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<研究ノート>

中小企業の会計基準に関する一考察

上江洲由正

はじめに

中小企業庁の 2012年版中小企業白書によれば、わが国の中小企業は非一次産業として分類

されている約 421万の企業のうち、実のその 99.7%を占めている。これらの中小企業はオー

プンシステムとしてそれ相当の利害関係者と関わりながら経営活動を行っているので、信用目

的、租税目的等々のために計算書類を作成する必要がでてくる。その計算書類の作成にあたり

拠りどころなるのが会計基準である。計算書類作成のルールとして「固定資産の減損に係る会

計基準」など、諸々の会計基準が企業会計審議会や企業会計基準委員会によって制定されてい

るが、これらの会計基準(以下、「企業会計基準jという。」は、上場企業や金融商品取引法適

用企業(上場企業以外)等のいわゆる大企業に適用されるのを前提に制定されているので、い

ずれも内容的に詳細なものであるという特徴がある。

しかるに中小企業が、企業会計基準、例えば「固定資産の減損に係る会計基準Jに基づき、

減損会計を実施しなければならないということになると、資金面や人材面で限界がある中小企

業にあっては、このような詳細かつ難解な会計基準は適用されることなく、一顧だにされない

可能性が高くなると思われる。

そこで、大企業属性と中小企業属性とを識別して基準設定を行う「特定基準アプローチJ<注 1) 

に基づき、中小企業の会計処理の拠りどころ(以下、「中小会計基準」という。)を策定するこ

とが必要となるが、そのような考えの下で公表されたのが「中小企業の会計に関する指針J(以

下、「指針Jという。)である。「指針jは平成 17年に公表され、その後 6次の改正を経て平成

25年に最終改正版が公表されている。しかるに、平成 24年に中小会計基準として「中小企業

の会計に関する基本要領J(以下、「要領」という。)が公表されている。中小企業向けの会計

基準として「指針」がありながら、なぜ新たな「中小会計基準jとして「要領」が作成された

のであろうか。

中小会計基準については制度面からのアプローチを中心に多くの先行研究があるが、本稿で

は、「指針」は「企業会計基準jの簡略版であるとの位置づけのもと、両者の一貫性あるいは

整合性が会計処理でどのように確保されているのかを、いくつかの具体的な会計処理に基づき

みてみることにする。次に、高度な会計処理が簡易化された「指針」が中小企業にどのように

受け入れらているかを概観し、「要領」作成にいたるある種の必然性を捉えてみる。そして、「要

領」であるが、本稿では「指針」とは対照的に中小企業の会計実務を積み上げた形で作成され

ている「要領」は、どのようにしてその実行可能性を高めようとしているのかを、いくつかの

具体的な会計処理に基づきみてみることにする。以上の考察に基づき、最後に、併存している

2つの中小会計基準の今後の方向性を考えてみることにする。

(注¥)武田隆二「中小企業会計の必要性J(武田隆二編著『中小会社の会計』、中央経済社、平成 15年所収、 29頁)
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1. i中小企業の会計に関する指針」の全体像

