
  
  農産物生産費構成における出荷費の原価性

  誌名 農村研究
ISSN 03888533
著者名 松田,藤四郎
発行元 東京農業大学農業経済学会→食料・農業・農村経済学会 (121号-）
巻/号 46号
掲載ページ p. 1-7
発行年月 1978年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



は しが き

農産物の生産費調査は,昭和23年度から, 従来

国が農業団体に委嘱していた調査品日と食糧庁の

調査品日とを統合して,農林省統計調査局 (現農林

経済局統計情報部)で行われることになった。 その

後,農林省の農産物生産費調査は, 理論的にも深

められ,かつその調査対象作目も広められて, 今

日87品 目(45年度)に もおよんでいる。

これらの調査結果の利用は各方面で広 く活用さ

れるようになり, そのおよぼす影響も大きくなっ

ている。 それだけに,生産費の構成要素や自給物

の評価等生産費の基本に 関わる理論的,具体的究

明はおこたることができない。

さて,現行農林省農産物生産費計算は, その計

算対象から出荷費 (搬出・出荷経費)を除外してい

る1)。 出荷費は,近年, とくに園芸農産物や畜産

物について, その輸送手段や流通市場の変化をと

おして増大し, それら農産物の価格形成や経営分

析に与える影響が大きくなってきている。 かかる

意味も含めて, 農産物の出荷費が生産費構成の要

素をもつ (原価性)の かどうか,ま た, その問題点

はなにかについての検討を加えることとしたい。

:.出荷費の非原価性取 り扱いの背景

農産物の出荷費が生産費計算 (原価計算)の対象

になっていないということは, 現代原価会計的思

考からすれば, 一見不可思議のように思えるであ

ろう。 後述するように,製造企業を対象とした現

I

行「原価計算基準」や「製造工業原価計算要綱」

では, 出荷費は「販売および一般管理費」の構成

要素として, 総原価に含まれているからである。

製造企業においては,総原価が製造原価(製品原価)

に販売および一般管理費を加えたものからなるの

が当然とされているのに, 農産物の生産費計算に

おいてのみ,製造過程に匹敵する生産過程 (収穫・

調整段階まで)のみが計算対象とされている。

農産物生産費計算における販売および一般管理

費の計算欠落の理由は, 小農経済にその根源を求

めることができよう。そもそも, 生産費計算は,

資本主義的商品生産を担当する資本制企業を地盤

として確立された。小農経済は, 家計と経営が未

分離で,しかも, その生産は家族労働に多くを依

存し, 自給部分を少なからず残すところの前資本

主義段階の経済である。 このような小農経済に生

産費概念を適用すること自体が問題になるし, 一

歩譲って, 適用の地盤を備えていると認めても,

その生産費の不確実性に対する批判を払拭するこ

とができないからである。

そのために, わが国では小農に対する生産費計

算適用の否認または不適格性, それに対する適格

性をめぐっての論議が, これまで数多くなされて

きたのである。しかし, 生産費調査そのものの実

施は, 大正11年の米生産費を対象にした帝国農会

の本格的な記帳調査の開始以来継続して行われて

きている。 これまでの生産費論議を大別すれば,

一つは地代,資本利子, 租税公課等の原価性をめ

ぐる論議であり, 他の一つは自給物の評価をめぐ

る論議となろう。 これらのことが問題となる原因

は, 農業生産の特殊性としての有機的生産にある
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のではなく,やはり, 小農経済に根ざしていると

いえよう。

今日の資本制企業としての製造工業における原

価計算は,一般に,財務会計と有機的に一体化し,

複式簿記機構のもとで実施されている。 このよう

な財務会計と一体となった原価計算システムを原

価計算制度 regdar cost accounting systemま たは

原価会計 cost accountingと 呼んでいる。小農経済

を対象とする原価計算が, このような原価計算制

度をとりにくかったのは当然であろう。 したがっ

て,わが国の農産物生産費計算は, 最初から原価

計算制度を放棄して進められたとい う特徴をもっ

ている。

さて, 原価計算制度として確立した今日の一般

製造工業における原価計算の目的は, 優れて個別

的である。その目的を概括的に列記すれば, 企業

における(1)損益計算および棚卸資産評価目的,(2)

