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我が国の地方公会計制度における
有形固定資産会計について
西 川 和 裕
Ⅰ

はじめに

我が国の地方公会計制度においては、総務省の研究会から二種類の財務諸表モデルが提
示されているが、平成 18 年 5 月 18 日に公表された「新地方公会計制度実務研究会報告書
（以下、
「実務研究会報告書」という。
）」では、
「基準モデルにおいては、資産概念を、①
将来の資金流入をもたらすものと、②将来の行政サービス提供能力を有するものの 2 点で
定義し、①の定義に合致する資産については、将来の資金流入額を資産評価の基礎とする
考え方を採用し、現在価値に基づく評価を行うこととし、②の定義に合致する資産につい
ては、将来の行政サービス提供能力の基礎とする考え方を採用し、将来の行政サービス提
供能力を最もよく表す評価方法である再調達原価（減価償却後）に基づく評価を行うこと
を原則としている。
（第 7 段落）
」としており、総務省方式改定モデルにおいても段階的に
基準モデルと同様の考え方に移行することが明記されている（第 8 段落）ことから、総務
省の提示した両モデル共に、公正価値（現在価値、再調達価額）としての時価主義会計を
採っている。
また諸外国においても、英国をはじめニュージーランド等の地方政府会計では、時価主
義に基づく再評価を義務付け（英国においてはコミュニティ資産、インフラ資産は取得原
価を用いる。
）ている。これらの国々は多くの場合、NPM 理論 1 に基づく様々な行政経営
改革の取り組みを成功させてきた実績を持つという共通点があると思われる。
英国では、1979 年のサッチャー政権以降に展開された NPM 理論に基づく『市場原理
に軸足を置いたウェストミンスター型改革』2 により、同国の深刻な財政赤字の縮小に成
功したことから、我が国を含む諸外国の行財政改革に影響を与えており、こうした成功事
例が、間接的に時価主義会計が普及する一つの要因となっているとも推定される。
一方、民間企業の会計を見てみると、我が国の企業会計原則では、有形固定資産はその
取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とすることとしてい
1		 大隅（1999）36 頁『民間企業における経営理念・手法・さらには成功事例などを可能な限り行政現
場に導入することを通じて行政部門の効率化・活性化を図ること』による公共部門の経営改革の手法
2		 稲沢（2006）172 頁
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る 3。また、国際財務報告基準 (IFRS) においても取得原価での認識を要請しており、取得
以後も取得原価モデルと再評価モデルの選択制としたうえで取得原価モデルを原則適用と
している。
そして、公会計においても、東京都会計基準、米国の政府会計基準審査会 (GASB)、国
際公会計基準 (IPSAS) では取得原価主義を原則適用しており、民間企業会計に近い会計基
準が設定されている。
民間企業会計における時価主義会計に関する議論は、有価証券やデリバティブ取引と
いった金融商品等に向けたものが中心となっている。それは、金融商品とは将来のキャッ
シュ・フローに関する契約であり、金融商品がもたらすと考えられるキャッシュ・フロー
の現在価値を表すには、時価によることが最も適切に価値を反映すると認識され、時価評
価の導入が強く求められてきたことが背景にある。
これに対して、棚卸資産や有形固定資産のような経営活動の遂行に充用される事業用資
産は、誰が保有していてもキャッシュ・フローをもたらす金融資産とは異なり、同じ資産
であってもその使用者によって将来期待されるキャッシュ・フローが異なるのが一般的で
あるので時価の算定が困難である。また、事業用資産の成果については、実際に使用され
て実現された期に収益として認識されるべきであり、時価の変動は事業用資産の業績に含
めるべきでないとされている 4。
（但し後述するが、近年では事業用資産に対して時価に
よる「減損会計」の適用が進んでいる。
）
以上のように、民間企業会計においても時価主義会計は必ずしも原則適用ではないなか
で、我が国の公会計制度に時価主義会計が採用されることは適当なのであろうか。次章以
降では、時価主義会計と取得原価主義会計について、それぞれの有用性を論点に考察を行
い、公会計における固定資産会計の在り方についての検討を行う。