(1) r指針」制定の背景と総体的特徴

平成 17年8月に日本税理士連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計

基準委員会の 4団体によって「中小企業の会計に関する指針Jが公表された。「指針jが制定

された背景には、中小企業の会計に関する内在的要因や中小企業を取り巻く法的・社会経済的

環境の変化による要因がある。

まず、 rr中小企業の会計に関する指針jの公表についてjによれば、中小企業の会計処理に

ついては、従来、①中小企業庁の「中小企業庁の研究会報告書j、②日本税理士連合会の「中

小会社会計基準」、③日本公認会計士協会の「中小企業の会計のあり方に関する研究報告jの

3つが存在し、そのことによって中小企業会計に混乱が生じ、それらを統合する必要性が多方

面から指摘されていた。また、会社法において、取締役・執行役と共同して計算書類を作成す

ることを職務とする「会計参与制度jの導入が提案されたことから、同制度の適正な運用を図

るため、会計参与が拠るべき統一的な会計処理の指針を作成することが期待された。

さらに、電磁的方法による開示・公開の基礎となる計算書類の社会的信頼性確保の必要性、

および国際会計基準への準拠として相次いで制定された会計ビッグバンと称される新会計基準

が「会計基準の過重負担」となるのを回避するため(注2)等々の理由で作成されたのが中小企

業の会計に関する指針であった。

以上のような背景の下で作成された「指針jは、その目的として、「中小企業が計算書類の

作成にあたり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものである。このため、中小企業は、

本指針に拠り計算書類を作成することが推奨されるJということを掲げ、統一的会計処理の拠

りどころが必要ではないかとの要請に応えようとしている。「指針」はさらに続けて、「会計参

与が取締役と共同して計算書類を作成するに当たって拠ることが適当な会計のあり方を示すも

のである。」との目的も掲げ、会計参与が拠りどころとすべき会計処理の指針作成の要請にも

応えようとしている。また、「指針」は「このような目的に照らし、本指針は、一定の水準を保っ

たものとする。Jとも述べ、計算書類の社会的信頼性の確保も達成しようとしている。

ところで、中小企業の会計処理の拠りどころとして「一定の水準を保ったJ会計基準を作成

するための方法として、 トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチがある。それ

ぞれのアプローチの特徴について、河崎は以下のように述べている(注3)。

トップダウン・アプローチは大会社会計基準から出発し、その簡素化によって中小会社会計

指針を形成するアプローチである。これに対し、ボトムアップ・アプローチは、中小会社の属

性を検討することから出発し、中小会社に固有の会計基準を生成するアプローチをいう。トッ

プダウン・アプローチは大会社会計基準の中から中小会社に「適切なj基準を選別する方式で

あるのに対し、ボトムアップ・アプローチは中小会社に「最適なJ基準を生成する方式である。

トップダウン・アプローチは大会社会計基準との「一貫性」を重視するのに対し、ボトムアップ・

アプローチは会社属性を重視する。例外的処理について、 トップダウン・アプローチは、中小

会社に固有の会計処理(例えば、簡便な会計処理)を例外とみるのに対し、ボトムアップ・ア

プローチは大会社に固有の会計処理(例えば、連結会計や退職給付会計)を例外とみる。

Ui'2)武田隆二「中小企業会計の見直しの必要性J(武田隆二編著、前頁、 20頁)

lil' 3)河崎照行「中小会社会計指針の制度と理論J(武田隆二編著『中小会社の会計指針』、中央経済社、平成 18年所収、38頁)
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このように、 2つのアプローチには両極的な相違がみられるが、「指針J作成の方法論的特

徴はトップダウン・アプローチとなっているところにある。したがって、「指針Jは大企業向

けの企業会計基準を要約・簡略化する形で作成され、公表されている。これは、中小企業の会

計処理の加重負担を相当程度軽減するためであるが、いずれにせよ「指針」の大本としての会

計基準は、企業会計審議会や企業会計基準委員会が制定した企業会計基準となっている。とこ

ろで、企業会計基準は国際会計基準とのコンパージェンスにより影響を受けるので、企業会計

基準が改正されると、それと対応する形で「指針Jも改正されることになる。事実、「指針J
は平成 17年の制定以来、平成 24年を除いて、毎年改正が行われいる。したがって、「指針」

