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今回の統一論題のテーマ「世界同時金融危機と国際会計」の中核

をなすのは，公正価値ないし時価評価をめぐる会計問題である。こ

れは単に金融危機という一時的なスポット問題としてではなくて，

広く国際会計基準の根幹に係る本質的問題として位置づけ，考究す

ることが重要である。このような視点から，本稿ではとくに次の3

点について論究するものである。

⑴ 本統一論題での論点として，大きく規約セクター（公正価値会

計・オフバランス事業体）と保証セクター，および監視・規制セ

クターの各々に係る問題として体系的に提示した。

⑵ また，公正価値会計を基礎づけるフレーム・オブ・レファレン

ス（準拠枠）を設定し，金融危機における公正価値会計の評価は，

その全体的フレーム・オブ・レファレンスに照らして検討すべき

ことを指摘した。

⑶ 最後に，金融危機を乗り越えて，国際会計基準導入への対応と

財務報告のグランドデザイン構築に向けての展望を明らかにした。
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1. プロローグ

本年の法政大学での統一課題として「世界

同時金融危機と国際会計」というテーマが採

り上げられたのは，2008年後半期から2009

年前半期にかけてのサブプライム関連証券の

下落を契機にした金融・証券市場の混乱と経

済環境の変容に対して，会計はいかに対応す

べきかをとくに金融商品・金融機関等をめぐ

る会計問題に対して何らかの処方箋を論じる

ことが期待されたものと考えられる。本テー

マの中核をなすのは，公正価値ないし時価評

価をめぐる会計問題であることから，これは

単に世界同時金融危機という一時的なスポッ

ト問題としてではなく，広く国際会計基準の

根幹に係る本質的課題として位置づけ，考究

することが重要である。

このような視点から，本稿では次の3点に

ついて論究するものである。

⑴ 本統一論題での論点を4つほどに絞り，

それを大きく規約セクター（公正価値会

計・オフバランス事業体）と保証セクター，

および監視・規制セクターの各セクターに

係る問題として整理して提示した。これら

は，国際会計基準（IAS/IFRS）のアドプ

ションが求められつつある中，グローバル

市場で適用し得る「高品質」な財務報告の

グランドデザインの必要性を示唆するもの

である。

⑵ 第2に，IASB原則主義が公正価値会計

において適用される場合，「公正価値」と

は何か，また，それをどのように適用する

かが明確にされなければならない。この場

合，金融危機における公正価値会計の妥当

性は，その全体的フレーム・オブ・レファ

レンスに照らして検討すべきことを指摘し

ておきたい。

⑶ 最後に，金融危機を乗り越えて，国際会

計基準導入への対応と財務報告のグランド

デザイン構築に向けての展望を示しておき

たい。

以上が，本稿の主要な課題である。

2. 4つの論点

本大会での報告を通じて，次の4つの論点

が明らかになった。

⑴「論点1―金融危機と会計基準への影

響」：

これには，公正価値（時価）会計をめぐる

議論とオフバランス事業体の会計をめぐる議

論とが含まれる。前者の公正価値会計をめぐ

る議論については，次の2つの問題が提示さ

れる。

イ 金融危機に対応した会計基準設定過程

における政治的妥協（「会計の政治化」）

をどのように評価するか。

ロ IASB原則主義を公正価値会計におい

てどのように解釈し，適用すべきか。

⑵「論点2―金融危機と会計規制への影

響」：

金融危機が金融機関や金融規制当局にどの

ような影響をもたらすか，また，それに対し

て金融規制の「手段」と会計基準はいかに対

応すべきであろうか。

⑶「論点3―金融危機と会計士業務・監査へ

の影響」：

金融危機に対して，会計プロフェッション

はいかに対応すべきか。

⑷「論点4―金融危機を超えて」：

近い将来に予想される国際会計基準の導入

に対して，いかに対応すべきか，また，どの

ような課題が提示されるか。
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「論点1」は公正価値会計基準やオフバラ