Ⅱ

公会計における有形固定資産会計評価基準の検討

1. 使用者が特定される事業用資産の評価
行政財産、特にインフラ資産については、道路や河川等の基本的な社会資本であり、売
却や短期的な用途変更は想定されにくい。そのため資産価値として時価を用いることは適
当とはいえない。
また、資産評価（特に土地）にあたっては、当該行政財産そのものが時価の変動要因と

3		 「企業会計原則」第三·５·Ｄ
4		 伊藤（2004）2 頁-3 頁
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なることが多い。道路を例にすると、道路付近の土地の時価とは、当該道路があるという
こと、つまり位置指定をされているという前提で付された価額であり、道路を売却したこ
とで位置指定がなくなれば、当該道路の土地を含めて時価の著しい下落が予想されるとい
うジレンマが生じる。このことからも、インフラ資産について売却可能時価の正確な算定
は著しく困難である 5。また、その他の事業用資産（学校施設等）についても、その施設
の存在自体が時価に影響を与える場合が多く、同様のことがいえる。
地方公共団体の所有する資産には、はるか以前から所有する物件や無償で譲渡された物
件も数多く存在する。この場合、取得価額を測定することは困難あるいは不可能であるた
め、開始貸借時点での時価を基にした再調達価額を用いることでしか実務上対応できない
と考えられる。しかし、その後の再評価については前述の理由により行わないことが適当
と考えられる 6。
普通財産の場合、地方自治法により「普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払
い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
」7 と
され、行政活動の目的を有しない資産となる。そのため、これまでに述べた行政財産の場
合とは異なり、時価主義を否定する要件にはあたらないといえる。
但し、地方公共団体において普通財産に区分されたすべての資産に、時価としての資産
価値を付すことが妥当であるかについては検討の余地が残る。総務省方式改定モデルにお
ける売却可能資産の範囲の設定では、普通財産であっても自治会館用地や保育園用地、診
療所用地等の貸付地は行政財産に準じるとの解釈もあることから、その利用状況に応じて
慎重に考える必要がある 8。

2. 事業用資産の業績の計測
行政財産によって地方公共団体が獲得する業績を測る尺度とは、「各行政分野における
経済性、効率性、有効性であり、自治体のサービス業績の判断のために会計が果たす役割
は、経済性、効率性の判断に資する行政サービスの提供コストを明らかにすること」9 で
あり、時価評価によって得る損益は業績の尺度にはならない。
また、行政財産についてはインフラ資産を筆頭に売却可能性が低いことから、時価の変
動により生じた利益の実現可能性も当然低くなり、地方公共団体の業績として測定するに
5		 石原（1999）168 頁
6		 日本公認会計士協会（2008）第 93 段落では、「すなわち『過去に取得した資産の取得価額が不明』と
の報告が多くの地方公共団体から出されている現状では、過去に遡り取得原価を調査することは困難で
あり、公正価値等により有形固定資産の開始時簿価を算定するしか実務上対応できないと考えられる。
しかし、その後も公正価値による継続した再評価を行うか否かについては、測定の客観的妥当性の確
保、再評価コスト及び再評価の頻度を含めて検討を行う必要があると考えられる。」としている。
7		 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）238 条の 5 第 1 項
8		 川口（2008）190 頁-191 頁
9		 石田（2006）63 頁
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は無理がある。
普通財産、特に狭義の意味での売却可能資産の場合は、行政財産とは逆に時価の変動に
よる損益の変動が、資産売却時における損益に影響する可能性は考えられる。しかし、主
にキャッシュ・フローを税金及び税を元にした国からの交付金等に依っている地方公共団
体が、この部分に特化して利益概念を用いることが適当かどうかについては疑問が残る。
また、会計における保守主義の観点からも、特に安全性が求められる地方公共団体の会
計に、資産評価差益のような未実現利益を計上することには、その実現可能性や評価額の
算定方法について慎重な検討が必要と考える。