は国際会計基準の影響を、企業会計基準を媒介に、間接的ながら受けるということになる。

次に、「指針Jが拠って立っている基本的考え方であるが、「指針jはトップダウンによる企

業会計基準の簡略版となっていることに規定されて、「取引の経済的実態が同じなら会計処理

も同じになるよう、企業の規模に関係なく会計基準が適用されるべきである。J(6項)との基

本的考え方、すなわち、大企業向けの会計基準の枠組みの中で中小会計基準は作成されるべき

であるというシングル・スタンダードの考え方に立っている(注4)。もっとも、「指針Jはシングル・

スタンダードの適用を厳格に求めているのではなく、一定の場合にはコスト・ベネフィットの

観点から、会計処理の簡便化や法人税法による処理の適用を認めはている。しかし、このよう

な処理はあくまでも例外的会計処理であり、限定的な適用となる。

シングル・スタンダードとの関連で、「指針Jは、本指針の記載範囲及び適用に当たっての

留意事項として、本指針で記載されていない点については「本指針の作成に当たっての方針」

の考え方に基づくことが求められる、と述べている。したがって、「指針Jに記載がない項目

の会計処理については、「シングル・スタンダードとしての指針Jの趣旨に基づき、換言すれば、

大企業向け会計会計基準との「一貫性J重視という観点から、企業会計審議会や企業会計基準

委員会が制定した企業会計基準に従うことになる。しかしながら、合理的理由が認められる場

合には、コスト・ベネフィットの観点から、税法基準等の他の簡便な会計処理も認められるこ

とになるが、トップダウン・アプローチに基づいて作成されている「指針」の性格上、これは

あくまでも例外であろう。

(2) i指針」の具体的会計処理の特徴

「指針」は、トップダウン・アプローチに基づくシングル・スタンダードとしての特徴から、

企業会計基準との一貫性をそれなりに確保する形で、具体的会計処理を求めている。そこで、

以下において「指針」の会計処理と「企業会計基準Jとの会計処理の一貫性や整合性がどう図

られているのか、いくつかの会計処理を取り上げ具体的にみてみることにする。

く有価証券〉

「指針」では、企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」と同様に、有価証券を所

有目的別に、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式、その他

有価証券の 4つに分類し、それぞれにつき会計処理を規定しているが、貸借対照表価額および

(注4)r指針Jがシングル・スタンダードで、「要領jがダブル・スタンダードであるという、そのような見方の議論については、

竹中徹「中小企業の会計に関する基本特性と制度会計における意義Jr産業経理』第72巻 l号 (2012年4月)および

万代勝信「中小会計要領と中小会計指針の棲み分けの必要性Jr企業会計』第64巻 10号 (2012年 10月)参照。
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評価差額の処理については基準 10号とほぼ同様である。すなわち、売買目的有価証券は時価

評価、満期保有目的の債券は取得原価(ただし、償却原価法の適用あり)、子会社株式及ぴ関

連会社株式は取得原価、その他有価証券は市場価格があるものは時価(市場価格がなければ取

得原価)となっている。純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効

果会計を適用しなければならない。ただし、市場価格のあるその他有価証券を保有していても、

それが多額でない場合には、取得原価をもって貸借対照表価額とすることができる、となって

おり、金額の重要性の観点から簡便な方法も認められている。なお、有価証券を売買目的のも

のとするか、あるいはその他有価証券とするかによって評価差額の会計処理が異なってくるこ

とから、「指針」では、これら有価証券の区分を法人税法の規定に従って分類することも認め

られる、としている。このように、「指針」では有価証券についても、大筋で企業会計基準と

の整合性が図られている。

く棚卸資産〉

企業会計基準第 9号「棚卸資産の評価に関する会計基準Jは、範囲 (3項)で棚卸資産の定

義をおこなっている。これと対応する形で「指針Jでも、棚卸資産の範囲 (25項)で定義を

行っている。棚卸資産の範囲で両者には若干の相違があるが、大筋では整合している。棚卸資

産の評価方法して、基準9号では、個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元法の 4つが認

められている。そこで、「指針」でも棚卸資産の評価方法 (28項)は、基準 9号に倣い、個別法、

先入先出法、総平均、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしてい

る。法人税法で認められ、中小企業の会計処理でもよく用いられている最終仕入原価法は、基

準 9号が認めていないことから「指針Jでも原則的に認められていないのである。もっとも、「期

間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることができる。J(28項)

が、中小企業に固有の会計処理は例外とみる「指針Jの立場がここによく表れている。さらに、

通常の販売目的で所有する棚卸資産の評価について、基準 9号では「当該正味売却価額をもっ

て貸借対照評価額とする。jとなっているが、「指針」では取得原価を貸借対照表価額としている。

ただし、「指針」では、「期末に時価が帳簿価額より下落し、かつ、金額的に重要性がある場

合には、時価をもって貸借対照表価額とする。J(28項(1))となっている。このように、棚卸

資産の貸借対照表価額については、企業属性の観点から相違がみられる。ただ、時価については、

「指針Jでも「時価とは、原則として正味売却価額をいう。J(28項 (2)) となっており、ここ

では「指針jと「企業会計基準」との整合性がみてとれる。

く引当金〉

「指針」は引当金に関し 48項で、企業会計原則と同様に 4つの引当金設定要件を満たしてい

るものは計上しなければならないとしている。引当金設定要件とは①将来の特定の費用又は損

失であること、②発生が当期以前の事象に起因していること、③発生の可能性が高いこと、④

金額を合理的に見積もることができること、の 4つである。そして、「指針Jではこれら 4つ

の要件に該当して計上される引当金を評価性引当金と負債性引当金の 2つに分類している。引

当金については、平成 10年以降の一連の法人税法改正により、今日では法人税法上は貸倒引

当金と返品調整引当金の 2つだけが損金算入(限度額あり)が認められている。しかるに、「指

針Jでは、特に負債性引当金に関し、賞与引当金等の法的債務(条件付債務)である引当金は、
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負債として計上しなければならないし、修繕引当金のように、法的債務ではないが、将来の支

