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Ⅰ　はじめに

夕張市の財政破綻（いわゆる夕張ショック）を受け白熱した、地方自治体へのディス

クロージャー要望に対しては、2007 年 6 月における地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律（以下、財政健全化法という）の成立をもって一つの方向づけがなされたと言えよ

う。これによれば、自治体は公営企業を含めた連結ベースでの指標によって国から財政の

健全度合いを判断されることとなる。このため、これまでそれぞれ別個のものとして扱わ

れてきた、本体である普通会計と特別会計である公営企業会計が、同一の尺度によって評

価されることとなり、必然的に公営企業の経営状態に対して首長によるチェックが強まっ

てくることからも、これまで以上に効率的な運営と、適正なディスクロージャーが求めら

れてくる、と考えられるだろう。

本論では、こうした新しい法制度の成立と住民意識の高まりの中で、地方公営企業、特

に地方公営企業法の適用を受ける公営企業を想定し、その資本概念を紹介した上で、民間

企業会計における概念と比較し、財務情報利用者に対するディスクロージャーの質を向上

させるための資本概念の整備を考察するものである。

Ⅱ　現行法にみる公営企業の位置づけと病院事業

1．地方公営企業法の存在目的と病院事業

地方公営企業法（以下、法という）は、公営企業の存在意義として、経済性の発揮と

公共の福祉の増進を企図している（法第 3 条 1）。民間企業等において通常用いられる意

味での経済性とは投下資本に対する回収額（いわゆる「もうけの度合い」）を表すことが
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1  第 3 条　地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉
を増進するように運営されなければならない。
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多いが、ここでいう経済性とは、単に投入された資源（インプット）に対して提供された

サービス（アウトプット）の度合いを指すのみならず、むしろサービス提供の結果住民

にもたらされたもの（アウトカム）までを求めていると理解すべきであろう。つまり、

NPM（New Public Management：新公共経営2 ）で言うところの 3E（economy：経済

性、effectiveness：有効性、efficiency：効率性）もしくは VFM（Value For Money）の

最大化、である。結局はそれが、もう一つのミッションである公共の福祉の増進を実現す

るものであるにほかならないのである。言い換えるならば、経済性を単に投入に対する産

出の意味で捉えるならば、これは利潤の追求として公的使命と矛盾するものと受け取られ

かねない。しかも、それは公共の福祉の増進とは二律背反のベクトルであり立法趣旨に

鑑みれば、法が（NPM の考え方を前提としたかどうかは別として）そのような無理難題

を公営企業に突きつけているとは考えにくいのである。このことについて瓦田（2005）

は、「地方公営企業の場合は、Economy の観点からコストをもっと下げられなかったか、

Effectiveness の観点から一定の質を維持した生産物をより多く産出できなかったか、更

に Efficiency の観点からコストと生産物の産出量の比率が合理的であったか、そしてそれ

らすべての数値が、最高次元の目的である住民福祉増大の観点から適正であったか否かを

表した用語として「経済性」を定義することになる（p. 101）」と述べている。

ここで、特に病院事業について言えば、その行政的使命として民間病院ではなしえない

不採算医療（高度先進医療・救急医療・リハビリ等）の実施が求められているが、その損

失補てんの意味合いをもって一般会計より毎年度補助金が注入されている。言い換えれ

ば、住民自身の負担によって不採算医療は提供されているのである。このことの根拠につ

いて守屋（1999）は法第 17 条の 2（経費負担の原則）3 を挙げながらも、「経済性に優先し

て医療事業が実施されることによって赤字になることはある。しかし、この特例的財政措

置が例外でなく基本姿勢になっていくことによって赤字体質がふくらんでいくことになっ

てしまう」としている。また、ここでは「病院事業は、人間の生命にかかわるものであ

り、人道性と国民全般の公平性の観点から治療が受けられる機会を維持していく必要があ

る。その場合には採算性は、優先順位が繰り下げられる。ところが、病院事業一般におい

2  玉村（2003）は、NPM を「行政経営に、成果の追求を目指した『改革イニシアティブ（自発的に、
自ら率先して改革を推進しようとする行動）』を引き出す制度設計を行いながら、民間企業で活用され
ている経営理念や改革手法を可能な限り適用することで、行政経営の効率性や生産性、有効性を高めよ
うとする試み全体を総称するもの」としている。

3  第十七条の二　次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は
他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。

 二　当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもって充てる
ことが客観的に困難であると認められる経費