3. 処分可能利益の算定と未実現利益の排除
もともと「利益計算」や「処分可能利益」を目的としない地方公共団体の場合には、運
営目的が利益の獲得により資本提供者に成果としてキャッシュ・フローを配分することが
ない。そのため、地方自治体が取得原価主義をとる論拠となり得ないとの指摘がある 10。
しかし、筆者は違う論点から考えたいと思う。
民間企業とは異なり、キャッシュ・フローの源泉を税金等に依っている地方公共団体の
場合、利益の獲得により資本提供者に成果として直接的にキャッシュ・フローを配分する
ことがないのは前述のとおりである。
（但し、基準モデルにおいては税収を「持分説」に
立って勘定の公正をしている。そのため税は「主権者としての住民からの拠出」として理
解されている。そのため、住民の「持分」の返還請求権の有無や、住民主権がそのまま財
産権につながるのかどうか等を巡って批判的見解の提起と議論がなされている 11。
）
公会計の貸借対照表における資産、負債、純資産の関係について、総務省方式改定モデ
ルを例にしたイメージでは、資産とはインフラ資産やその他の行政財産といった「使う資
産」と、売却可能資産や貸付金、未収金といった「売れる資産または回収する資産」であ
り、純資産とは、国や都道府県、過去から現在に至るまでの世代が負担した総額、そして
負債とは将来世代の負担総額と整理できる 12。当然ながら資産は負債と純資産の合計と一
致することから、資産に占める負債の割合を測定することで、当該地方公共団体が期末ま
で蓄積した資産が、将来世代にどれだけの負担となっているのかの情報を得ることができ
る。
では、仮に地価の上昇等により行政財産の公正価値が上昇し、当初の取得価額を上回っ
た場合において、資産、負債、純資産の関係がどうなるかについて検証してみる。総務省
方式改定モデルの場合、有形固定資産の評価が上昇すると純資産に評価換算差額として計
上され、これが民間企業における処分可能利益と考えられる。つまり、資産（増加）、純
10		 石田（2006）62 頁- 63 頁
11		 亀井（2008）191 頁-192 頁
12		 小室（2008）67 頁（図表 1）
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資産（増加）
、負債（変動なし）と、資産に占める負債の割合は小さくなり、将来負担は
相対的に減少を示すこととなる。しかし、実際には前述のように行政財産の売却可能性は
低いことから、実質的に将来負担が減少する実現性は乏しい。これでは、地方公共団体や
住民にとって有用な財務情報とは言い難い。これは時価の下落時においても同様であり、
行政サービスの提供能力として有効であるのにも拘わらず純資産が減少するようなことに
なれば、過度に債務超過の危機感を生じさせることになる。
普通財産における売却可能資産の場合は、時価の変動による損益の変動が、資産売却時
における損益に影響する可能性は十分に考えられる。確かに、行政施設の建設時点におい
ては地価の低い地域が、後の宅地開発等により地価が上昇することはあり得る。そこで、
そういった行政施設を廃止し普通財産化したうえで売却し、改めて地価の低い地区に移設
することで差益を得るという手法が、財政状況の改善において有効であると考えられる。
しかし、これはあくまで特定の資産に限定された意思決定においての事案であり、固定資
産台帳の整備上の課題（取得価額と公正価値の管理）として整理できる。資産全体の総額
を表示する貸借対照表といった財務書類上においては、時価評価はあまり有効性が高いと
は言えず、むしろ会計の保守主義の観点から考えた場合、未実現利益の計上のリスクを排
除する必要があると思われる。