出に備えるための引当金については、金額に重要性の高いものがあれば、負債として計上する

ことが必要である、と述べ、法人税法の規定にかかわらず、適正な経営成績や財政状態の表示

の観点、すなわち、企業会計原則や「企業会計基準」との整合性の視点から、引当金の計上を

要請している。

退職給付債務・退職給付引当金については、「指針Jは企業会計基準第 26号「退職給付に関

する会計基準Jとの整合性の観点から、確定給付型退職給付債務の会計処理として、原則法に

よることとしている。すなわち、退職時に見込まれる退職給付総額のうち、期末までに発生し

ていると認められる額を一定の割引率および予想残存勤務期間に基づいて割引計算した退職給

付債務に、未認識過去勤務債務及ぴ未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を

控除した額を退職給付債務に係る負債(退職給付引当金)として計上する。ただし、一定の場

合には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法(簡便的方法)を適

用することができる。確定拠出年金制度を採用している場合には、基準第 26号と同様に、掛

金を費用処理する。このように、「指針」における退職給付債務・退職給付引当金は「企業会

計基準Jとかなりの整合性が図られているが、それだけに原則法による具体的な会計処理にあ

たっては、かなりの専門的な知識や技法が求められるものと思われる。

くその他〉

「指針」では、会計基準はシングル・スタンダードであるべきとの観点から、「要領Jにはな

いいくつかの会計処理についての記載がある。その主なものを挙げると、デイリバテイプ取引

による正味の債権及び債務には、時価評価が求められている (16項)。固定資産の減価償却に

ついては、耐用年数にわたる継続的・規則的な償却が求められている(固定資産・要点)。さらに、

「税金費用・税金債務J(58、59、60項)、「税効果会計J(61から 66項)、「組織再編の会計(企

業結合会計及び事業分離会計)J (80、81項)の適用が求められている。なお、企業会計基準

第 18号「資産除去債務に関する会計基準Jで、「資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、

開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上する。」ことが求められているが、「指

針Jでは資産除去債務の取り扱いについては、今後の我が国における企業会計慣行の成熟を踏

まえつつ、引き続き検討することになっている。

(3) r指針」の現状分析

企業会計基準の簡略版としてトップダウン・アプローチで策定された「指針」はそれほど普

及することなく、今日に至っている。「指針」が会計実務に浸透しなかった理由はいくつか考

えられるが(注5)、ここでは「平成 21年度中小企業の会計に関する実態調査事業集計・分析結

果報告書J(以下、「分析結果報告書」という。)に基づき、主に中小企業の実態あるいは属性

の面からみてみることにする(桟6)。

lit5l万代は、平成22年2月開催の「中小企業の会計に関する研究会J(中小企業庁)において配付された資料に基づき、

①中小企業の属性によるものとして、経理担当者が 1名以下の企業が約7割を占めている、金融機関など取引先が限

定的である、所有と経営が一致している等、そして②会計基準によるものとして、会計基準の内容が複雑である、会

計処理にあたって選択の幅が狭まる、税務会計との議離が拡大している、会計基準の改廃によりコスト負担が増加す

る等、をその理由として挙げている。万代勝信「中小企業会計要領の制定の経緯と概要JrZEIKEN.I第 163号 (2012

年5月)27頁。

司
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まず、「指針Jに準拠した計算書類の作成状況(拡大推計後)であるが、回答企業の 10.5%が「完

