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家 畜 資 産 の棚 卸 評 価 (1)

わが国の農業計算学は,周知のように, 戦前か

ら農業政策とくに価格政策決定のための農林統計

上の方法論として, 農産物生産費計算論を主要な

舞台として展開されてきた。もちろん, 個別経営

の会計理論の分野でも, 大槻簿記理論の展開とそ

れによる京大式簿記(自 計式農家経済簿)の普及もみ

られたところであるが, 学界における論争の中心

はやはり生産費論争ではなかったかと思われる。

そこではもっばら農産物生産費調査における各生

産費項目の原価性ないし原価能力の問題がとり上

げられ,戦後はいわゆる「大槻理論」「加用理論」

に代表される,地代 。租税公課の原価性や家族労

働の評価問題が論議された。

ところで,わが国の公式統計としての農産物生

産費調査の歴史は米麦や繭がふるく, しだいにそ

の他主要農産物に及んだが, 畜産物生産費調査が

はじめて登場したのは戦後昭和 26年の牛乳生産費

調査であった1)。 この調査方式に理論的・方法論

的基礎を与えられたのは 加用信文氏で, 氏 の研

究2)に より畜産物生産費の調査方法にはじめて活

路が開かれたのである。

一方,戦後の農業経営の変貌は, 農家簿記から

農業簿記へ, さらに特定作目を対象とする部門簿

記の普及へと進み, 期間損益計算を中心とする個

別経営の会計処理上の課題が多く提供されるよう

になった。もちろん,生産費論争の成果は, 根底

では個別経営の会計問題と共通するとはいえ, 特

定作目にかかわる個別経営会計プロパーの課題が

それによって同時に解決されるというものではな
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い。例えば,生物的資産の評価や減価償却, 作目

別の勘定組織,資本的支出と所得的支出の区分間

題等 ,々経営管理上または税務会計上の処理方法

ともからむ,個別経営会計の課題が多く残されて

いるのである。

畜産においても, 多頭化の進展とともに畜産会

計固有の課題があり, 農業資産中の特異な存在で

ある家畜にかかわる経営計算, とりわけその評価

問題が重要である。例えば期中収益が 100万 円,

購入・支払高が80万円, 家畜を含む棚卸高が期首

20万 円, 期末40万円である時,われわれは 100-

(80+20-40)=40万 円をもって当期利益とするの

であるが,こ の期間利益は棚卸評価が正当なもの

であってはじめて経営の成果計算た り得るのであ

る。しかるに, 期間損益計算に際して行われる期

末の家畜の棚卸評価は経営ごとに恣意的でその基

準に合理的根拠を欠く場合が多いように見受けら

れる。

このような実務界における家畜評価の混迷を解

決するためには, 実務的検討に先立ち畜産および

家畜の本質に遡及した抜本的検討が必要であり,

例えば評価原則(時価主義か原価主義か)の問題, 家

畜資産の分類 (流動資産か固定資産か)や成熟時点の

判断 (初産時か初回種付時か)の問題等々が検討され

なくてはならないであろう。さらにそのためには,

生物的資産としての家畜の資本的特質や経営経済

的な機能の解明が前提となろう。

家畜評価の前提となる家畜の経済的性格につい

てはすでに加用信文氏が明解なる分析を加えられ

たところであり3), 筆者もそれを承けて家畜評価

論を展開したが4), ここではそのうち畜種別の評
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価実務に限定して検討をすすめたい。

1.原則的方法と簡便法

生産過程にある棚卸家畜の原則的な評価 方法

は,生産単位を構成する畜群又は個体ごとに原価

部門を設定し,その原価部門 (生産原価勘定又は工

業簿記でいう製造勘定)に生産の開始から終了迄の

原価を集合させ,生産途中で決算を迎えた時にそ

れ迄の累積費用をその畜群又は個体の生産原価に

よる評価価額とする方法であろ う (第 1図参照)。

この方法は,費用発生の都度,その原価単位に費

用投下額を継続的に記録・累積してゆくので, 帳

簿上いつも原価が明らかであり, 期末になったか

らといってことさら実地棚卸をしなくともよいの

である。棚卸を行うにしても, それは帳簿在高が

際在高と一致しているかどうかを検証する意味し

かなく,評価額算定の基礎にするための員数調べ

ではない。

しかし,こ の方法を畜産にそのまま適用するに

は多分に問題がある。結論からいえば, これが可

第 1図 原価集計方法 (勘定間の振替関係)の比較

(A)工 業簿記における原則的な方法
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能なのは,ブ ロイラーと採卵用ひな鶏ぐらいなも

