２区分なのかというのは、

重要な論点と言えると思います。 

 なお、基盤純資産は、さきに申し上げたように、法人根拠法で価値の維持が要請される

ようなものなので、寄附者、あるいは補助金、助成金の提供者にとっては、拘束か非拘束

かということになるかと思います。 

 拘束の純資産については、寄附者らとの契約が前提で、公益活動へ社会の資源提供を促

すような効果が期待できる。きちんと拘束純資産について、寄附者等の使途の制約に沿っ

てそれを使っているということがちゃんと説明できれば、追加の資源提供も期待できると

いうことです。 

 なお、寄附者よりもむしろ構成員からの資源提供のウエートが高い法人においては、使

途を法人の機関が決定するというケースもあるかと思います。ただ、その場合には、原則、

拘束を解除しないものに限定すべきではないかということが言えると思います。 

 続きまして、今度は４番目のフロー情報。会計の一つの特性は、ストック情報とフロー

情報を一つの記録体系から誘導的に導くということだと思いますけれども、フロー情報は

一定の期間にどんな資源を使って法人の運営状況がどうなっているかということですけれ

ども、このフロー情報の中で、長期の存続可能性については、先ほどお話ししました拘束

性に留意した純資産の増減が中心になってくる。 

 そこでは、資源の費消及び資源の価値の変動について、拘束と非拘束に分けてそれを示

していくわけですけれども、拘束純資産についての増減は拘束区分、非拘束の純資産の増

減については非拘束の区分に記載できるということです。 

 これは拘束と非拘束を並列に並べるフロー情報によって、それが実現できるということ

が言えると思います。 

 なお、名称については本質的な論点ではないのですけれども、指定と一般に分けて、特

に指定純資産の費消分を一般に計上することになると、何となく、一般が前提で指定は特

殊なものであるといった誤解を与えかねないので、個人的には拘束と非拘束のほうがいい

のではないかなと思います。 



15 

 