全に準拠」しており、 11.4%が「完全に準拠していない。主旨を理解して決算書を作成」しており、

6.1%が「完全に準拠していない。保証料割引や金融機関の融資商品を利用」している。「指針」

へ「完全に準拠jと「一部準拠」の合計は 28.0%となっている一方で、「準拠していないjと「税

理士に一任しているため分からないJと回答した企業の合計は 70.6%となっている。したがっ

て、約4杜に 1杜が程度の差はあれ「指針jに準拠した会計処理を行っていることになるが、

その数は決して多いとはいえないであろう。

「指針」に準拠しない理由については、「税法基準により作成しているからjが49.4%、「経

理担当者がいない/少ないから」が 14.6%、「対応できるシステムがないから」が 13.5%となっ

ている。「指針jに準拠するにあたって、中小企業では「人材不足J1資金不足」がネックになっ

ていると思われる。

「人材」に関しては、「経理財務に関する体制について(拡大推計後)J によれば、経理財務

担当の人員は 11人jが 62.0%となっており、 10人」も 7.3%となっている。したがって、

約 70%の企業において、経理担当は 1人以下となっており、ここに中小企業の「人材不足J

が知実に表れている。

今後、「中小企業の会計に関する指針jに対して望むことについてであるが、 34.4%が「極

力簡便な会計処理とする視点を重視して欲しい」、 21.7%が「税務会計で十分である」と回答

している。「上場企業に近い会計処理とする視点を重視して欲しいJとの回答はわずか4.4%

にとどまっており、「指針Jのさらなるグレードアップはほとんどの中小企業が望んでいない。

「指針」普及の一つの鍵となる「会計参与jの導入状況についてであるが、「既に導入しているJ
のは 7.6%にすぎず、 42.6%が「導入を考えていない」、 27.0%が「制度を知らなかったので検

討していない」と回答しており、会計参与制度の普及はそれほど進展していないようである。

なお、会計参与の設置を考えていない理由について、「現状に問題がないJが 62.3%、「設置に

よる効果が予想しにくい」が47.2%、「税理士等への費用負担が予想しにくい」が20.7%となっ

ている。会計参与制度が中小企業にそれほど受け入れられないのであれば、会計処理の方法と

して会計参与が拠るべき「指針jの活用度合いもそれほど高まらないと思われる。

参考までに、決算書の開示先についてみてみると、「主要取引金融機関jが 85.7%、「役員(代

表者を除く )Jが58.4%、「株主・親会社Jが57.3%、「その他の金融機関jが40.8%となっている。

このように中小企業の計算書類の開示先は極めて限定的である。なお、決算書等の開示理由に

ついては、「金融機関からの資金調達を行うため」が 80.1%、「株主や親会社への説明資料とし

て提示するためjが 51.2%、「適切な経営判断を行うため」が42.2%、「企業の経営状況を適切

に把握するためjが41.7%となっている。

「指針jは、中小企業にとって拠ることが望ましい会計処理として作成されたものであるが、

トップダウン・アプローチによる企業会計基準の簡略版ということから、中小企業の実態や会

計実践とかけ離れたものとなっているのではないかと思われる。「税法基準で作成している」、

「経理担当者が l人以下の企業が約 70%J、「対応できるシステムがないj、「簡便な会計処理を

指向して欲しいJ、「会計参与を設置していないj等々の理由で、「指針Jへ準拠しているのは

「一部準拠Jを含めても回答企業の 28.0%に留まっているのが、そのことを何よりも物語って

(川)I平成 22年度中小企業の会計に関する実態調査事業集計・分析結果報告書」も公表されているが、「指針Jの現状は

平成 21年度版からの方が掴みやすいと思われるので、それを使うことにする。
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いるのではなかろうか。事実、主として中小企業関係者から、「指針jは、「多くの中小企業に

とって、高度かつ複雑、経営者が理解しにくい、会計処理の幅が限定的である。中小企業の商

慣行や会計慣行の実態に必ずしも即していない部分がある等の指摘がなされている。J(fT中小

企業の会計に関する研究会中間報告書」の概要J)