ので他の畜種では殆んど不可能といってもよい。

原価単位とは原価を集計する計算単位であり,

理想的には生理過程を同じくするいくつかの畜群

によって構成されていることが望ましい。 つまり

導入日と出荷日を同じくする畜群についてその飼

育費を他の畜群と区別して対象計算 す るのであ

る。畜群ごとに生産原価勘定を設定し, 期中に生

産が終了 (出荷)した群についてはその生産原価勘

定の残高を売上勘定に振替えることによって, 畜

群ごと原価と損益が把握できる仕組みである。一

方,期末になお在留する仕掛家畜につぃては, 当

日の残高がそのまま棚卸高となる。

ブロイラーについてはこの方法の適用がある程

度可能である。 ブロイラーは導入と出荷が一斉に

行われ,同一日に導入した鶏群ごとに異なる鶏舎

で棟別に飼育されるのが普通であるから, 棟別に

原価部門を設定すれば鶏群ごとの原価計算が可能

となろう(但 し,共通費の各鶏群への配賦計算というや

や厄介な問題がある)。 1生産期間は凡そ90日 であり,

年 4回転するので, 4群中の 1群が期末に棚卸家

畜となる。したがって, 群別原価等の把握を必要

としない場合は決算期にかかることが予定される

最後の鶏群についてだけ他の鶏群と区別して記録

すれば,実際原価による正確な棚卸が可能となろ

う。但しこの方法の正確性は,棟別に原価を把握

しうるような条件がどれ程具備されているかにか

かってお り,個々の経営についてみるとその条件

に担当の懸隔が認められる。例えば棟別に飼料タ

ンクがあるか,各鶏舎の規模や構造, 機械化のレ

ベル等が同一であるか, 作業体系が整備されてい

るか等である。これらの条件を欠くと, 実費によ

る棟別原価の集計が困難となり, 見なし配賦計算

の比率が高くなって, 鶏群ごとの僅少の成績差を

問題にしなくてはならないブロイラー経営管理の

用具として役に立たないことになってしまう。以

上の条件は経営規模が大きい程, 整備しやすいこ

とはいうまでもない。

ブロイラー生産においては,各原価部門が同時

併行的に「平列」する (そ こでは組別原価計算が行わ
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れる)の に対し,鶏卵生産においては,ひな部門と