原価管理目的,(3)予 算編成目的,(4)個別計画設定

目的等にまとめることができる2)。 これとは対照

的に, 農産物生産費計算は社会経済的性格を強く

もって開始され, 昭和23年以降の農林省の新方式

においても,その性格は色濃く残っている。

農産物生産費調査の目的のなかで, 重要な地位

を占めているのは, 政府の農産物価格政策との関

係においてである。現在の農産物生産費計算は政

府の価格決定資料,価格決定参酌資料, 価格安定

対策の参考資料としての重要な機能 を もってい

る。もちろん, 経営改善資料としての個別経営の

利用も目的の一つに入れられているが, より,価

格政策資料,農業全体の生産構造解明資料, 農産

物の需給関係分析資料といった社会経済的目的を

強 くもたされていることは否定できない。

農産物生産費計算がこのような社会経済的目的

を強くもっているということは, 高度に発達した

資本主義経済のなかで, 小農を基軸とする農業間

題が背後に大きく存在するからである。農産物の

生産費が政府の価格政策の重要な資料であること

は, その生産費を価格との関係で把握計算すると

い う思考に至るのは不思議でない。 従来の生産費

論議も帰するところ, かかる価格の規制者たる生

産費の把握をめぐるもので あったといっても過言

ではない。

この場合の価格は市場におけるそのときどきに

形成される市場価格をいうのではなく, 市場価格

が競争の結果,究極において落ちつくとみられる,

いわゆる古典経済学派のいう正常価格を前提とし

ている。 このような正常価格に等しい生産費論は

大槻教授の農産物生産費論にもっともよく現われ

ている。

これに対し, 現行の農林省方式は「客観的」な

生産費把握を主眼に理論構築がなされている。 こ

の客観的という意味は,(1)生産費の本質の理解に

おいて,(2)投入生産要素の評価において,(3)調査

の統計的把握において,と 理解できる。 このうち

生産費の本質については, 現行農林省方式の理論

構築に多大の寄与をした加用信文氏 の諸 論 文 か

ら, それが価値形成との関連で経済学的に究明さ

れ て`いることがわかる3)。

以上みてきたように, わが国農産物生産費論の

特徴は, 原価計算制度 (原価会計)的思考が弱く,

経済学的理解を重視し, または前提にしてきたと

いえよう。

さて, 農産物の出荷費の生産費上の取 り扱いで

あるが, 現行農林省方式では生産費計算に含めて

いないことは既に述べたとお りである。 しかし,

改正前の生産費計算では,例えば, 帝国農会調査

の米, 麦生産費には諸材料費のなかに包装材料の

費用が含まれていたし, 昭和15年からの主要農産

物生産費には 包装荷造材料費が独立の生産費日と

して計上されていた。したがって, 出荷費は不完

全ながら把握計上されていたといえよう。しかし,

出荷費の一部を構成する運送費は, 大概論文でそ

の原価性が主張
4)されたけれども, 農家の生産費

調査の対象にならなかった。

ただ,当時の米穀法において, 中央市場を前提

にした公定米価は, 地方集散地から公定市場まで

の運賃諸掛費 (鉄道または船舶の運賃,小運送および

積荷卸賃等の合計の平均)を別途に調査して計上して

いた。 したがって,公定米価には運送費が加味さ

れており, 結果として農家の出荷費は価格で補償



農産物生産費構成における出荷費の原価性

されるとい う仕組みになっていた。

2.出荷費原価性の経済学的理解

農産物の出荷費は農産物の流通過程に生ずる流

通費で,生産過程で生ずる費用ではない。 したが

って, 生産費を生産過程で費消された物財および

用役の生産物単位当たりの価値犠牲額と狭義に規

定するときには生産費に含まれない。しかし, 経
済学における生産および価格論に関係する生産費

は, 単に生産過程のみの費用に限定しているとは

思われない。