ンス事業体の会計基準という「規約セクタ

ー」に係る論点であるのに対して，「論点2」

は金融機関の自己資本規制に焦点を置く「監

視・規制セクター」に係る論点である。また，

「論点3」は公正価値評価の信頼性の担保と

いう「保証セクター」に関する論点である。

これらの3つは，最終的には，金融危機を超

えて，グローバル市場で適用し得る「高品

質」な財務報告のグランドデザインの構築を

図るという「論点4」に収斂する構図をなす。

「図表1」は，以上の議論を要約的に図示す

るものである。

「論点1」に関して，田代報告では IASB

基準設定過程における政治的圧力の問題性を

指摘するとともに，IASB原則主義の導入に

伴って公正価値会計基準をいかに適用・解釈

するかが問題となるとの認識が示された。と

くに金融資産の評価損失の影響を緩和化する

ことを意図して IASBが金融資産の保有目

的区分の変更を認める改訂（2008年）を行

ったことは「会計の政治化」を反映するもの

であり，金融危機が会計基準の設定と適用に

もたらした政治的・裁量的影響として論議を

惹起するものとなった（田代・星野報告）。

また，金融危機に関連して，田代報告では公

正価値（時価）の解釈にあたってのフレー

ム・オブ・レファレンス（準拠枠）としての

概念フレームワークの整備が主張され，坂本

報告ではサブプライム・ローンの証券化に伴

う特別目的事業体の連結の範囲を取り扱った

IASB公開草案ED10「連結財務諸表」の意

義と問題点を浮き彫りにした。

「論点2」に関して，星野報告では「金融

危機―企業の含み損の拡大」による金融機関

や経済実態に対する影響に対処して，マクロ

世界同時金融危機と国際会計

図表1 世界同時金融危機と国際会計―論点と課題
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レベルでの自己資本の増強と不良債権処理が