 フロー情報について、従来は正味財産増減計算書ということで、少し前まではストック

式とフロー式の両方が認められていたわけですけれども、そのストック式とフロー式の相

違というのは、資産とか負債の増減の結果を重視する、あるいはどのような経済活動を通

じて純資産に増減を与えたかという原因に焦点を向けるかの違いと言えると思います。 

 正味財産増減計算書、あるいは純資産変動計算書でもいいのですけれども、どちらもほ

かの経済主体を対象にした会計基準で、ストック式の純資産の増減という位置づけがされ

ていることもあるので、それと混同しないために、名称としては「活動計算書」のほうが

ベターではないかということが言えると思います。 

 ５番目の活動計算書についてですけれども、もともと活動計算書はStatement of 

Activitiesということで、言語からして実態がよく分からないという人もいます。あるい

は、今でもStatement of Financial Activitiesという名称を使っている組織、国もありま

すけれども、フロー情報について純資産の増減の原因を示すということについては変わり

はないと思います。そこには、資源の費消額たる費用の内容と金額が開示される。それと、

その期に確保した財源、収益も示されるわけですけれども、収益と費用以外の純資産内部

の振替も開示の対象になってくるということです。 

 なお、名称でいくと拘束と言いたいところですけれども、拘束から非拘束への振替につ

いて、これが総費用を開示する目的で今は指定から一般に振替が示されているわけですけ

れども、先ほど申し上げましたように並列的様式であれば、それぞれ純資産の増減を示す

ことができるのではないか。費用についても、拘束と非拘束の分を合計すれば、それは法

人としての費用の総額になるということです。 

 昨年度の報告書の様式例なんかを見ますと、様式例Ａと様式例Ｂがあるのですけれども、

先ほどもお話ししましたように、機関決定の拘束度が高ければ、機関決定の純資産につい

ては拘束区分に独立して記載することができるのではないか。拘束区分で機関決定の拘束

純資産と、寄附者等の外部による拘束純資産とを分けるということです。 

 なお、費用について、一般にはコントロール目的では形態別、これに対して計画設定と

か評価には機能別とか事業別が活用されていますけれども、そもそも事業費と管理費の区

分は、マネジメント機能に着目して組織の効率性や有効性を判断する上で活用されており、

これ自体はある程度機能別の分類がされている。 

 さらに、事業費をプログラム別、あるいは管理費について、一つの分け方ですけれども、

資金調達と広報活動と組織運営というふうに分類すると、理解度が向上できるのではない

か。 

 ただ、その一方で、どういった投入資源があったのかということを見ていく上で、形態

別の費用も注記で開示したほうが望ましいということです。 

 最後に、「６．有価証券評価差額の会計処理」。有価証券については、そもそも資産に

おける区分をどうするか。それから、毎期の価値の変動があった場合に評価をどうするか。

さらに、評価差額をどのように扱うかということがあるかと思いますけれども、まず、フ
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ローの情報である活動計算書は、純資産の増減を原因別に描写しているわけですけれども、

有価証券の保有に伴う差額については、その期に保有していたという活動に起因している

ので、活動計算書に記載すべきだと思います。 

 保有しているだけで、例えば時間の経過によって減価償却費が発生することもあります

し、市場価値の変動によって評価損益が発生するということで、保有しているだけでも価

値の変動を活動計算書に記載すべきです。 

 なお、経常的な財務活動に伴う売買目的有価証券の処分に伴う損益、保有に伴う損益は、

共に経常活動によって発生しているので経常損益となります。 

 評価損益と売却損益について、売買目的であれば、どちらも運用に伴う損益ということ

で、合算・相殺することができるのではないか。最近の企業会計の流れもそういう方向で

はないかと思います。 

 それ以外ですと、処分に伴う損益と価値が大きく下落した場合の減損損失は異質なもの

なので、経常外の区分で、処分に伴う売却損益と減損損失は分離して表示すべきだろう。 

 最後に、子会社株式・関連会社株式の評価ですけれども、「連結情報等の投資効果を開

示しないのであれば」と書いたのですけれども、もともと営利目的の会社の会計情報とい

うのは公益目的の法人の会計情報とは少し異なるので、そもそも連結情報というのが作成

できるのかなという疑問もありますけれども、いずれにしても投資効果を開示しないので

あれば、子会社・関連会社株式については原価で評価して、子会社とか関連会社の財務諸

表を添付するか、あるいは、子会社・関連会社への投資の効果を反映させるかということ

が検討されなければならないのではないかということで、この辺は私もどうしたらいいか

という解決策を用意しているわけではないのですけれども、非常に悩ましい論点だと思い

ます。 

 ということで、もうそろそろ予定の時間もオーバーしているので、ここまでにとどめて

おきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○高山座長 ありがとうございます。 

 それでは、これから質疑応答を行います。御自由に御発言いただきたいと思いますが、

御発言されたい方、いかがでしょうか。 

○中田参与 中田です。よろしくお願いいたします。 

 １つ目の質問は、３番の最後のところなのですけれども、「寄付等より構成員からの資

源提供のウェイトが高いと使途を機関が決定する組織も存在」と書かれておりますけれど

も、これは公益法人でいうと社団がイメージされると思うのですが、社団の場合にはおっ

しゃるように、構成員からの資源提供、つまり会費のウエートが高いので、機関が決定す

るということは分かるのですけれども、そうすると、財団の場合というのはどういう理論

構成になりますでしょうか。そこを少しお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。 

○会田名誉教授 御質問、どうもありがとうございます。 

 おっしゃるとおりです。社団法人の場合には、会員からの会費収入等のウエートが高く、
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あまり寄附が期待できないという法人も存在するのかなと思います。その場合には、理事