完全競争が成立する市場を前提にすれば, 究極

的には生産費の法則によって, 価格はその生産物
の社会的平均生産費に一致する。 生産費の法則が

価格を規制する場合の社会的生産費には,当然市

場への搬出, 出荷等の流通費が含まれていると考

えられる。 同一生産物を生産する多数 の生産 者

が, 市場までの出荷を同一の方法で行なっている

と仮定しよう。つまり, 個別企業がおしなべて市

場までの出荷を行なっているとすれば,個別企業

の生産開始から市場出荷までの費用は生産過程の

費用プラス流通過程の費用を合計した ものであ

る。 両者を合計した総費用を総生産量で除した商

が単位当たり生産物の費用であり, 企業の損益分

岐点は, 両者を合計したところの平均費用だから

である。この場合, 個別流通費が多いか少ないか

は問題でない。個別資本が再生産を確保するため

の資本の回収が行われることが重要なのである。

個別企業が市場の競争において生存することがで

きるかどうかは,ま さに, この場合流通費を含め

た 個別生産費の価格による補償いかんにかかって

いるのである。価格に一致する生産費は個から全
へと社会的に客観化された社会的平均生産費であ

り,「個」に含まれている流通費は社会的な「全」

の流通費を形成する基礎となる。

以上の考えからすれば, 出荷費が価格を規制す

る,ま たは, 個別企業の生存を規制する生産費の

なかに含まれることに疑間をはさむ余地がない。

しかし,そ う簡単でないところに, この問題の難

かしさがある。なぜなら, 上途の生産費の法則で

いう生産費は,資本主義的企業の貨幣生産費money

COSt Of prOd“ tionを意味し,商品の価値を規制す

る生産費を必ずしも意味しないからである。価値

法則の作用によって価値は価格に合致する。

企業家の現実的貨幣生産費のなかには, 価値を

生み出すために要した 費用と価値の創造とは無関

係な費用とが混在している。本来的生産費は価値

形成に関連する費用であり, いかなる社会におい

ても生産一般に共通する超歴史的概 念 の生産 費

で, それこそが客観的な生産費であるとい う考え

が成りたつ。

現行農林省方式による農産物生産費計算では,

この本来的生産費に 関わる費用価格を第 1次生産

費と呼び, 価値形成と無関係な費用とを区別して

いる。 この場合の価値は生産部門における生産労

働によって生み出される価値を意味していて, 流

通部門は基本的な価値形成部門とみ な して い な

い。したがって,価値論的にみれば, 商品の生産

費は生産過程に関わる概念となる。

しかし,こ のような立場を是認しても, 農産物

の出荷費が価値形成(生産費の構成要素)と 全く関わ

りがないとはいいきれない。現実の出荷費のなか

には価値形成に関わる部分が含まれていると考え

られるからである5)。
基本的な価値形成部門は前

述のように生産部門であるが, 流通部門において

も生産過程がつづいている部分は価値形成が行わ

れる。そのような流通費は価値形成に無関係な費

用,つまり純)1申な流通費 (非生産的原価 unprod“―

tiVe COSt)と 区別される生産的流通費である。そう

いう意味では,価値を生む生産的労 働 の全 過程

(生産過程プラス生産過程の延長としての流通過程部分)

が生産費計算の対象になるといえよう。

流通過程のうち明らかに価値形成と関わ りのあ

る部分は運輸部門である。 生産物の運送過程は追

加的生産過程とみなすことができる。 なぜなら,

純粋の流通費は資本主義固有の流通費であるが,

生産物の運送はいかなる社会においても必要とす

るからである。生産物の使用価値はその消費にお

いてのみ実現される。したがって, 消費されるた
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めには生産物の場所的変化を不可欠とするからで