4. 財務報告の信頼性と検証可能性
我が国は、海外における時価主義会計の採用国である英国やニュージーランドとは異な
り、地方公共団体の所有する有形固定資産を資産の鑑定に係る有資格者が詳細な鑑定基準
に従って時価評価する環境が整っていない。さらに地方公共団体の所有する固定資産の大
部分が市場取引のない教育・文化・福祉施設であることを考えると、それらの減価償却後
再調達価額の見積りは、数量も多く非常に困難であることが予想される 13。
総務省の提示するモデルにおいては評価に要する負担の軽減のため、公正価値評価に用
いる時価情報として路線価等による固定資産税評価額が挙げられている。
加えて、固定資産税評価額の算定においては一定地域内の平均地価を用いることも認め
られていることから、土地の形状や立地、道路への隣接等の個別の物件に係る土地評価に
ついての諸条件が評価に反映しているとは言い難く、実価格との誤差が著しく発生する可
能性が高い。さらに、建物については個別に評価されずに近隣に散在する民間施設等を参
考にした評価が行われることになるため、実態との間にさらに大きな誤差が生じることが
13		 石田（2006）63 頁
14		 日本公認会計士協会（2008）第 94 段落では、「地方公共団体が活用可能な時価情報として固定資産税
評価額が挙げられるが、地方公共団体が所有する固定資産には課税されないため、固定資産税評価額は
付されていない。このため、近隣又は類似の固定資産税評価額を用いることが考えられる。しかし、特
に建物の固定資産税評価額について、時価との乖離が大きい場合があるのではないか等の問題点が指摘
される。また、公正価値による継続した再評価をより効率的に行うために、英国等で発達している時価
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想定される 14。

Ⅲ

減損会計

前章では、民間企業会計が事業用資産に取得原価主義を採用していることを基に論点を
整理することで、公会計においての時価主義会計の有用性を検証し、その問題点を確認し
た。しかし、取得原価主義会計においても、長期利用を目的とする事業用資産が予想外の
環境変化により将来に期待されるキャッシュ・フローの減少を招き、簿価が過剰となる可
能性はあり、財務報告の信頼性や有用性の面での課題は残る。
その場合、取得原価主義会計においては、償却資産の場合であれば償却期間が過ぎるま
で処理を続けることで資産の消滅することを待つことになる。しかし、消滅するまでの間
においては過大な簿価が次期以降に繰り越され、本来判明している損失を先送りすること
となり適切な財務情報とはいえない。そこで、収益力の低下した資産について簿価の切り
下げを行うことで適正な資産価値に修正する処理が要請される場合がある。これを「減損
処理」という。
公会計の分野では IPSAS において、減損の対象について、商業的利益を生み出すこと
を主たる目的として保有する資金生成資産と、資金生産資産以外の非資金生成資産に区分
したうえで、減損会計適用の手続きを規定している 15。
減損会計と時価主義会計は時価による評価という点では類似しているが、大きく異なる
点がある。それは、減損会計は時価の下落時にのみ適用される会計基準となっていること
である。よって、簿価以上に評価額が計上されることが無く、有形固定資産における未実
現利益は発生しない。
本章では、公会計に取得原価主義会計を原則適用とし、IPSAS に準拠した減損会計の
会計基準を導入すると仮定したうえで、前章の 4 つの論点について検討してみる。

1. 使用者が特定される事業用資産の評価
非資金生成資産である行政財産については、基本的に取得原価をもって簿価とし（無償
取得等による資産については再調達価額を開始簿価とする。）、減損が発生した場合には必
要に応じて簿価の切り下げを行う。この場合の減損は、使用者であり会計主体である地方
公共団体が、当該資産の回収可能サービス価額として算定することから、時価主義会計に
おけるジレンマは生じないと考えられる。
情報データサービスの更なる整備充実が望まれるとの意見もある。」としている。
15		 IPSAS 第 21 号及び第 26 号
16		 IFRS5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
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また、普通財産における売却可能資産については、IPSAS に明確な記述は見られな
い。IFRS を準用するとすれば「売却目的で保有する非流動資産及び廃止事業」16 の適用
が考えられる。この場合、売買目的保有に分類された非流動資産は、簿価と売却費用控除
後の公正価値を比較して低い金額をもって測定することとなる 17。

2. 事業用資産の業績の計測
減損会計では、当該非資金生成資産の持つ回収可能サービス価額が減損していることを
確認することにより簿価の切り下げを行う。
当該資産によって行う行政サービスについて、需要または供給のどちらかの面で著しい
負の要因が発生していると考えられる。そしてその兆候により実際に減損が確認された場
合、その減損は地方公共団体の業績に直接的に影響を与えた損失と捉えることができる。
普通財産については、前節と同様に IFRS を準用により処理することで問題ないと考え
られる。