 2　地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は
他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければ
ならない。
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て、採算性が『生命維持』のもとに無視されがちの傾向にある。そこに病院事業の赤字経

営のひとつの原因がある」とも述べている。

また自治体病院経営研究会の調査（2006, pp. 59 ─ 64）によれば、全国自治体病院の中に

占める黒字病院の割合は、昭和 62 年度をピークに年々減少しており、なお厳しい経営状

況が続いている、と言えるだろう。

このように昨今、公立病院の経営状況の悪化が取り上げられることが少なくないが、そ

れが不採算医療による赤字であるのか、それとも経営努力不足によるものであるのか、

これを明確に認識しなければならない。それは、適切な会計情報の把握によってのみ実現

できるものであり、なおかつ適正にチェックされなければならないのである。これによっ

て、3E、つまり公共の福祉にどれだけ貢献し得たのかを住民に対し明らかにしていかな

ければならない。不採算医療に対する一般会計補助金は、総務省通知による繰出基準に

よって算定されているが、自治体本体の税収減もあって今後削減の一途をたどるものであ

ることは明らかである。このような状況下において、病院経営はますますその緻密さを要

求されるだろう。従来のような漫然とした感覚経営では法の目指す経済性と公共の福祉の

実現はほど遠いことを自覚しなくてはならない。

2．地方公営企業における会計制度

（1）地方公営企業における会計制度と企業会計原則

ここで、諸法令から地方公営企業の会計制度を考察すると、法第 20 条もしくは地方公

営企業法施行令（以下、施行令）においては、企業会計原則における真実性の原則、正規

の簿記の原則、資本取引・損益取引区分の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義

の原則を引用していると考えられる 4。企業会計原則を若干修正しながらもほぼ完全な形

で導入することで、法および施行令は何を目指したのか。それは、民間企業会計の正確性

と追及可能性であると考えられる。発生主義の導入によって任意の時点でのストック情報

をより正確に測定することが可能であるし、複式簿記による記帳でフロー情報の網羅性を

図ることが可能となるからである。そもそも企業会計が現金主義会計から発生主義会計に

移行した原因として瓦田（2005）は「第一に信用経済が発達し、物の流れと現金の流れが

一致しなくなったということ、第二に、これがもっとも重要な原因であるが、企業組織の

中で固定資産が増大したことが挙げられる。」と分析し、「固定資産購入には一般に多額の

現金支出が伴うが、もし現金主義会計を採用すれば、固定資産購入時ないし廃棄時に、一

度に多額の費用が発生し、当該機関の利益が著しく縮小することになる。そのために期間

4  瓦田（2005）は、単一性の原則が省略されている理由として、民間企業会計に比べて報告対象が著し
く少ないことを挙げている。

  つまり、今後報告対象が拡大していく中で単一性の原則が求められる可能性はあるということであ
る。
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損益を正常化させる方法として、発生主義が導入され、固定資産原価の期間配分が実施さ