そこで、中小企業の身の丈に合った使いやすい会計処理の拠りどころの必要性に応えるべく、

中小企業の新たな会計ルールとして作成されたのが「要領jである。

2. i中小企業の会計に関する基本要領」の全体像

(1) i要領J制定の背景と総体的特徴

平成 24年2月に「中小企業の会計に関する検討会J(金融庁、中小企業庁)から「中小企業

の会計に関する基本要領jが公表された。「要領jは「中小企業の多様な実態に配慮し、その

成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処

理や注記等を示すのものJ(1項)として作成されたものであるが、それは以下の考えに立っ

ている。

①中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握

に役立つ会計

②中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計

③中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会

社計算規則に準拠した会計

④計算書類等の作成負担は最小限にとどめ、中小企業に過重な負担を課さない会計、と

いった 4つの考えに基づいて作成されている。

このように、「要領j も「指針Jと同様に大企業属性と中小企業属性とを識別して基準設定

を行う「特定基準アプローチ」に基づいて作成されている。しかし、「要領J作成のアプロー

チは「指針」とは異なり、中小企業の会計に関する実態調査等に基づき中小企業の属性を十分

に把握した上で、中小企業の会計慣行の中から実行可能性の高い中小会計基準を積み上げる形、

すなわちボトムアップ・アプローチで作成されているところに大きな特徴がある。

「要領」は中小企業の属性を捉えて作成されていることから、「記帳の重要性J(8項)が認

識され、それが反映されたものとなっている。すなわち、中小企業はほとんどの場合、内部統

制制度が整備されておらず、所有と経営も分離されていない。そこで、経営者の独断専行的な

経営が行われたり、経営者にとって都合のいいような怒意的な会計処理が行われたりすると、

計算書類の信頼性が損なわれ、経営者が自社の経営状況を適切に把握することが困難になり、

企業の継続性に問題がでてこないとも限らない。そこで、「要領」は「記帳は、すべての取引

につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳

簿を作成しなければならないJ(8項)としている。さらに、中小企業の企業特性ゆえに、経

営者がその時々の都合に応じて安易に会計操作することも考えられることから、それを排除す

るために、会計処理の方法は、変更の合理的な理由がない限り、「毎期継続して同じ方法を適

用するJ(4項 (2)) ことも求めている。

ところで、中小企業の決算書の開示先には、「指針の現状分析」の箇所でみたとおり、「主

要取引金融機関」が85.7%で、その開示理由については、「金融機関からの資金調達を行うた
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めjが 80.1%となっていた。このことは、中小企業の計算書類の開示対象者は極めて限定的で、

資金の調達も圏内での間接金融に限定されていることを示している。しかも、「指針」のよう

な「中小会計基準jの頻繁な改正は、中小企業に会計処理変更に伴う「会計の過重な負担」を

あたえてしまう。そこで、「要領」は、この「中小会計基準jを安定的に継続利用可能なもの

とするとの観点から、国際会計基準の影響を受けないものとしている。 (6項)

(2) r要領」の具体的会計処理の特徴

「指針jの具体的会計処理の特徴と対応させる形で、有価証券、棚卸資産、および引当金に

ついて、中小企業にとって負担のない会計処理を実現するために、「要領jでの会計処理は具

体;的のどうなっているのかをみてみる。

く有価証券〉

有価証券は「指針」では、「金融商品に関する会計基準jと同様に、所有目的別に 4つに分

類されていたが、「要領jでは所有目的別に有価証券を分類するということは行われていない。

「有価証券は、原則として、取得原価で計上する。J。そして、法人税法の規定にある「売買目

的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。J(5項(1)，(2))としか記述されていない。

したがって、法人税法上の売買目的有価証券の評価は「指針jと同様であるが、その他有価証

券は、市場価格があっても、原則として、取得原価で評価されることになる。また、「要領」

では、満期保有目的の債券に償却原価法が適用されることはない。なお、時価が著しく下落し

た場合の評価は「指針」、「要領jとも同様となっている。いずれにせよ、有価証券の会計処理

については「要領」は「指針」より簡便化されている。

く棚卸資産〉

「指針jでは、 25項で棚卸資産の定義を行い、「棚卸資産とは通常の販売目的(販売するた

めの製造目的のを含む。)で保有する棚卸資産をいうものとする。」としている。しかるに、「要

領」では、「商品、製品、半製品、仕掛品、原材料等の棚卸資産は」という形で、その種類が

例示列挙されているだけで、定義は行われていない。評価方法として、「指針」では条件付き

で認めらていた最終仕入原価法が「要領」では個別法や先入先出法等と同列に、すなわち例外

扱いされることなく、選択適用が認められている。「要領jは中小企業の実務における会計慣

行を十分に考慮しているということが、ここに表れている。

棚卸資産の評価について、「指針」では一定の条件を満たす場合には時価評価されるが、「要領J
では、「棚卸資産の評価基準は、原価法又は低価法による。J(6項(1))となっており、低価法

は選択適用となっている。したがって、「要領Jでは低価法を選択適用し、時価が原価を下回っ

ている場合にのみ、時価評価されることになる。なお、「要領」における時価については、「売

価か最近の仕入金額Jとなっており、販売市場だけでなく、購入市場における価格も時価とし

て認められていることから、「指針jよりその範囲は広くなっている。このように、棚卸資産

の会計処理については、「要領jでは中小企業が会計的負担をほとんど感じることなく実施で

きるよう、実行可能性の高いものとなっている。
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く引当金〉