成鶏部門の連続的生産行程が「直列」する(そ こで

は行程別原価計算が必要である)。 しかもいくつかの

ひな群が同時併行的に育成されている場合は組別

と行程別が入り混じることになり, ロット毎に育

成費を区分することは困難となろう。 ひなの購入

費はロット別に記録し得るが,給餌量 (飼料費)は

ひなと成鶏の区分は可能でも, ひな群のロット別

計算にはある程度の飼育規模が必要であろう。 労

働時間 (労働費)についても同様の困難を伴う。

肥育豚については一層困難性が大きい。肥育豚

はたしかに導入時には一定の豚群を構成し, 子豚

購入費は導入群ごとに算出しうるが, 発育に応じ

他の豚群とも混飼され, ブロイラーやひな鶏のよ

うな畜群としての固定性が乏しく, 群編成が混乱

しやすい。また鶏に較べて畜群の数が多く, 出荷

日令にも差を生ずる。したがって導入群別に他の

豚群と区別して対象計算を行うことが不可能な場

合が殆どであるといってよい。

繁殖牛や乳牛の育成畜は, 出生日の異なる個体

を次々と導入して育成するので, 飼育管理は群単

位であっても,その畜群は個体別の原価と棚卸高

を明らかにするための計算単位とはなり得ない。

育成畜の評価額は,将来において成畜減価償却費

計算の基礎となるものであるから, 個体別に把握

されていなくてはならない。しかし, 個体別に日

々発生する原価 (育成費)を成畜および他の育成畜

と区別して累積計算してゆくことは, 実務上ほと

んど不可能であろう。

結局,多 くの畜種においては畜群または個体単

位に,期末においてその飼育原価 (肥育費用又は育

成費用)を何らかの方法によって見積 り評価しなく

てはならない。いわゆる「みなし評価」である。

その際実務界では, 農業団体等が設定した「みな

し棚卸基準表」のようなものによる一斉棚卸が広

く行われている。これはその年度の, またその地

域の事情(給餌方法・飼料単価など,原価に影響する諸

要因)を考慮して定められたものではあるが,必ず

しも個々の経営の発生原価と一致するとは限らな

い。一般的 。標準的な基準を個別の経営計算にそ

のまま持ち込むことには多分に問題があるといえ

よう。

個別経営の実態を反映した評価基準を 個々の経

営が設定するのが困難なことから, 時価による評

価法がしばしば導入されている。あらゆる発育段

階の家畜に対し,世間の一般的取引価格が存在す

るので,時価評価は原価評価よりも容易であるこ

とはたしかである。しかし, われわれはこの方法

を採らない。正確性に問題があるにしろ, たとえ

みなし原価であっても原価主義によるべきことを

主張したい。

原価計算簿記の方法によって, 発生原価を原価

部門別に累積し集計してゆく方法に代わって,わ

れわれは,次の方法を提起したい。それは当期生

産原価の期末残高を完成生産物と仕掛品に配賦計

算する方法である。例えば当期生産原価が 1,000

万円,生産高 (出荷量)80頭,期末棚卸高40頭の場

合,期末仕掛品の完成度を平均 50%と すると,そ

の完成品換算量は20頭 となる。すなわち, 当期の

換算生産量は80+(40× 0.50)=100頭 ,1頭当り原

価は 10万円となる。これによって,当期総生産原

価 1,000万 円を生産物原価 800万 円, 仕掛品原価

200万円とするのである。 この方法は 簿記の記帳

結果である当期生産原価の総額をファ ン ドとし

て,完成品と未完成品 (棚卸家畜)に原価を配分し

ようとするところに特徴がある。棚卸家畜だけを

取 り出して恣意的にその原価を見積り, 総生産原

価と棚卸高の差額を結果的に生産物原価と見なす

慣行法よりも,理論的に優れ, かつ畜種によって

は実務的にも採用し得る方法と考えられる。

以下,畜種別に,実務的簡便法 (みなし評価)の

いくつかの方法を検討し, その適用条件を吟味す

るとともに,上に提起した 方法の適用性について

検討してみたい。

2.肥育畜の棚卸評価法

ここでは,肥育牛,肥育豚, ブロイラーの評価

実務をとり上げる。

(1)計算単位



家畜評価の計算単位は,①個体別,②月令又は

体重を基準とする畜種別,③ 飼育する畜群全体 ,

の 3通 りが考えられる。このどれを採るかは, そ

の経営により,畜種により, 導入・飼育・ 出荷の

パターンがどのようになっているかに深い係わ り

がある。

第 1の個体別計算が必要なのは, 肥育牛経営 ,

とりわけ肉専用種を飼育する小 。中規模の経営の

場合であろう。一般に, 肥育牛経営では月令の異

なる素牛を 1～ 2頭ずつ導入するのが常であ り,

同一月令の何頭かで畜群を構成する程の規模の経

営は比較的少ない。このような場合は個体別評価

によらざるを得ない。しかし最近, 乳用雄子牛を

肥育する経営でほぼ同一月令の素牛を群単位で導

入する場合があ り,導入群単位に評価単位を設定

し評価額を算定することも可能とな りつつある。

このように個体別評価によらなければ ならないと

いうのは大家畜の生理的特質 (例えば通常1腹から

1頭 しか生まれない)に よるものではなく, あくま

でも肥育牛経営の規模の現状とそれに規制される

導入パターンに由来するものである。

第 2の群単位計算は,肥育豚, ブロイラーにお

いて広 く普及している方法である。 両者は,多頭

化の進展により, ともに群単位の導入であ り, 導

入群を単位に計算し得るので, 個体別に計算する

必要はなく,群単位の評価法を 適用することが妥

当である。但し,こ こで肥育豚と ブロイラーの相

異について確認 してお く必要がある。 ブロイラー

では,同一日に導入したひな群はその後, 日令,

体重ともに斉一の鶏群として 出荷迄その群編成が

維持されるのが普通であ り, 場所的にも導入時の

群単位が固定される。 肥育末期にめすびなだけが

早期出荷されることもあるが, 一般に,鶏群の編

成替えによって他の鶏群と混飼されることはまれ

である。したがって,鶏群ごとに飼育費の記録を

すれば,常時その鶏群の原価を 帳簿上明らかにし

てお くことができるのである。

これに対し,肥育期間の長い肥育豚にあっては

導入時にほぼ同一 日令の豚群であっても, その後

の発育に応 じて編成替えが 行われることが多い。
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したがって,同一日導入群を同一豚房で出荷迄