れることになった。（p. 75）」としている。つまり、公営企業においても収益に対する費

用、という概念が前提となる以上、適正な期間損益計算が求められることから、現金主義

ではなく発生主義を採用しているものと考えられるのである。

以上のように、法は公営企業の経済性の発揮に資するものとして、発生主義会計その他

民間企業会計の手法と企業会計原則を導入するものとしている、と言えるだろう。つまり

これは、経営効率を高めるという目的のための手段と解釈できる。

しかしながら、前節で述べたように、今後さらに高まってくるであろう開示要求に応え

ていくためには、経営管理目的の会計だけではなく、外部報告のための会計、をも意識し

ていかなければならないのは明らかである。

（2）米国公会計基準審議会（GASB）の概念報告書と公営企業会計制度

この点に関して米国における公会計の研究例からみると、GASB（Governmental 

Accounting Standards Board：米国公会計基準審議会）の概念報告書 No. 1 によれば、公

会計の目的を「情報利用者が会計責任の評価、経済的、社会的および政治的意思決定をす

るときに役立つ情報を提供すること」としている。つまりそれは「ビジネスタイプの活動

が政府の一部局でなされようと独立した組織でなされようと、政府の一部分であり、公共

的責任を有する」としてガバメントタイプとビジネスタイプとの唯一の差異は「独立採算

制度をとる独立した組織ということだけであり、その他はすべて共通した性質を有するの

である」と前提付けた上で公会計の目的はガバメントタイプであろうとビジネスタイプで

あろうと変わるものではない 5、として外部報告目的を重視する立場をとっているのであ

る。

つまり、地方公営企業においてこれまで経営管理のために用いられてきた会計制度は、

健全化法の成立や住民意識の高まりを受けて、今後は財政状態および経営状況を外部に対

し報告するという役割をより大きく担うべきであり、これを想定した見直しがなされなけ

ればならない、ということである。つまり、住民等にとって理解が容易であり、チェック

が可能となる財務情報を開示することが求められるのである。

では、現行の地方公営企業の会計制度はそのようなディスクロージャーに耐えうるの

か。次節では、民間企業における会計制度と大きく異なるものとして、特に資本の概念を

取り上げ、検証したい。

5  GASB のいうガバメントタイプ、ビジネスタイプとは、米国の基金会計制度にもとづく分類であっ
て、我が国の普通会計、公営事業会計の分類とはやや意味合いを異にするが、ここでいうビジネスタイ
プは我が国の地方公営企業法適用事業とほぼ同義であると解釈する。
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Ⅲ　地方公営企業会計における資本概念と民間企業会計における資本概念

1．民間企業会計における資本概念

民間企業会計においては、国際会計基準とのコンバージェンス（収斂）の流れを受け、

従来の株主持分としての資本概念から、会社法に反映されたように資産・負債の差額概念

（純資産）としての認識を強めている。つまり資産および負債の定義に当てはまらないも

のとして純資産を捉え、これを定義しているのである。企業会計基準委員会（ASBJ）に

よる討議資料「財務会計の概念フレームワーク 6」によれば、資産とは「過去の取引また

は事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源」であり、負債とは「過去の取

引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す

義務、またはその同等物」である、としている。その上で、評価・換算差額等、少数株主

持分などは弁済義務がないことから、負債ではない、純資産であると位置付けている。

これによって資本（純資産）の測定については、資産および負債の正確な測定が前提条

件となったのである。資本（純資産）は、誰の観点から見るかによってその意味合いは異

なる、つまり所有者である株主から見れば純資産は持分を表し、企業もしくは経営者から

見れば資金調達の 1 形態であり、債権者から見ればその回収を担保するものである。いず

れにしても、純資産の測定は大いなる関心ごとであり、その金額の測定のため厳密な資

産・負債の測定を求めるのは自然な要求である。

2．公営企業会計における資本概念

一方で、公営企業会計制度においては、施行令によれば、地方公営企業における資本の

定義は、資産と負債の差額である（施行令 15 条）、として、民間企業会計と同様の立場を

取りながらも、負債の定義のかっこ書きの中で、建設または改良に要する資金に充てるた

めに発行する企業債等は負債から除かれるとしているため、これらは資産・負債差額とな

り結果的に資本としてとらえられている。

これが、いわゆる「借入資本金」と呼ばれるものであり、公営企業を除いて例を見ない

概念でもある。「借入」という名称を用いながら「資本金」に分類されるこの概念は、一

般的に甚だ奇怪なものではなかろうか。この概念は、公営企業会計における利益のとらえ

方から導かれるものであるが、これはつまり、民間企業における利益のとらえ方と異なる

部分でもあるが、一会計期間における収益と費用の差額である利益は建設改良に充てるこ

とで、住民、もしくはサービスの受益者に対し還元されるべきものである、という考えで

6  企業会計基準委員会討議資料「財務会計の概念フレームワーク」（2006, p. 15）
資産・負債の定義において国際会計基準に大きく接近したものとなっている。
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ある。