求められ，また，グローバルレベルでは自己

資本比率規制と金融規制の国際的調和化の必

要性が論じられた。

さらに，「論点3」の会計士業務・監査に

関して，猪鼻報告ではゴーイング・コンサー

ン問題や公正価値の見積り問題など世界同時

不況で各国に共通する会計・監査上の問題点

が提示され，複雑化した金融・証券市場の中

で会計士に求められる論理的思考や能力が指

摘された。また，池田報告では，「活発な市

場がない場合の公正価値測定」とソフト会計

情報の監査・リスク管理体制のあり方が究明

された。

これを受けて，「論点4」では金融危機の

経験を踏まえて国際会計基準導入への対応と

課題が提示された。この中で，野村報告では

プリンシプル・ベースの IFRSの導入を前

提とした企業経営者や投資家の姿勢のあり方

を強調されたのに対して，田代報告では

IFRSアドプションと併せて日本基準を併用

する併用型財務報告の構築も検討すべきこと

が主張された。加えて，星野報告では，金融

規制の統一化を図りつつ，金融機関・金融商

品の特性を考慮した会計基準の統一化の必要

性が指摘された。

以上，本報告での論者の視点と論点を受け

て，卑見を2つ，3つ述べてみたい。

3. 公正価値会計のフレーム・

オブ・レファレンス

商・製品や有形固定資産に基礎づけられた

国内指向プロダクト型経済から，1970年代

以降のグローバル資本市場を背景としたファ

イナンス型経済への市場経済の変化を受けて，

大きく注目されるようになったのが公正価値

会計である。キャッシュ・フローへの即時的

転換を意図しないプロダクト財は本質的に取

得原価による測定を基軸とするのに対して，

本来的に「キャッシュ・フローの塊」をなす

ファイナンス財では，将来キャッシュ・フロ

ーの前取り計算をなす公正価値ないし時価が

最も適合性ある測定属性をなす。このような

公正価値会計のフレーム・オブ・レファレン

ス（準拠枠）を示したのが，「図表2」であ

る。

これより，公正価値会計は次のように意義

づけ，特徴づけることができる。

⑴「目的」―公正価値会計は金融商品の価格

変動による評価損益を発生時にタイムリー

に伝達することによって，企業の財務業績

を的確に反映するとともに，金融商品の価

格下落に伴う企業のリスク・ポジションを

適時に把握することによって情報利用者の

意思決定やリスク管理に資する。

⑵「対象」―ボラティリティ（価格変動性）

と換金可能性（流動性）が高く，短期的・

単発的投資効率性の追求を図る金融商品

（金融財）を対象とする。これはボラティ

リティと換金可能性が相対的に低く，長期

的・継続的物的効率性を追求する商製品・

設備等（有形財）とは財の本質的属性が相

違している。

⑶「手段」―異なった属性に対しては異なっ

た測定ルールの適用が求められる。金融商

品に最適な測定ルールは公正価値である。

自発的な当事者による独立第三者間取引に

おける交換（決済）金額としての抽象的・

一般的公正価値概念は，権威ある基準セッ

ターの視点という媒介ルールを通じて，複

数の具体的・個別的公正価値概念に変換さ

れる。

⑷「効果」―金融商品は，その保有目的にか
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かわらず，本来，すべて公正価値（時価）

で測定され，評価差額は当期の損益として

認識されなければならない。このような公

正価値評価額の変動リスクは，ある単一時

点での金融商品の価値変動を事後的に捉え

た事後的リスク・エクスポージャーを示す

ものであって，評価額の将来的ボラティリ

ティを反映するものではない（古賀

2009）。

⑸「伝達」―金融商品の公正価値は，期待市

場収益率で割り引いた将来キャッシュ・フ

ローの現在価値に等しい。この場合，期首

と期末のそれぞれの時点で期待される市場

収益率で割り引いた将来キャッシュ・フロ

ーの差額（期首と期末の貨幣資本の差額）

が包括利益として算定される。これは原価

主義会計のもとでの収益と費用との対応ア

プローチに対して，ストック量としての資

産・負債に焦点を置く資産・負債アプロー

チの利益計算に整合する。

今般の金融危機を契機とした公正価値測定

の一時停止や再分類提案の基底には，とくに

「手段」としての公正価値概念の曖昧さと評

価の技術的困難性に加えて，瞬時的・一時的

な市況変化を映す公正価値会計に対する根強

い不信感がある。前者の評価の困難性につい

ては市場が存在しない証券化商品など多くの

金融商品にとってそのハードルは容易ではな

い。他方，後者の公正価値変動に伴う利益数

値等のボラティリティの問題は，金融商品の

対象となる市場特性と財の本質的属性を反映

する当然の結果をなすものといえる。要は，

金融危機という特殊な状況下での公正価値会

計のあり方の議論も，公正価値会計の全体的

図表2 公正価値会計のフレーム・オブ・レファレンス
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枠組みの中でその可否を検討すべきと考える