飼育し続ける特殊な場合を除くと, 一般に日令別

のグルーピングは不可能となる。また, かりに豚

群の場所的固定性が保証されても, 多数の豚群に

ついて豚群 (豚房)ご とに原価を記録してゆくこと

は実務的には至難である。 まして豚房間で移動が

あれば, このような対象計算は全く不可能となろ

う。しかし,肥育豚についても群単位のみなし評

価は可能である。それは,帳簿上, 先入先出法等

の方法によって,期末在房豚の導入日を推定し,

その日の導入単価と, 導入後の飼育費用の見積高

を積算すればよいのである。または, 実地棚卸に

より棚卸表の上で体重別に区分し, 体重に応じた

みなし単価を乗じて評価額とするのである。すな

わち,ブ ロイラーのような場所的固定性を前提と

した対象計算ではなく, 棚卸表の上で日令または

体重を同じくする豚群別に頭数を確認してみなし

原価を適用する方法である。

第 3の計算単位は, 畜群全部を一括して評価す

る場合である。すなわち,個体または群の単価を

ベースにしないで,直接, 畜群全体の評価額を決

定するのである。この方法は,みなし評価法が総

生産原価とは関係なく, 棚卸高だけを切 り離して

評価するのに対し,期間原価の総額を完成品と未

完成品 (棚卸畜)に配分するのであるから,実際原

価を基礎とするより合理的な評価方法であると考

えられる。

(2)肥育畜の原価構成

一般に,生産原価は原材料費,労務費, その他

経費の 3要素から構成される。肥育畜についてい

えば, 生産物の質料的実体を形成する主要原料た

る肥育素畜に対し,労働力が働きかけて,その際,

飼料およびその他の生産的用役が消費される。 素

畜費および飼料費は「原材料費」,労働費は「労務

費」,光熱水料,衛生費,償却費等は「その他経費」

であるとみなせよう。

肥育畜の場合,主要原材料である素畜費と飼料

費の合計額が生産費中に占める割合が と くに高

い。それは肥育牛で86.5%,肥育豚 89。 3%,ブ ロ

イラーで86.5%と ,お よそ90%近 くを占めている

家畜資産の棚卸評価(1)
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(第 1表 )。 しかもこの割合は年々高まる傾向を示

してきたし5), また飼料費中の 自給部分の割合が

低下する傾向もあって6), 素畜と飼料の 2品 日で

原価の大部分をカバーし得る実態的根拠があると

いえる。加えて次の指摘も重要であろう。それは,

以上に示した生産物 (完成品)の原価構成と棚卸の

対象となる仕掛品 (末完成品)の原価構成のちがい

である。つまり後者においては素畜費と飼料費の

比重はさらに高くなるということである。 それは

肥育畜においては,その成長段階別 コス トのうち

素畜費が一定費 (f破ed cost)だ からである(第 2図 )。

第2図 肥育畜の原価要素と増価のパターン

水道光熱費

診療衛生費

減価償却費等

第 1表 肥育畜の原価構成 (%)

原

材

料

費

費 目 別

労  働  費

(う ち家族) 3)

そ の 他 経 費 41

費 用 合 計 100. 100.

ブロイ

(昭45)

21.1

(― )

65.4

(― )

86.5

6.3

(5.9)

3 7.2

100.0100.

月 (日 令

すなわち,素畜費は生産開始時にその全額が投資

されるが,飼料費およびその他の経費は 日令また

は体重の進度に比例して投下される比例費 (vari―

able COst)で ある。このように素畜費が一定費 (固

定費)でその他の生産費が比例費 (変動費)である

ことは,それが一次的比例であれ,逓増的であれ ,

若令時ほど, 生産費中に占める(素畜費+飼料費)

の割合が高いことを意味する。肥育豚についてい

えば,肥育終了時において先に示した 89.3%であ

るが,開始時には 100%であり, 肥育期間中にお

いてはその中間の値を示すことになる。 このこと

は仕掛品である肥育畜の原価を見積る際に, 素畜

費と飼料費の見積 りが決定的に重要であることを

意味し,ま た原価のこの2大要素を集計するなら,

それだけで原価の大部分をカバーし得るという実

(注)1. 農林省畜産物生産費調査 (速報版)により作成。

2. 素畜費 と飼料費をもって仮に「 原材料費」 とした。

3. この表は生産物 (完成品)の原価構成であっで仕掛品のそれ

を示す ものではない。

4.そ の他経費は,敷料費,光熱水料及び動力費,獣医師料及び

医薬品費,賃借料及び料金,建物費(償却費,修繕費),農具費

(同左)よ り成る。

務的慣行法の根拠ともなっているのである。

(3)評価方法〔1〕
一 見積 り評価法

1)素畜原価の見積 り

肥育素豚を外部から購入する肥育専門経営にお

いては,一般に,一定費である素畜費と比例費で

ある飼料給与額を区分して評価する方法が採用さ

れている。その場合,素畜費の評価は, 実績によ

るものと算定によるものの 2通 りが考えられる。

前者は実際購入単価による方法であり, 後者は購

入実績をもとに何らかの計算式により単価を算定

する方法である (但 し,いずれも導入群を単位として

単価を設定する)。

後掲第 3表,第 4表に掲げた方法は,棚卸日に

在房する肥育豚を導入日別に区分し, その素豚費

相当部分については実際導入単価によって評価し

た事例である。この方法は税法でいう個別法に相

当する。しかしこの方法がどの経営にも適用可能

であるとは限らない。それは飼育途中で豚群の編

成替えが行われ,導入群が棚卸日迄場所的に固定

される保証がない場合である。事実, 豚房ごとに

導入日を確定することは,実務上, 困難な場合が

多いのである。

経

費

労
務
費

累積費用線

飼

|

費
用 `´

‐́
原
材
料
費

（肥
育
終
了
）

（肥
育
開
始
）

導
入
時
点

肥  育  牛 (昭 48)畜 種 別

めす
肥育

去勢
壮令

去勢
若令

理 想 平均

素 畜 費

(う ち自給)

飼 料 費

(う ち自給)

計

(4.6)

85.

)

58.

(―

27.

85.

(2.

61.

(―

24.

86

(4.

50.|

(―

35.|

(1.8)

85

)

67.

(―

18.

(4.

51.

(13.

38.

89

(9. (8. (6.

4.4.