また、当該企業債を資本の部に計上する論拠として、資本の維持拘束性がある。上述の

利益概念と通ずるところであるが、資本が資産の調達源泉を表す、という意味では、それ

は資金の使途を明確に示しているのである。

3．資本概念に関する検討の経緯

前述 1．2．の整理から、公営企業会計は民間企業会計よりも優れた仕組みである、と

する見解もある。すなわち、民間企業会計ではどの資産にどの調達源泉からの資金を充て

たのかが分からず、ある意味では、現行の民間企業の貸借対照表は、借入金による資金で

あれ株式の発行による資金であれ、すべての資金を丼勘定にて運用していると言える。一

方で、公営企業会計では総資本概念を採用し、現有資産全部についてその確保が求められ

ており、負債および資本は単なる資金の調達源泉を指す、という点で一層明確にその表示

を実現している、というものである（瓦田　2005）。

こうした理由から、借入資本金が資本として認識されてきたわけであるが、民間企業会

計に置き換えてみると、これは元本及び利息の償還を要する長期の借入金であり、固定負

債に分類されるべきものであることは明らかである。なおかつ「過去の取引または事象の

結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはそ

の同等物」という ASBJ の負債の定義にも当てはまる。上述した公営企業における資本維

持の原則は一方で理論立ったものではあるが、住民の理解可能性という点に鑑みると、民

間企業会計に慣れ親しんでいる住民にとっては容易に受け入れ難い現象であると言わざる

を得ないであろう。

平成 13 年 3 月、「21 世紀を展望した公営企業の戦略に関する研究会」による地方公営

企業会計制度に関する報告書（以下、報告書）は、「①運営の現状を踏まえつつ、企業会

計制度との整合性を図り、住民へのアカウンタビリティを一層確保していく観点から現行

の会計制度が抱える課題をどのように解決していくかという視点と、②環境会計など現行

の会計制度に含まれていない情報を情報開示の観点からどのように位置づけていくかとい

う視点を重視」し、諸般の検討を行っているものである（p. 1）。特に、借入資本金の検

討課題について、以下のように述べている（pp. 11 ─ 12）。

①借入資本金である建設改良に充てられる企業債については、前記のような特徴がある

が、現実には債務として償還する義務があるうえ、利子の支払も行っており、負債と

しての地方債と実態的にはかわらない取扱いとなっている。これらの実態からすると

負債として整理されるのが妥当と考えられこれを資本金と整理するのは他に類似の制

度もなく企業会計とのバランスがとれない。

②住民に対するアカウンタビリティの観点からも「資本金」という言葉を用いるのは、

住民の誤解を招きやすい。
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また、瓦田（2005）によれば、民間企業の資本は多様な側面を有しており、資本を定義

するのが最も困難であるが、「それに対して、地方公営企業は私法上の制約もないため、

独特の理論で論理的整合性を図ることが可能である。」としながらも、「ただし、独特の論

理がはたして住民の理解を得られるかどうかは別の次元の問題である（p. 124）」と結ん

でいる。

当該報告書では上述のとおり、その経済的実体と住民に対するアカウンタビリティから

借入資本金を負債計上するべきである旨の見解を示したわけであるが、そのメリット・デ

メリットを次のようにまとめている。

まずメリットとして、民間企業の財務諸表との比較が可能となり事業の効率性の適正な

評価につながること、元利償還の必要性のない自己資本の強化の重要性が認識され、自主

性の強化と財政の弾力性の確保が図られる、としている。一方で、デメリットとして、不

良債務が増加し、過去の取扱との整合性が説明しにくくなること、また資本金を有しない

企業が存在することとなり、結果的に出資金に対する地方公共団体の負担の増加が懸念さ

れることを挙げている。つまり、住民もしくは企業管理者にとっての民間企業との比較と

いう意味での理解可能性を尊重したものであるが、過去に公表された情報との経年比較の

有用性が損なわれることを懸念しているものと理解できる。

Ⅳ　地方公営企業の資本概念の整備に関する考察

1．民間企業会計との比較からの考察

第Ⅲ章の整理では、民間企業会計への接近の意義を認めながらも、過去の取扱との整合

性を懸念しているが、民間企業会計との比較可能性という意味において概念の整備は必要

不可欠であり、本来の出資者（住民）持分の明示と、その重要性の認識というメリット

は、報告書が挙げるデメリットを補って余りあるものである、と考えられるだろう。

資本の維持拘束性から鑑みても、減債積立金による自己資本金への組入れは、借入資本

金を負債計上したと仮定しても制度的に何ら矛盾することはなく、あくまでも元利償還後

に自己資本となるまでの一時的な負債計上であると解釈することができるだろう。

ただし、その場合においても過去の取扱との整合性という観点から、財務諸表（決算報

告書）において民間企業会計にいう会計手法の変更に準じて注記するなどの方法を取るこ

とにより、整合性を補完するということが必要なのである。すなわち、情報利用者の理解

を促進するための情報が提供されなければならないことに留意すべきであろう。
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2．事例をもとにした問題点の指摘