3. 処分可能利益の算定と未実現利益の排除
減損会計は、時価の下落時にのみ適用される会計基準となっていることが制度上の特性
である。そのため、そもそも簿価以上に評価額が計上されることは想定されないことか
ら、有形固定資産における未実現利益が発生する余地が存在しない。よって、結果的に未
実現利益は排除されていることとなる。

4. 財務報告の信頼性と検証可能性
取得原価主義はその計算構造上の特徴である
「計算の確実性」と
「未実現利益の排除」18
により、①処分可能利益の算定、②財務諸表監査、③受託責任遂行状況の報告、のいずれ
にも適合している 19。そして、減損会計を導入することで「損失の先送り」を防ぐことが
期待できる。
前節までの減損会計の導入を仮定した論点整理の結果からは、公会計における減損会計
17		 桜井（2008）275 頁
18		 橋本（2007）73 頁
19		 広瀬（1998）20 頁-26 頁
20		 日本公認会計士協会（2008）では、第 98 段落で、「開始時簿価の算定に当たり時価で評価を行うこと
は適切な方法であると考えられるが、我が国の企業会計上、再評価が行われておらず、定期的な再評価
に必要な環境が整っていないことや、再評価に要するコストと得られる便益を考慮すると、定期的な再
評価を強制すべきではないと考えられる。なお、上記のとおり、総務省両モデルでも実際に再評価が行
われる資産は限定されている。また、将来、地方公会計の統一基準を作成する場合、住民のニーズの変
化等によりサービス提供能力が著しく低下した場合の減損処理を規定すべきであると考えられる。」と
提言している。
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導入についての消極的な要素は特に見受けられない。むしろ、取得原価主義を採用するこ
とによるリスク（損失の先送り）を補完する意味でも、減損会計の導入は有効であると考
えられる 20。