100100 100.
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C―AxB
金  額

このような場合,帳簿から導入単価を算定して

適用するいくつかの方法が考えられる。税法では

実績による先の個別法の他に, 先入先出法 。後入

先出法 。総平均法・移動平均法 0単純平均法・最

終仕入原価法・売価還元法をあげているが, 個別

法の実績主義を最善とし,こ れに代わる次善の方

法という立場で検討するならどの方法が適するで

あろうか。

先入先出法 :期末棚卸畜は期末からもっとも近

い日に購入されたものから順次成ると考える方法

なので,個別法とごく近似する。

後入先出法 :逆に期末棚卸畜は期末からもっと

も遠い日から購入されたものから順次成ると考え

る方法なので,豚のように素畜価格の変動が激し

いものにおいては, 実際原価からいちじるしく離

反する。

総平均法 :期首および期中の全頭数の加重平均

単価を用いるので,期末在房豚の単価としては実

際原価より離れる。棚卸豚を特定しないので, 計

算上容易であるが,それ以上の利点がない。

移動平均法 :計算便宜上の利点も乏しく, かつ

実際原価から離反する。

単純平均法 :数量に関係なく算定し得るので総

平均法より容易だが,実際原価と離反する欠点を

カバーし得ない。

最終仕入原価法 :簡便ではあるが, 素畜のよう

に価格変動の激しいものでは問題がある。 また,

体重資質の異なる素畜に最終仕入時の同一単価を

一律に適用することも問題である。

売価還元法 :販売価額に一定率を乗じて原価を

逆算しようとする方法だが,素畜費と肉畜売価の

間に一定の安定的比例関係がないので,採用に値

しない。

以上のうち,一応,実用性ありと考えられる方法

につき計算例を示すと,次のようになる (第 2表 )。

すなわち,個別法による1頭当り単価 20,209円 に

対し,先入先出法,単純平均法, 総平均法,最終

仕入原価法の順序で算定値が近似する。 しかしこ

の順序は,計算条件(例・月別の価格動向)が異なれ

ば違ってくるので, 常にこの順序で正確であると

第2表 子豚導入単価の計算例

資料 :期中における子豚の導入明細

群N。 .

６０

お

７０

２０

６５

５０

１５

３０

５１

２９

３７

６２

４０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

■

１２

１３

1・ 15

2.25

3.15

25

4 25

7. 5

15

8. 5

9.25

10. 5

25

11.15

12.15

15,200

17,300

18,200

19,400

21,800

19,100

18,700

18,500

20,200

19,800

19,400

20,300

21,600

円
912,000

8∞ ,4()()

1,274,000

388,000

1,417,000

955,000

280,500

555,000

1,030,200

574,200

717,800

1,258,600

864,000

10,984,700

〔注〕 子豚導入単価の算定 :

①個別法 :期末在房豚225頭 の素畜取得費
群乱7  11頭 (018,ЮO)

(″ 20,200)

(″ 19,800)

(〃 19,400)

(″ 20,300)

(″ 21,600)

計 225 平均20,209

②先入先出法 :M8群中の6頭 と恥9～13群の計225頭
の総平均-20,2慇

⑨総平均法 :Cの合計÷Aの合計-19,038

④単純平均法 :Bの合計■13-19,193

③最終仕入原価法:M13群 の単価-21,600

(備考〕 正規の総平均法では期首繰越品も含めて計算するが,こ こでは
期中購入分についてのみ計算した。

は限らない。しかし, 一般にもっとも個別法と近

似するのは先入先出法であるといえよう。

2)飼育原価の見積 り

次に,素畜原価に加算すべき飼育原価の見積 り

方法について検討する。 養豚における慣行法の大

半は,飼育原価中に占める飼料費の比重が高いこ

とから,飼料給与額の見積 りをもって飼育原価と

見なしている場合が多い。給餌額の見積 りには,

畜群ごとに棚卸日迄の肥育日数を基準とする方法

と,棚卸日の生体重を基準とする方法がある。前

者を「肥育日数基準法」,後者を「体重基準法」と

呼ぶことにしたい。

① 肥育日数基準法

肥育日数を基準とする 2つの評価例を示そ う

(第 3,4表 )。 いずれも決算日の在房豚を導入日別

計

９

１０

Ｈ

ｌ２

１３

導入月 日
A

頭 数 単 価

577
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に分類し,導入後棚卸日迄の日数を計算する。 そ

の肥育日数に 1日 1頭当り給餌額を乗 じて, 1頭

当 り飼料給与額 とする。1日 当り給与額の設定は ,

事例 Iでは肥育 日数の長短により5円格差の 3段

階に分けている(第 3表)。 肥育畜の給餌量は発育が

進むにつれて増加するが,飼料 1ん,当 り単価は逆

に低下するので 1日 当り給与額にはそれ程大きな

差は生じない。一方,事例Ⅱは 肥育日数の長短に

関係なく, 1日 当 り給与額を一律に見なしている

(第 4表)。 その理由は,多頭飼育においては期末在

房豚の月令分布はほぼ平準化するので, とくに月

令に片寄 りがない限 り, 一律単価を乗 じてもその

誤差は少ないとの判断からであろう。 但し,事例

Iが ごく概算的に 1日 当 り単価を設定 したのに対

第 3表 月巴育豚の棚卸評価例― 肥育日数基準法(1)