ここで、某政令指定都市における病院事業の決算報告書ベースの貸借対照表を示す（単

位：百万円）。

表 1　平成 18 年度 A 市病院事業貸借対照表（出所：A 市ホームページより筆者作成）

資産の部 18,195 負債の部 1,743

固定資産 11,203 流動負債 1,743

流動資産 6,973

繰延勘定 19 資本の部 16,452

資本金 18,909

欠損金 ▲ 2,457

18,195 18,195

ここでは、負債の部 1,743 百万円に対して資本の部 16,452 百万円という構成になってい

るが、資本の部の内数である資本金の中に、借入資本金が 6,195 百万円含まれている。公

立病院事業においては高額医療機器の投入など設備投資の規模が大きく、その財源を企業

債に委ねる割合が高い傾向にあるために借入資本金の額が巨額になる。これを住民の目線

（民間企業会計の基準）から見ればあたかも多額の資本による強固な経営基盤を持ってい

るように映るのである。

報告書に示されたように、情報利用者の理解を促進する財務情報の開示のためには、借

入資本金に代表されるような公営企業独自の表示方法よりもむしろ、民間企業会計に準拠

した形式での表示が重要となることがわかるであろう。

Ⅴ　公営企業のディスクロージャーの質向上に向けた検討 
─大阪市の事例─

1．大阪市病院事業会計のアニュアルレポートの概要

大阪市では、公営企業決算に際して、より的確な財務状況の把握とリスク管理を目的と

して、民間企業の財務諸表に準じた形式による財務諸表を作成すべく、決算報告書に必要
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な修正を加えアニュアルレポートとして公表した 7。この中で、病院事業会計においては

貸倒引当金および退職給与引当金の計上と、借入資本金の負債計上を行っている。以下に

平成 18 年度病院事業会計決算報告書ベース（表 2）およびアニュアルレポートベース（表

3）の貸借対照表を示す。いずれも端数を調整している（単位：百万円）。

表 2　平成 18 年度決算報告書（出所：大阪市ホームページより筆者作成）

資産の部 95,907 負債の部 24,259

固定資産 89,256 固定負債 4,811

流動資産 6,647 流動負債 19,448

繰延勘定 4 資本の部 71,648

資本金 78,401

欠損金 ▲ 6,753

95,907 95,907

表 3　アニュアルレポート（出所：大阪市ホームページより筆者作成）

資産の部 95,711 負債の部 105,572

固定資産 89,255 固定負債 86,125

流動資産 6,451 流動負債 19,447

繰延勘定 4 資本の部 ▲ 9,861

資本金 13,739

欠損金 ▲ 23,600

95,711 95,711

表 1、表 2 を補足すると、貸方科目および資産総額の増減要素は貸倒引当金の控除と、

投資資産の認識である。いずれも少額であるためここでは言及しない。

7  あくまでも、決算報告に対する追加情報という位置づけであって、決算報告の経年比較の有用性を損
なうものではない。
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2．アニュアルレポート公表の意義と課題