ものである。

4. 国際会計基準と公正価値会

計の拡充可能性

公正価値会計の拡充可能性は，大きく次の

ような方向で展開され得るであろう。

⑴トレーディング（売買）目的の金融商品か

ら，株式報酬・その他金融商品を包含する

方向での拡充可能性：理論的には，高いボ

ラティリティと換金可能性をもつすべての

金融商品は公正価値（時価）で評価される

べきである。従来の会計基準では，公正価

値で評価されるのは，デリバティブや売買

目的有価証券など経常的トレーディングを

目的とした金融資産に限定され，満期保有

債券等は満期保有という投資者の意図を重

視して原価（償却原価）によるものとされ

る。しかし，金融商品の属性を有するすべ

ての金融商品は，本来，その保有目的の如

何にかかわらず，公正価値で評価すること

が望ましい（詳細は，拙稿2000，29-30頁

を参照されたい）。

⑵金融財から投資不動産（準金融財）を包含

する方向での拡充可能性：駐車場賃貸用の

土地等の投資不動産は，形
・
態
・
的
・
には生産財

というプロダクト財と同様であるのに対し

て，その機
・
能
・
的
・
，実
・
質
・
的
・
側面からは将来キ

ャッシュ・フローの回収というファイナン

ス財としての特性をもった「準金融財」で

あるので，金融商品と同様に公正価値で評

価することが適切である。

⑶投資不動産から農作物・有形固定資産の再

評価を包含する方向での拡充可能性：実務

慣行上，バイオ・農作物等の評価額は公正

価値（時価）に依拠する他はなく，また，

有形固定資産の評価替（評価益の計上）も

イギリス・オーストラリア等において代替

的処理方法として認められてきた。

「図表3」は，以上の公正価値会計の拡充

化の方向を図示するものである。

以上の議論は，公正価値会計の拡充化が無

制限に展開されることを意味するものではな

い。先に述べたように，原則は異なった属性

に対して異なった測定ルールを適用すること

であり，公正価値会計の適用範囲も金融財な

いしそれに準ずる範囲に限定されることにな

る。実際，国際会計基準においても再測定基

準として公正価値会計が本格的に台頭するこ

とになっ た の は，金 融 商 品 会 計 基 準

（IAS39）であり，商・製品や生産財といっ

たプロダクトについては，ごく例外的に，ま

た，限定的な範囲で用いられてきたにすぎな

い（詳細は，拙稿2008を参照されたい）。

国際会計基準における公正価値会計は，当

初，非貨幣的対価の測定基準（IAS16，

IAS32，IFRS3等）や複合取引コストの配

分基準（IAS32，IFRS3等）といった限定

的・部分的・任意的な適用形態から，金融商

品の再測定基準（IAS39 等）といった包括

的・全体的・強制的適用への展開が認められ

る。とくに20世紀末以降のグローバル指向

のファイナンス市場の発展とともに，ファイ

ナンス財が最適株主価値の獲得をめぐって国

境を越えてグローバルに市場を駆けめぐり，

投資指標としての公正価値が測定基準として

国際会計基準においても大いに注目されるこ

とになった。

5. プロローグ－IFRS導入と

財務報告システムのあり方

金融危機を超えて，いまや IFRSアドプ
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ション時代にいかに対応すべきかが喫緊の課

題となっている。IFRSは基本的にはアング

ロサクソン文化に基礎づけられたものではあ

るが，グローバル資本市場において何らかの

合意のもとで成立した会計的規約であり，ル

ールである。その限りでは，好むと好まざる

とにかかわらず，IFRSはグローバル・ファ

イナンス・プレイヤーのファイナンス言語と

して共通のコミュニケーション手段をなす。

要は，IFRSアドプションを見据えた上で，

いかにしてわが国に最適な財務報告・開示シ

ステムを構築するかであり，明確なグローバ

ル経済戦略に立つ最適開示戦略のグランドデ

ザインを描くことができるかということであ

る。

このようなグランドデザインは，少なくと

も次の3つの分析視点に留意しつつ，描かれ

るべきと考える。

⑴ 企業の属性（公開会社・非公開会社）や

規模に即した会計処理・開示システムの階

層別構築：財務報告システムは，その目的

や主たる活動の場，情報利用者のニーズ等

の条件に枠づけられつつ，階層的に構築さ

れることが期待される。この場合，ごく一

般的には，上場大企業，非上場/中堅企業，

および小規模企業といった公開・非公開別，

規模別に3階層別会計基準の策定が想定さ

れるところである。

⑵ 文化的特性を考慮した会計・開示システ

ムの構築：会計基準は，一方では，情報利

用者の意思決定の促進に向けて「比 可能

性」が重要になるが，他方では，各国の経

済や社会・法制度等の文化的特性を看過し

得ない。とくにグローバルな資金調達とは

無関係な中堅・小規模企業にとって，わが

国の経済的実態を反映した財務報告の「独

自性」が一層強調される。

⑶ 財の特性に注目した「原価」対「時価」

の並存：財の特性に照らして，「有形生産

財―原価」と「金融・無形財―公正価値」

との棲み分けによる原価・時価並存会計が

求められる。

会計のグローバリゼーションとは，単に国

際的ファイナンス言語としての IFRSに機

械的・形式的に準拠することではない。

IFRSの導入の有無にかかわらず，各企業そ

図表3 公正価値会計の拡充可能性
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れぞれの特性に応じて事業の説明責任と情報

の国外発信をなし，ステークホルダーの期待

に応えることこそ，真のグローバリゼーショ

ンと言えるであろう。
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