評  価  額

群 血

XX.11.2

11

12

2

12.12

15

22

XX.1.12

22

2. 1

2

9,371

9,482

8,648

9,112

10,005

6,967

9,593

10,375

9,978

9,404

9,199

H― B+F
l頭当り

17,701

17,182

16,278

15,547

15,140

11,907

14,078

13,255

12,258

11,084

10,819

I=C+G
金   額

2,124,120

996,556

1,074,348

870,632

847,840

154,791

774,290

782,045

784,512

653,956

735,692

9,798,782

I― C+G
金   額

２０

５８

６６

５６

５６

１３

５５

５９

６４

５９

６８

Ю
　
ｕ

計合

〔注)1.決 算日2月 28日 現在の棚卸豚 674頭 について,神奈川県のS養豚経営。
2.1日 1頭当り飼料給与額 Eは S経営の基準給与量に当時の飼料購入単価を乗じて見積ったもの。

第 4表 肥育豚の棚卸評価― 肥育日数基準法②

飼 料 給 与 額 評  価  額

群 M

７

９ ６

９ ６

２３

９ ６

４ ５

４ ８

６０

５ ０

×X.7.15

28

8. 9

16

9. 2

14

19

10. 9

28

18,920

18,420

18,920

19,230

20,020

21,020

20,820

19,620

16,820

132,440

1,768,320

1,816,320

442,313

1,921,920

945,900

999,360

1,177,200

874,640

合

(注)1.決 算 日10月 31日 現在の棚卸豚 523頭 について,神奈川県 K養豚経営。

2.1日 1頭 当 り飼料給与額 Eは次式によって求めた。
E一年間正味飼料消費量÷延飼育頭数―(期 首繰越飼料76,085円 +期 中購入18,782,758円 ―期末棚卸150,728円 )

■年間延飼育頭数 220,875頭 ■84円

０９

９６

９４

７

６０

４８

４３

２３

４

円
196.532

2,542,464

2,574,336

591,077

2,405,760

1,127,340

1,172,736

1,293,120

892,112

計

子 豚 価 額 飼 料 給 与 額

G=AxF
金   額

入

わ

日

導

(購

年 月

A

頭 数 B
1頭当り

C=AxB
金   額

D
経過 日数

E
1日 当り

F― DxE
l頭 当 り

円
1,124,520

549,956

570,768

510,272

560,280

90,571

527,615

612.125

638.592

554,836

625,532

１９

１０

０９

９９

”

７６

∞

４８

３８

２８

２７

日

７０

″

″

６５

″

″

″

∞

″

″

″

円 円

8,330

7,700

7,630

6,435

5,135

4,940

4,485

2,880

2,280

1,680

1,620

円

999,600

446,600

5“ ,5∞

360,360

287,560

64,220

246,675

169,920

145,920

99,120

110,160

6,365,067 5,095 3,433,715 14,5399,444674
|

G=AxF
金   額

H― B+F
l頭当 り

入

わ

日

導

(購

年 月

A

頭 数

子 豚 価 額

B
1頭当り

C― AxB
金   額

D
経過日数

E
1日 当り

F― DxE
l頭当り

勉
¨

″

″

″

″

″

″

″

″

円 円
9,156

8,064

7,896

6,468

5,040

4,032

3,612

1,932

336

円
64,092

774,144

758,016

148,764

483,840

181,440

173,376

115,920

17,472

円
28,076

26,484

26,816

25,699

25,060

25,052

24,422

21,552

17,156

5,196 2,717,064
|

24,466523 19,270 10,078,413 12,795,477



し,こ の場合は年間の総飼料費を年間の延飼育頭

数で除して 1日 1頭当り平均飼料費を求め, それ

を棚卸豚に適用している。すなわちこの方法は,

年間総飼料費をファンドとして, そのうち棚卸豚

の消費分を摘出しようとするのであるから, 恣意

的に単価設定をした事例 Iの場合より精密な方法

であるといえる。但し,か くして求めた 1日 当り

給与単価は期中において出荷した(肥育が終了した)