アニュアルレポートの意義を一言で言えば、負債および資本の構成要素の激変であろ

う。ここでは、借入資本金の負債計上 61,388 百万円と退職給与引当金による負債および

欠損金の増加 16,651 百万円が反映されている。決算報告書においては強固な資本基盤に

よって累積欠損を吸収し安定した経営を行っているかのように見える。しかし、民間企

業に準じた表示で見れば、完全な債務超過に陥っており倒産状態であると言える。住民に

とって直感的に理解可能である貸借対照表は後者であると言えるだろう。

なおかつ、当事者である企業管理者をはじめとし、職員にとってもこの修正財務諸表に

よって初めて本来の財務状況を認識できる。自己資本の脆弱性を認識することとなり増強

に対するインセンティブが働く。民間企業に即したより正確な会計情報を利用することで

経営管理に役立てることが可能となるのである。

公会計改革の潮流の中でこの意義は大きい。財務諸表の作成目的の一つを情報伝達の手

段としてとらえるならば、住民に対するアカウンタビリティという意味と、職員の意識改

革という 2 つの意味において大きな役割を果たしている。

次に課題として、他都市に先んじて作成されたアニュアルレポートであるが、完全に民

間企業の形式に準拠し、住民の理解可能性を促進させたものかを問われれば、以下に述べ

る課題があると考えられる。

第一に、報告書においても提言された資本剰余金の取扱いの見直しが必要となるであろ

う。公営企業会計において資本剰余金として計上されるものには、再評価積立金、受増財

産評価額、寄付金、補助金・工事負担金、その他資本剰余金がある。これに対し民間企業

会計では、再評価積立金は根拠法がすでに失効しているし、受増財産評価額や寄付金およ

び補助金・工事負担金については収益計上されるものである。大阪市病院事業のアニュア

ルレポートにおいては資本剰余金について 31,681 百万円が資本の部に計上されており、

この取り扱いについても民間企業会計に準拠すべきものであるかどうか、再検討が必要と

なるであろう。

第二に、リース会計の導入が検討されなければならないであろう。民間企業会計におい

ては、いわゆるファイナンスリース取引（ノンキャンセラブル・フルペイアウトの条件を

満たすリース取引）について、法的契約関係よりも、その経済的取引実態を重視し、売買

取引に準じた会計処理を行うことを義務付けている。つまり、将来（複数会計年度）にわ

たるキャッシュアウトフローを、負債として認識することによって、投資者の意思決定に

有用な情報提供を行うことができる、というものである。これに対して、公営企業会計制

度において規定されるものは何ら存在せず、実態として賃貸借処理を行い簿外負債が生じ

ている可能性がある。もっとも、平成 16 年 8 月厚生労働省医政局発表の病院会計準則改

正においては、企業会計基準に準拠する形で、リース会計を導入しておりリース資産、負
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債計上の重要性について病院経営上においても何ら変わることはないことを示している。

公営企業の場合、投資者に対する情報提供という意味では斟酌される必要性は無いが、住

民に対するアカウンタビリティの観点では、適正に資産・負債を測定する必要があること

はこれまでに述べてきたとおりである。

Ⅵ　これからの地方公営企業のディスクロージャーの質向上に向けた提案

以上述べてきたように、住民へのアカウンタビリティを果たすために、公営企業会計に

おいても民間企業に準じた財務諸表の作成と公表が求められてきている。これに対して、

大阪市などではアニュアルレポートにおいて決算報告書を修正する形で、退職給付会計の

導入や、引当金計上、減損会計、借入資本金の負債計上をシュミレーションして公表する

などの取り組みを実践している。しかし、これらはあくまで現行の会計制度を維持するこ

とを前提として表示方法のみを変更する、といったものであるにすぎないとも言えよう。

受託者責任（スチュワードシップ）を解除するためには説明責任（アカウンタビリティ）

を果たすほかに道は無い。先行自治体においてはさらにその品質を高めていかなければな

らないのである。

さらに、民間企業会計においては、取り巻く経済状況の変化や取引実態の多種多様化に

即した形で、その会計手続きを改善させる仕組みを持っている。それが、いわゆる企業会

計基準その他の会計規範の設定である。その一方で、公営企業における会計規範は、地方

公営企業法および同施行令および施行規則の一部のみであり、こうした法令では時代の変

化するスピードについていくことは難しいであろう。公営企業会計が現状のままでは全く

使い物にならなくなる日はそう遠くないかも知れない。

制度上、こうした新しい会計基準を取り入れる仕組みが存在していないことが問題であ

り、民間企業にならい法の枠組みの中で時代に即した会計処理を導入できる仕組みを構築

することが必要であろう。

かといって、企業会計基準をそのまま公営企業に適用することは早計である。企業とし

ての存在目的や、財務諸表の情報利用者が異なるからである。上述したように、住民は公

営企業に対して投資意思決定に有用な情報を求めているのではなくむしろ財政状況の適正

な表現を求めており、配当原資である利益の稼得ではなく公共の福祉の増大に対する成果

を求めているのである。

つまり、公営企業においては企業会計とは別の視点から検討された、独自の会計基準を

その時々の経済状況や新しい取引の出現に応じて策定しなければならない。そして、これ

を強制規範とする仕組みを作り上げることによって初めて民間企業に準じた住民にとって

理解容易なディスクロージャーが実現されるのである。
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Ⅶ　おわりに

以上に述べたように、資本概念の整備によって、住民にとって理解容易なディスクロー

ジャーの実現に大きく近づくことができる。と同時に、公営企業管理者にとっても民間企

業と比較した適正な財政状況の把握が可能となり経営管理に役立てることができるのであ

る。財政健全化法においては、将来負担比率など新たにストック情報による指標の開示が

求められており、これはまさしく負債の正確な測定を必要とするものである。そういった

意味でも、公営企業のディスクロージャー品質を高めることが大きな意義を持つこととな

るであろう。自治体本体の財政破綻という最悪のシナリオを未然に防ぐという財政健全化

法の立法趣旨を十分に斟酌し、公営企業はさらなる品質の向上に努めていかなければなら

ないのである。
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