会、あるいは社員総会において使途を決定するということが行われる。 

 これに対して、私のイメージですけれども、財団法人の場合には、法人によっても財源

構成が違うと思いますけれども、やはり寄附者からの使途をあらかじめ定めた財源提供の

ウエートが高い。あるいは、今後それを高くしていかなくてはいけないのではないかなと

いう前提の下で考えていまして、正直、機関決定を含む場合と、財団法人の場合に具体的

にどのぐらいそれがあるのかというのは、私も実態がよく分かっていないということもあ

って、あまり想定していないところです。 

○中田参与 ありがとうございます。 

 これから会計基準等を考えていく上で、この機関決定分というのは、いわゆる法律上の

特定費用準備資金に当たるのではないかと考えているのですけれども、財団にも特定費用

準備資金というものがありまして、それは法律で定められたものという位置づけなのです

ね。そのときに、会計上の論拠というのがどういうものなのかなと思って、それでお聞き

したかったところです。ありがとうございました。 

○会田名誉教授 御指摘ありがとうございます。 

 私自身はかなり拘束性が強いものだと思っていますけれども、社団法人の場合には、あ

る程度想定できるのですけれども、財団法人の場合にどういうものがあるかという具体的

なものを考えていたわけではないので、その点はぜひ研究会の皆様に御検討いただければ

と思います。 

 回答になっていないかもしれませんけれども、財団法人の場合の具体例は現時点では思

い当たらないということです。よろしいでしょうか。 

○中田参与 ありがとうございました。 

○金子主査 金子です。よろしいでしょうか。 

○高山座長 どうぞ。 

○金子主査 今の点に関連して、もう一点別にもあるのですけれども、会田先生のお考え

としては、やはり機関が拘束する部分と寄附者による拘束というのは、やはり明確にモデ

ルとか性質が違うものとお考えということでよろしかったのでしょうか。 

○会田名誉教授 その辺は難しいですけれども、機関決定の場合にどの程度拘束力がある

かということになるかと思います。 

 それで、どういう形で拘束性を担保できるかということについては、私のほうでアイデ

アを持っているわけではないので、単に法人が決めたものをみんな拘束純資産の部に上げ

ていいというわけではないと思います。 

 そういった意味では、少し程度の差というか、レベルの差といったものがあるのではな

いかと思います。 

○金子主査 ありがとうございます。 

 別の質問になるのですけれども、先生が１番目にお書きになられているところで、「財
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務諸表本体での財務三基準判定は望ましいが、そのために一般目的阻害は論外」という形

で、やはり一般目的が非常に重要だということは私も先生と全く考えを同じくするのです

けれども、具体的に今回の会計基準の改定とか報告書等で、先生が御懸念されている具体

的な点、本来であれば、財務三基準も会計上の表示も全部一つの表でできてしまえば、も

ちろんそれがベストかとは思うのですけれども、残念ながらそうならないときに、一般目

的のほうが本来は優先されるべきだと思うのですけれども、先生が今後仮に会計基準の改

定といったときに、一番懸念なさっている点を教えていただければと思います。 

○会田名誉教授 分かりました。 

 具体的に何が影響を与えるかというところまでは考えていません。 

 ただ、会計基準の開発の上で、まずは一般目的を前提にベストな解決策を検討していく

べきかなということで、こういう書き方をしたのです。 

 ですから、何が問題かというところまでは行っていません。あくまでも、一般目的の会

計情報をまずは開発して、その中で監督目的の情報が全部把握できないのであれば、それ

を別途追加情報という形で提供する。それが会計情報なのか、それともそれ以外の情報な

のかは分かりませんけれども、まずは一般目的を前提というところまでしか私は考えてい

ません。よろしいでしょうか。 

○金子主査 ありがとうございます。 

 どうしても法律等の制限があると、そちらに目が行ってしまいがちですけれども、まず

は一般目的を優先させてという、プリンシプルベースでのお考えということですね。 

○会田名誉教授 そうです。 

 もし必要なものがあれば、注記等で、あるいはそれ以外の財務諸表外の情報ということ

でそれを開示していくべきではないかなと思います。 

○金子主査 本体はあくまでも一般目的というのが最優先させるべきということですね。

ありがとうございます。 

○会田名誉教授 ありがとうございます。 

○金子主査 もう一点だけ、よろしいでしょうか。 

 先生の考えでは、有価証券の部分が純資産に直入するのはあまり望ましくないとお考え

という理解でよろしかったでしょうか。 

○会田名誉教授 、まずは有価証券の区分をどうするかというところからだと思いますけ

れども、今おっしゃったのは、売買目的と子会社・関連会社株式、満期保有目的の債券以

外の有価証券ということですね。 

○金子主査 はい。 

○会田名誉教授 少しややこしいのですけれども、それが拘束純資産なのか、あるいは公

益法人の場合には関係ないのかもしれませんけれども、基盤純資産に該当するかによって

も違うのかなという気もするのですが、正直に言うと、その他有価証券について資本直入

もあり得るのかなと。ただ、その場合には、資本直入にした分を別途開示していくことが
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必要ですし、それがずっとそのまま残っていていいのかどうかがまだ解決できていない。 