豚の給与額を含めた平均値であるから, 未だ完成

生産物に至っていない (平均的には完成迄の肥育日数

の半分しか経過していない)棚卸豚の単価としてはや

や高くなり過ぎる欠点がある。また, 期中におい

て飼料価格の大幅な変動があった場合は,期中の

総平均値を用いるこの方法では, 主として期末に

近い飼料単価で肥育された棚卸豚の実際単価と乖

離することは明らかであり, この点が第 2の欠点

となる。

結論として,事例 Iの方法よりⅡの方が優れて

いると認められるが,棚卸豚の月令分布が著しく

偏在していた り,期中に飼料価格の大幅な変動が

あった場合には,補正計算の必要があろう。

このようなみなし単価の設定はあらゆる家畜評

価に普及している慣行的方法であるが, プロイラ

ーや採卵鶏ひなのように, 日令と体重の相関が強

く,かつ日令と費用の関係にバラツキが少ない場

合には,実際の原価との差が少ないが, 個体の発

育差が大きい中大家畜においてはその正確性に多

分に問題があるといわなくてはならない。

教なし評価の実用性はその簡便性にあるが,標
準単価の設定が個別経営の飼育規模や技術体系と

関係なく設定され, 地域全体に一律に適用される

と,実際の発生原価と著しくかけ離れた評価額と

なる危険性がある。事実, 家畜の棚卸評価をめぐ

って, みなし評価基準が経営実態を反映していな

いとして税務当局から否認されるなどの事例は,

こうした基準単価の機械的適用を行っている場合

に多く見られるのである。

② 体重基準法

以上の肥育日数法は神奈川県下を 中心に一時広

範に普及した方法であるが, 最近の肥育豚評価で

21

は「体重基準法」がそれに代わ りつつある。 これ

は棚卸畜を体重別に分け, 同一体重群ごとに生産

原価を基準とした一定単価を乗ずる方法である。

肥育畜を体重別に区分するのは, 必ずしも体重と

コス トの方が日令とコス トよりも相関係数が大き

いという論拠によるものではない。群の編成替え

が頻繁に行われる場合は, 日令区分よりも体重区

分の方が容易であるという実務的便宜に他ならな

い。したがって,同腹の子豚群ごとに同一房に収

容されているような幼豚段階では 日令で区分し,

20～30切以上になると体重で区分するという場合

がしばしばみられる。

ところで,肥育日数に代わって生体重が評価の

基準として採用されるようになった背景は何であ

ろうか。

飼育日数基準法が普及した昭和 40年前後はもっ

ばら購入子豚に依存する肥育専門経営が主流であ

った。そこでは,導入日毎に子豚の取得原価が異

なるため,棚卸豚を同一日導入群ごとに区分する

必要があり,その後の飼育費も必然的に導入後の

飼育日数を基準として算定するようになった。前

記事例Ⅱでは当期の総飼料費から 1日 1頭当り飼

料費を算定しているが, それができるのは肥育専

門経営なればこそで, 繁殖豚と肥育豚が併飼され

る一貫生産経営においては, 肥育部門の飼料費を

区分して把握すること自体, 実務的に必ずしも容

易ではないのである。

その後一貫経営が多く出現するようになり, そ

こでは出生時の子豚原価を同一単価と見なし得る

ことから,子豚を出生日別に, あるいは肥育開始

時の日令別にグルーピングする必要 が な くなっ

た。つまり出生時原価を基礎にその後の飼育原価

を加算すればよく,出生日別よりも, 棚卸日の体

重別に区分する方が実務的に容易であることもあ

って,急速に体重を基準とする棚卸方法が普及す

るようになった。同腹の子豚がその後,群の編成

替えによって分散または合流することがあっても

体重を基準にして行 う員数調べには何ら支障がな

いこともこの方法の実用性を高めたものと考えら

れる。

家畜資産の棚卸評価(1)
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体重法普及のもうひとつの理由として,飼料要求率

算定のために期末在房豚の生体重を把握する必要が生

じたことがあげられる。産肉能力検定や飼料の利用性

試験における飼料要求率の算定は,特定の対象豚ごと

に例えば 30kgか ら 90kg到達日迄について対象計算

するのが普通であるが,経営成果を把握する意味での

飼料要求率の算定は,次式により豚群全体について期

間計算をもって示すべきであろう
7)0

飼料要求率=0年間飼料総消費量 (kg)+0年 間総

増体重(kg)

但し 0=(期 首繰越飼料量十期中購入飼料量)

一期末棚卸飼料量

0=(期 中出荷豚総生体重十期末棚卸豚総

生体重)― (期首繰越豚総生体重十期中

導入子豚総生体重)