「要領」では、 11項(1)で「指針」同様に企業会計原則の 4つの引当金設定要件を満たしてい

るものは、当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部または資産の部に記載することを求めて

いる。しかし、「要領」では引当金の計上について「重要性の原則jの適用を認め、金額的に

重要性が乏しいものについては、計上する必要はない、としている。

退職給付債務・引当金に関しては、「指針Jでは退職一時金制度の会計処理の簡便的方法と

して「期末自己都合要支給額をもって退職職給付債務とすることが認められる。Jとしている

ので、期末自己都合要支給額と退職給付債務は同額になり、後者が前者より大きくなることも

小さくなることもない。しかるに、「要領」は、退職給付引当金については「退職一時金制度

を採用している場合において、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上す

る。J(11項 (3)) と記載しており、「要領」では退職給付引当金と自己都合要支給額が等しく

ならなくても、前者が後者に基づいて計上されている限り、問題はないということになる。確

定拠出年金制度等を採用している場合には、「指針」と同様に、掛金を費用処理する (11項 (4))。

退職給付債務・引当金の計上には高度な専門的知識や技法が必要となることから、「要領」

では実務的負担を軽減すべく、「指針jよりも簡便で裁量的な会計処理を認めている。

くその他〉

中小企業の実態を考慮、して作成されている「要領」は、中小企業の経常的な経営活動に基づ

く会計処理の拠りどころとして機能することを考えていると思われる。したがって、デイリパ

テイブ取引や、会社の合併・買収・事業分離は、中小企業ではそれほど想定できないことから、

「要領jでは「指針」と違って、これらの会計処理に関しては全く記載がない。「税金費用・税

金債務jや「税効果会計Jについては、会計処理の実務的負担の軽減の観点から、「要領jでは、

これらについても全く記載がない。

なお、減価償却に関しては、「相当の償却を行うJ(8項(3)、(4)) となっている。「相当の償却」

の解釈については議論があるが、「要領jは「解説」の箇所で、「相当の減価償却jとは、一般

的に、耐用年数にわたって、毎期、規則的に減価償却を行うこと、と記述しており、結果的に

減価償却に関しては「指針Jとほぼ同様となっている。

以上のように、「要領」では総体的に「指針jより簡便な会計処理が認められたり、会計処

理の選択適用の幅が広げられている。このような相違は、まず「指針」と「要領jの拠って立

つ中小企業観の違いにあると思われる。「指針」は「会計参与が計算書類を作成するに当たっ

て拠ることが適当な会計のあり方を示すもの」であることから、会計参与制度を導入できるそ

れなりの中小企業を念頭に置いているものと思われるが、「要領」は「指針jと比べて「簡便

な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業jを対象にしている。さらに、この両者は

基準作成のアプローチにも大きな相違がみられる。「指針」は大企業向けの会計基準との一貫

性あるいは整合性を確保するために、 トップダウン・アプローチに基づいて作成されている。

しがたって、「指針jでは中小企業の会計実践は「要領jほど考慮されてはいない。対して、「要領」

は中小企業が会計処理にあたり過重な負担を感じることなく容易に実行可能なものにするため

に、中小企業の多様な会計実務の中から公正妥当なものを抽出するボトムアップ・アプローチ

によっている。最後に、この両者には中小企業の「人材」、特に経理担当者の員数に対する認
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識にも違いが見みられる。「指針jは先ほど述べたように、会計参与を導入できる企業を念頭