 特に、基盤純資産の場合にはそのままずっと資本直入した分の評価差額が純資産の部に

残っていていいのかなというのが、私自身もまだ解決できていないところです。 

○金子主査 大変貴重なお考えをありがとうございます。 

○高山座長 ほかにどなたかありますでしょうか。 

 では、松前専門員、よろしくお願いします。 

○松前専門員 松前です。会田先生、貴重なお話をありがとうございました。 

 私も一般目的の財務諸表が非営利組織において大変必要であることに関して、法人形態

別の状況は現在個々の会計基準の制度を行政目的で、各監督官庁が管理していることを承

知しておりますが、公益法人が現在、特に法人担当者の方々が高齢化していくことが予想

されて、法人の継続を考えた場合には大変重要な視点であると考えております。 

 加えて、法人形態が異なる同種事業を行う法人間で、比較情報というのは資源投入の際

はそれもまた大変重要な情報であると思っております。 

 今日の先生のお話にもありますけれども、一般目的の財務諸表というのは大変重要で、

これを基に検討したほうがいいという御示唆をいただきまして、現在、会計士協会からモ

デル会計基準が公表されておりますけれども、これを参考に検討するという形で報告書に

も出ております。やはり、公益法人で参考にしていくというのは、今日の先生のお考えを

伺っても、進むべき方向に大変有意義なお話であったと感じております。 

 全体としては、そういったことを感じたところでございますが、有価証券について一つ

お伺いしたいことがございます。 

 有価証券の処分と保有に基づいて発生する損益がございますけれども、そもそも有価証

券にはいろいろな区分があると思いますけれども、そう考えた場合に、保有すること、処

分することについては、活動と考えてよろしいということですか。その辺を教えていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

○会田名誉教授 御指摘ありがとうございます。 

 有価証券については論点が非常にたくさんあって、私も全て解決できているわけではな

いのですけれども、少なくとも売買目的の有価証券については売却して損益が発生するこ

ともあるし、所有し続けて評価損益という形でそれが発生する場合もあると思います。 

 処分するという行為に基づいて発生した損益も、処分しないで持ち続けるという意思決

定に基づいて発生する損益もあるわけですけれども、どちらも売買目的の有価証券を運用

しているという点については変わりがないのではないかということで、どちらも活動計算

書の経常損益の部に記載する。 

 表示する際に、従来、売却損益と評価損益は分けるべきだと私も思っていたのですけれ

ども、特に売買目的有価証券について時価評価になって、マーケットで売っても、そのま

ま持っていても、それは基本的には運用という点で価値の変動が起きていることに変わり

がないじゃないかということで、キャッシュが入ってきたかどうかによって会計処理を分



20 

 

けるというよりは、むしろ一緒にしたほうが利用者にとっては判断が容易になるのではな

いかなと思います。 

 これはあくまで私の個人的な見解です。 

 ただ、分けてはいけないのかと言われると、別に分けて表示したければそれもいいのか

なという気もするのですけれども、分けなくてはいけないということにはならないと思い

ます。どちらも活動計算書に記載して、表示することでよろしいかと思います。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 ほかにどなたか御質問をされたい方はいらっしゃいますでしょうか。 

 いらっしゃらないようですので、会田先生、本日はどうもありがとうございました。 

○会田名誉教授 ありがとうございました。 

○高山座長 以上で議事関係は全て終了いたしました。 

 それでは、最後に事務局から何かありますでしょうか。 

○竹中次長 事務局です。 

 次回以降の日程の候補日については、予備日も含めて、先生方に既にお伝えさせていた

だいておるところでございますが、ヒアリング先との日程調整がまだできておりませんの

で、日付が確定しておりません。日時が確定しましたら、御連絡を差し上げますので、御

不便をかけますが、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○高山座長 ありがとうございました。 

 以上で今回の議事は全て終了いたしました。 

 皆様、お忙しい中、御参加いただきまして、ありがとうございました。これで終了させ

ていただきます。 