Ⅳ

意思決定有用性からみた固定資産会計の検討

一方、現状の公会計における発生主義の導入について、我が国の政府・地方公共団体に
おける「建設公債主義」の観点から、現金主義会計に基づく情報のみであっても財政運営
上の意思決定において必要とされる情報は充足されるという意見もある 21。
建設公債主義とは、地方財政法（昭和 23 年法律第 109 号）及び同法施行令により規定
された地方公共団体が発行する地方債についてのルールを指す。そのルールとは、第 1
に、
「地方債の発行は建設・投資の財源に限られる 22。」、第 2 に、「地方債の償還年限は、
充当された対象の減価償却期間を超えてはならない 23。」、第 3 に、「当該建設等事業に対
する地方債の充当率は 100%を超えてはならない 24。」である。
つまり、建設公債主義というルールが維持されることで、民間企業での損益計算書であ
る行政コスト計算書において多額の赤字が発生しない限り、地方公共団体の貸借対照表が
債務超過となる可能性は極めて低いということになる 25。このことから、地方公共団体の
財政運営においては毎会計年度での収支状況が最も重要となり、現金主義会計による財務
情報のみでも十分に対応が可能であるとされているものである。確かに地方公共団体には
課税権という、行政サービスの提供の有無とは切り離された民間にはあり得ない収入構造
があることから、たとえ巨額の経常的な赤字により未処分損失が蓄積されたとしても、増
税という手段で増収を図ることで損失を解消することが理論上は可能である。
建設公債主義に基づく財政運営とは、過剰な公債発行を抑制し長期的な財政の健全性を
維持することで、現金主義会計による財政運営を可能としており、非常に優れた制度であ
るといえる。しかし、その反面で一会計年度における資金ショートをいかに防ぐかとい
う、常に短期的な資金収支の改善への取り組みにのみ傾注することになりがちで、施設更
21		 小西（2008）124 頁-125 頁
22		 地方財政法第 5 条
23		 地方財政法第 5 条の 2
24		 地方財政法施行令及び総務省告示
25		 現在の我が国の公債発行においては、建設公債主義に反する赤字国債（臨時財政対策債等）を特例
法により発行しているため、正確には建設公債主義は徹底されていない。しかし、小西（2008）126 頁
-127 頁では、臨時財政対策債の償還財源が将来の地方交付税で担保されていること、退職手当債や行
政改革推進法といった交付税措置のない地方債であってもその償還金が地方財政計画に計上されるこ
と、そして、事業費に対する地方債の充当率の平均が 5 割以下であることから、純資産がマイナスにな
るとは考えにくいとしている。
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新計画や債務管理といった中長期的な視点が失われるという恐れがある。その意味では、
発生主義の概念を導入し、減価償却による費用配分等の考え方を加えることで、将来の貸
借対照表のシミュレーション等、地方公共団体の中長期的な経営戦略のための意思決定に
有用となる可能性が考えられる。
しかし時価主義会計の場合、時価評価の対象となる行政財産の評価額は、公債発行時の
取得原価から市場価格に基づき変動することになる。そのため、時価が大きく下落するな
どした場合は、減価償却満了前に債務残高よりも資産価値が減少する可能性がある。この
場合、その評価差額は純資産を減少させる（未処分損失）ことになり債務超過が起こるこ
ととなる。しかし、建設公債主義の趣旨から考えると、当該資産のサービス提供能力自体
に問題がないのであれば、公債発行額に対応する原価に対して時価による変動を加えるこ
とに財政運営上の情報としての意義があるとは考えにくい。よって、当該債務超過は実態
性に乏しいといえる。
一方、取得原価主義会計の場合、公債発行時に対応する取得原価を簿価とすることか
ら、資産と債務の関係においては最も建設公債主義に適合する会計基準であるといえる。
ただし、完全に適合する条件としては、無償取得財産の簿価に再調達価額を採用する等の
一切の原価の操作を行わないこととなる。しかし、行政サービス提供能力の測定としての
資産評価は、地方公共団体の持つ社会資本の実態を見るうえで重要な情報であり 26、現行
の各種会計基準の状況から考えても再調達価額による評価は採用すべきであると考える。
また、仮に行政財産の損壊等により公債発行額に対応するサービス提供能力に低下が生
じたとしても資産評価には影響しないことから、債務情況の実態を測る情報として適切と
はいえない。そこで、行政財産に著しいサービス提供能力の低下がみられた際に、減損処
理による資産評価額の切り下げを行うことで、より実態に対応した資産・債務状況を表す
ことが適当といえる。
以上のことから、建設公債主義という現金主義会計での財政運営規律の特性を生かした
うえで、発生主義の概念を用いた財務情報を作成するには、減損会計を含む取得原価主義
会計によることが財務書類として有用性が高いと考えられる。

26		 中東（2008）57 頁-67 頁では、社会資本の資産価値について社会資本が持つ生産力効果を用いて資産
評価を行い、政府部門の持つ社会資本の資産価値から債務残高水準の妥当性を検討している。その結
果、建設公債残高との比較では資産価値が債務を上回っていたのに対し、赤字公債を含めた債務残高と
の比較においては債務超過を示したことから、将来世代に負担を転嫁していることを指摘している。
27		 亀井（2008）144 頁
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アカウンタビリティ情報としての有用性からの固定資産会計の検討

地方公共団体が財務書類を作成する目的の一つとして、アカウンタビリティ（説明責
任）があるが、近年では
「世代間の衡平性」
についての説明責任を果たす手段のひとつとし
て発生主義による公会計を位置づける考え方が有力になってきているとの指摘がある 27。
この考え方では、地方公共団体は、保有する財産や徴収した税について住民の同世代間で
の所得再配分を行うとともに、異なる世代間のそれについても責任を負う。つまり地方公
共団体は、将来の世代にわたる受益と負担についての衡平性を図ることが求められ、その
ための行政活動とその結果の報告を要請されていることとなる。
GASB では、アカウンタビリティの遂行が最高の報告目的とされており、そして、「会
計年度間の衡平性はアカウンタビリティの重要な一部分である」と考えられている。その
ため、会計年度間の衡平性の判断に役立つ情報の提供は、一般公衆へのアカウンタビリ
ティの遂行という報告目的を達成するために具備すべき要素のひとつとして要求されてい
る 28。そして、この衡平性に関する情報に重きをおいたアカウンタビリティ遂行のための
会計基準として、GASB が取得原価主義を採用していることは注目すべき点である。