この場合における棚卸豚の生体重確認は実地評量を

原則とするが,実務的便法として抽出秤量でもよく,

さらに実測の経験を積めば目測によるみなし体重でも

その誤差を僅少におさえることができるものと考えら

れる。農家段階では目測法が圧倒的に多いように見受

けられるが,個体別の成績を問題とするのではなく経

営全体の飼料効率等を算出する目的としてはかかる便

法も有用である。但し,時に実測を行い目測値との誤

差を検証する必要があろう。

品分について何らその原価を算定することなく
「

総原価から一方的に仕掛家畜分の「原価」を差引

いて, 結果的に出荷畜の売上原価とすることは,

損益計算,生産費計算のいずれからみても, 原則

にはずれた便法に過ぎないことはすでに指摘して

きた通 りである。

原価配分法による評価法として, 次の 2方法を

提示したい。

① 指数化法

いま,期首の家畜繰越高をA, 期中の発生費用

をBと した時,(A+B)が今期の総費用を構成す

る。この総費用が生み出した結果物は, 期中に生

産物とな り販売された出荷畜と期末において生産

途中にある棚卸畜である。したがって (A+B)円

をこの両者に,何らかの配分基準をもって按分す

れば,売上原価Cと棚卸評価額Dと が 同時に確定

する。すなわち,従来法においては, A+B=C
十Dを前提とし,ま ず Dの評価額を決定して,A
十B― D=Cに よって,結果的に Cを算定してい

たのであり,生産費計算が棚卸計算に一方的に左

右されていたのである。

第5表 原価配分法による肥育豚の棚卸評価

(4)評価方法〔2〕
一 原価配分法

棚卸家畜の肥育原価をいかに精密に算定 して

も,それが当期の費用総額の大きさと無関係に,

棚卸畜だけを取 り出して評価したものであるとこ

ろに,見積 り評価法の根本的な欠陥があるといわ

なくてはならない。 そこでわれわれは「原価配分

法」なるものを提起したい。

原価配分法とは,当期の原価総額をファンドと

して,それを完成品 (出荷畜)と 未完成品 (棚卸畜)

とに配分する方法である。すなわち,今 期 の原

価総額が 1,000で あった時, 一方的に棚卸家畜の

評価額を 200と 見積 り計算して,1,000-200=800

をもって出荷畜の原価, すなわち売上原価とする

方法ではなく, 1,000は 完成品分と未完成品分に

またがる原価であるから,未完成品を何らかの方

法で完成品の出来高に換算し, その配分比率をも

って例えば完成品分 (売上原価)を 750, 未完成品

分 (棚卸家畜分の原価)を 250と するのである。完成

この方法を計算例で示すと(第 5表),ま ず,月 毎

に肥育豚の月令別延飼育頭数を調査する。次にこ

れに一定の指数を乗ずるが, 例えば 3カ 月以上 4

カ月未満令のその月における生産原価を 1と した

時, 3ケ 月未満令は0.86, 2カ 月未満令は 0.82と
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いうようにあくまでもその経営における生産原価

を基準として指数化する。その総指数を期中に肥

育が完了した出荷豚分の指数と期末在房豚分の指

数に分け, 総原価 A+B〓 3,569千 円にそれを乗

じて原価を配分するのである。

② 延飼育頭数法

豚群別に毎月の延飼育頭数を調査し,期中出荷

豚と期末棚卸豚それぞれの延頭数を算出し, その

頭数比率によって総費用を按分する。豚の月令に

応じた指数を乗じない点で, 前法より簡便である

といえる。この方法は,期首・期末の棚卸豚の月

令分布がほぼ同じようなパターンを示し, かつ期

首 。期末の頭数差が少ない, 単純再生産に近いよ

うな場合に適する。しかし, 正確性については前

法に劣ることは否めない。

以上,2方法の共通課題として,飼育中の死亡畜

をいかに取扱 うかが問題となる。第 5表の計算例

では導入頭数によらず, 出荷頭数または期末在房

頭数をもって期中の延頭数をカウントしたが, こ

れでは期中死亡豚の飼育頭数が脱落してしまう。

肥育豚の死亡率は通常 3%前後であり, 出荷頭数

は導入頭数より3%程度少ない。この死亡畜の飼

育経費は生存畜が引継ぐべきものであろう。 した

がって,豚群ごとにみると毎月の飼育頭数は少し

ずつ減少しているはずであるから,正確にはその

飼育実頭数を基礎に延飼育頭数を算定すべきであ

ろう。

2θ

注

1)農林省統計情報部・ 農林統計研究会編『農業経済

累年統計,第 6巻,農畜産物生産費調査史』252頁。

2)加用信文「牛乳生産費計算上の諸問題」『農業総

合研究』V。1.5,NO.2。

3)加用信文「家畜の経済的性格」『農業経営経済学

の研究』(大槻正男博士還暦記念論文集),養賢堂 ,

昭33,所収。

4)新井肇『家畜の評価に関する農業計算学的研究』

中央畜産会,昭 52。

5)生産費中に占める素畜費・飼料費の割合は長期的

には増加傾向を示し,例えば肥育豚では,昭和35年

74.3%, 40年84.4%, 45年85.2%, 48年 89.3%,

49年90.0%と なっている (農林省「畜産物生産費調

査」による)。

6)飼料自給率は次のように急速に低下し,プ ロイラ

ーではゼロとなっている (農林省「畜産物生産費調

査」による)。

飼料費中に占める自給飼料費 (%)

家畜資産の棚卸評価(1)

年   度 肥 育 牛

３５

４０

４５

４８

４９

昭 40.3

13.2

7.0

0.9

0.5

55.3

33.6

18,0

13.4

10.8

7)新井肇「養豚協業経営の分析指標」『経営分析と

管理指標』全国農業会議所,昭 42所収,213頁 以下 ,

新井肇『畜産簿記』全国農業会議所,昭48,124頁 。
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