に置いていることから、経理担当者の員数はほとんど考慮されていない。対して、「要領」は、

中小企業の会計に関する実態調査に基づき、中小企業の約 70%において、経理担当は 1人以

下という実態を踏まえて作成されている。「要領jの会計処理が「指針」より簡便で弾力的な

ものとして作成されているのは理の当然である。

おわりに

以上みてきたように、我が国では中小会計基準として「指針jと「要領jが併存している。

しからば、この両者の関係は今後どうなるのであろうか。その方向性を先行研究に拠りながら

みてみることにする(住7)。

「指針jと「要領」の併存に関し、いずれかが消滅したり、あるいは一方が他方に収散する

と考えるのではなく、この両者はパラレルな関係を維持するとの考えがある。

河崎は、会計は選択の時代に入っているとの認識の下で、大企業には連結などで IFRSの任

意適用を認めながら、我が国の「企業会計基準Jも存在している。そこで、それとの対応で、

中小企業においても、その実態に応じて「指針Jと「要領Jの選択適用を認めてもいいのでな

いか、との考えを述べている(注目)。この考えの特徴は、「中小会計基準」の併存に関し、何ら

の制度的規制を制定しなくても、中小企業がそれぞれの実態を適切に捉えようとするかぎり、

「指針jか「要領」のいずれかが適正に選択されるはずであり、したがって、両者は存続して

いくとするところにある。

万代も「指針jと「要領jの併存関係を認めており、その点では河崎と同様であるが、両者

の併存関係を維持するためには何らかの制度的規制が必要となるという点で異なっている。す

なわち、中小会計基準として 2つの基準が存在している今日、どちらを利用するかについては

中小企業に任せることも lつの方法であるかもしれない。しかし、会計基準の質に関し市場原

理が働かない中小企業の場合、その選択を中小企業に任せると、より簡便な要領に利用が集中

し、これまで指針を利用してきた企業でさえも要領に移行することが懸念される。これは中小

企業の会計の質を向上させるという観点からは望ましものではない。そこで、 EUにおける企

業規模の分類基準を参考に、我が国でも中小の規模を区分する基準を開発し、それに応じて中

規模企業には指針の利用を、小規模企業には要領の利用を推奨することが必要ではなかろうか(注9)、

と述べている。

以上の論者に共通するのは、「指針Jと「要領jの聞には上下関係はなく、並列的関係で共

存する、との考えに立っているものと思われる。

対して、「指針」と「要領Jは、並列的関係にあるのではなく、そこで記載されている会計

処理の内容からして、上下関係にあるとの考えがある。安藤は、正規の会計基準を l級とすれ

ば、内容的に、「指針」は 2級、「要領」は準 2級といえよう。「要領」が公表されたことで、「指

針jの立場は微妙になった。単純に考えれば、「指針jの廃止という議論もありうる状況である。

しかし、これまでの経緯から、「指針jは「一定の水準を確保しつつ、平易な表現に改める等

(世 7) 阿部勝成 rr中小企業の会計に関する基本要領Jの現状と課題JW会計』第 183巻第 4号 (2013年4月)参照。

(伽)i可崎照行 rr中小企業に会計に関する基本要領」とりまとめの背景と意義JWTAC会報.12012年 6月号別冊、 16頁。

(注 9)万代勝信 rr中小会計要領」と「中小会計指針jの棲み分けの必要性JW企業会計J第 64巻 10号 (21012年 10月)38 

頁~ 39頁。
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により、利用しやすいものとする方針」で改正することになっている。結果として、「指針」と「要

領Jは競合関係になる。両者の存在で中小企業の会計は混乱するか、それとも「指針」が、準

2級と l級をつなぐ存在(2級)として機能するか。未知の実験が始まっている、と述べて

いる(注 1ヘここでは、下層に「要領」が、中間層に「指針Jが、そして上層に「企業会計基準」

が位置していると認識されており、 3つの会計基準は三層構造になっているとの考えが示され

ている。

このように、「指針」と「要領」の位置関係をどうみるかについては、並列的関係と捉える

考えと、上下関係にあるとの考えの 2つがある。この 2つの「中小会計基準」、いずれかの位

置関係を維持しながら共存していくのか、それともどちらかに収徴していくのかは、単に、 2

つの「中小会計基準jが存続していく、あるいは一方が消滅するという次元の問題ではないよ

うに思われる。少々大げさな言い方をすれば、外在的論理の影響を受け「開示指向Jを強めて

いる「企業会計基準jとの関係で、中小企業の会計までその流れに乗るのか、それとも企業会

計原則に代表される内在的論理に基づく「計算指向jの会計に立ち戻るのか、ということに関

わってくると思われる。換言すれば、中小企業の会計基準は、我が国の会計制度という大きな

枠組みの中で、会計基準はシングル・スタンダードとして形成されるべきか、それともダブル

ス・タンダード形成されるべきかという、会計制度のあり方にまで関わってくる問題を含んで

いるものと思われる。そういう意識の下で、この 2つの「中小会計基準」の今後の方向性につ

いては、それぞれの実務への浸透度合いなどを考察しながら今後の検討課題とする。

(住 10)安藤英義 rr中小企業の会計に関する基本要領jの公表Jr産業経理』第 72巻 l号 (2012年 4月)3頁。
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