Ⅵ

結論

我が国の地方公共団体、特に基礎自治体である市町村は、福祉、環境、農業、消防、教
育等、非常に多岐にわたる行政サービスを住民に提供しているほか、基盤整備等の公共事
業についてもその多くを担っている。こうした地域住民の生活に広範囲に影響するサービ
ス提供を行う地方公共団体に求められる要件とは、恒久的に安定したサービスの維持であ
る。そして、サービスの維持のための適切な意思決定をし、安定した財政運営を行ってい
るかどうかを可視化する財務書類の公表こそが、地方公共団体に求められるべきアカウン
タビリティの姿といえる。そして、そのアカウンタビリティ達成のためには、確実と認め
られない利益や負担を表示し、将来世代の住民負担を過大過少評価するような会計基準は
採用すべきではない。
よって筆者は、前章までの考察を踏まえ、我が国の地方公会計制度における固定資産会
計の会計基準には、取得原価主義会計と、その制度的課題を補う減損会計を原則として採
用することが適当であるとの結論に達するものである。
しかし、時価主義によって得られる情報の全てが否定されるものではない。固定資産台
帳においては、貸借対照表の資産に計上する取得原価のほか、市場価格に対応する公正
28		 陳（2003）203 頁
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価値を併記することで、機会原価に基づく意志決定の材料とすることにも留意が必要であ
る。
我が国の地方公会計制度における有形固定資産会計のあり方を考えるにおいて、重要と
なる要素は「どうやって資産評価額を計上するのか」ではなく、「どうやって資産評価額
を読み取るのか」である。我が国の公会計制度改革は始まったばかりであり、地方公共団
体の関心は財務書類を作成手法にのみに傾注されている感がある。我が国の公会計制度が
本当の意味で機能するには、地方公共団体の会計スキルの向上と、より適正な会計基準の
設定に向けた継続的な議論が必要である。そのためにも、会計の専門的知識を持った人材
の育成や環境の整備が進むことを望むものである。

参考文献
石田晴美（2006）「地方自治体会計改革論」森山書店
石原俊彦（1999）「地方自治体の事業評価と発生主義会計」
伊藤邦雄（責任編集）（2004）「時価会計と減損」中央経済社
稲沢克佑（2006）「英国地方政府会計改革論」ぎょうせい
大隅荘四郎（1999）「ニュー・パブリックマネジメント 理念・ビジョン・戦略」日本評論社
亀井孝文（2008）「公会計制度の改革」中央経済社
川口雅也（2008）
「Q&A 地方公会計制度総務省方式改定モデルの徹底活用 第 7 回固定資産台帳整備の
ポイント③（地方財務 2008 年 10 月号）」ぎょうせい
小西砂千夫（2008）「変貌する地方行財政制度のポイントを見抜く─第 7 回─公会計と自治体の財政分析
（上）建設公債主義では現金主義で財政運営ができる。（地方財務 2008 年 9 月号）」ぎょうせい
小室将雄（2008）「Q&A 地方公会計制度総務省方式改定モデルの徹底活用 第 8 回総務省方式改定モデ
ルの特徴（地方財務 2008 年 11 月号）」ぎょうせい
桜井久勝 （2008）「テキスト国際会計基準（第 3 版）」白桃書房
新地方公会計制度実務研究会 （2007）「新地方公会計制度実務研究会報告書」総務省
陳琦（2003）「発生主義に基づく自治体財務諸表の導入をめぐって（会計検査研究 No. 27）」会計検査院
中東雅樹（2008）「社会資本の資産価値 - 社会資本の生産力効果からの接近─（会計検査研究 No. 37）」会
計検査院
日本公認会計士協会（平成 20 年 10 月 7 日公表）「公会計・監査特別委員会研究報告第 1 号『地方公共団
体の会計に関する提言』」
橋本尚（2007）「財務会計理論（新訂版）」同文館出版
広瀬義州（1998）田中弘（編著）「取得原価主義会計論」中央経済社