ある。

このようにみてくると, 運送費は明らかに生産

費の構成要素である。また, 運送によって使用価

値を維持するために要する包装材料費等 も生産費

の範疇に属する。しかし,問題は, 現実の出荷費

のなかには純粋の流通費が混在していることであ

る。例えば, 商品の価値を維持する以上の果物の

艶出し,競争のための選別の細分化, 高価な包装

材料, あるいは投機的な市場選択の結果生ずる運

賃等が純)|キ の流通費と考えられるが, これらを現

実の出荷費のなかから区別して計算することは不

可能である。

以上を要約すれば, 農産物の出荷費は生産費の

法則からも, また価値論の立場からも生産費の構

成要素である。ただし, 価値論の立場からは,現

実の出荷費を価値形成部分とそうでない部分 とを

区別するのが不可能であるということになる。 し

かし, それをもって,原価性を有しないというこ

とにならないのは当然である。

3.出 荷費原価性の会計学的理解

会計学では多様な原価概念が採用されており,

その用語はおそらく70以上もあるだろ うといわ

れている6)。 しかし, それらを大別すれば,原価

計算制度 (原価会計)における原価概念と制度とし

ての原価計算の範囲外の原価概念 に 区別 できよ

う。制度外の原価概念には, 例えば,機会原価,

未来原価, 付加原価,埋没原価,延期可能原価,

現金支出を導く原価などがある。 これら制度外の

原価は経営が特別な意思決定を行 う場合に利用さ

れる原価概念で, 最近,ま すます多く利用される

新しい原価概念である。 しかし,こ れら新しい原

価概念は会計事実を通して客観的に測定しにくい

こと, 経営における全部の発生原価額ではなく,

一部の原価のみを問題 にすることなどから,生産

費に関係づけられる原価概念として は 適 当でな

い。

そこで, 客観的に測定され生産費に関係づけら

れる原価は, 原価計算制度における原価概念 (総

原価)と いうことになろう。 原価計算制度とは前

述したように財務会計と結びつき, それと有機的

一体となって行われる会計組織 のことである。こ

れに対し, 制度外の原価概念を一般に特殊原価調

査 special cOst stdiesと いっている。原価会計は

原価要素の取得原価を財務会計から受けとり,財

務会計は財務諸表作成に必要な資料を原価会計か

ら受けとるといった形で有機的に結 び つ いてい

る。

原価会計での原価とは, 経営における一定給付

outp■ にかかわらせて把握された財貨または用役

の消費を,貨幣価値的にあらわしたものである7〉 。

この原価概念の経営活動領域 に対 す る適用範

囲,つまり計算対象範囲は, 時代とともに拡大し

てきた。 当初は経営における生産活動領域のみが

対象にされ, そこでの製造原価の把握が中心であ

った。 しかも,その製造原価は直接費のみの原価

計算であり, 製造間接費はすべて損益勘定に転記

するのが普通であった。 製造間接費の製品への正

確な配賦計算がなされるようになるのは 1915年頃

からである8)。 このような製造原価の直接費から

間接費への包合は, 機械化生産の発展に伴う製造

活動の本格的発展を背景にしたものである。

ついで, 原価計算の対象領域は経営における営

業活動領域にまで拡大する。 この領域を対象にし

た配給原価計算または営業費会計が 成 立す るの

は,およそ 1920年代の後半から30年代の前半にか

けてである。)。 これは当時の価格政策 との関係に

おいて必要とされたためである。 しかし,今日で

は主として個別経営の販売計画や販売費の管理と

の関係において重要性をもっている。 この背景に

は設備の増大に基づく固定費の増大や労務費の固

定化に伴なって, 経営としては常に一定の操業度

の維持を計らねばならなくなり, 営業費が販売高

との関係でとくに注目されるようになっているか

らである。

かくして, 原価会計における原価は,製品の生

産および販売のために費消された経済価値と規定

され10), 経営過程における生産過程と販売過程を
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含むものとなった。 したがって,現在では,製造

原価+販売および一般管理費=総原価 として原価   4.会 計学的思考の必要性
を認識している。 この総原価のなか に非 原 価項

目,例えば財務費, 偶発的損失等が含まれないこ   出荷費を原価性という観点からみると,生産費
とはいうまでもない。              の法則でいう生産費のなかにも, また,具体的な
ところで, 総原価を製造原価と販売および一般  計算体系としての原価会計の思考からも原価性を

管理費に大別するのは, 製造原価が貸借対照表の  もつことは明瞭である。 しかし,価値法則の観点
棚卸資産評価に関係し, 販売および一般管理費が  からは, 出荷費の全部が必ずしも原価性を有しな
期間的費用 period costと しての性格をもっている い。ところで, ここで確認したいのは,経済学で
からである。 しかし,わが国の製造工業原価計算  いう正常価格に一致する生産費あるいは価値に合
要綱では, 総原価に含まれる一般管理および販売  致する生産価格を具体的に把握計算することは不

間接費は製品に配賦することができる11), とされ  可能だということである。 あえてこのような生産
ている。 これらを製造原価に加えると棚卸評価が  費を計算しようとすれば, その生産費は恣意的と
それだけ高くなるという点で批判がある12)。 ぃず  なり, 有用性に乏しく,いたずらに困乱を招 くの

れにしろ, 原価会計論では使用価値形成過程の視  みであろう。

点から,こ れらの間接費を問題にするのではなく,   したがって, 客観的に計測可能なのは,個別経
財務諸表の観点あるいは企業の職能区分の点から 営における具体的な貨幣生産費であり, 費用価格
論じられているのが特徴である。         である。ただ農家における農業生産の場合, 生産

原価会計で総原価を計算するのは, 前述したょ や販売に投入された家族労働や自給資材 といった

うに,損益の確定,棚卸資産の評価,原価管理,売  自給物は, 現実の貨幣支出をともなわないが,

価決定等の具体的資料をうるためであるが, より  それらが社会的生産物として商品生産に関与する

基本的な機能は C̈Omtabilityを 通して,企業の実  限り,原価性をもつことは明らかである。原価性

体維持とその発展の計算手段 として機能するとこ をもつ自給物については単に客観的評価がなされ

ろにある。 企業活動は個別資本の運動に他ならな  るかどうかが問題になるにすぎない。 くどいよう
い。資本の運動は(1)価値増殖運動 (よ り大なる貨幣  だが,生産費は個別経営の経営過程に投入された
への復帰)であり,(2)循環運動 (同一貨幣形態への復  財および用役の費消をとおしてしか 具体的に把握

帰)であり,(3)重複運動 (同時併進運動)である。  できないということであり, 個別生産費はその生

具体的な個別資本が循環運動 をするためには経  産物の価格に直接結びつかない とい うことであ

営における生産過程と流通過程を経なければなら  る。

ない。 原価会計が財務会計と有機的一体になって  さて,現行農林省方式が 出荷費を生産費計算の
いるとい うことは, 資本の循環と密接な関係をも 対象外にしている理由は, どこにあるのであろう
っていることを意味する6 また,原価が経営活動  か。まさか, 農家サイドにおいて生産された農産
における価値の流れを給付に 関係づけて把握する 物に出荷費がかからないなどと考えているわけで

ということは, 生産過程において生産された使用  はないであろう。現に,農林省は米,野菜,果実,

価値物が流通過程を経て価値化されることが前提  てんさい等一部の農産物を対象に, 生産費調査と
にされているのである。つまり,原価会計におけ  併行して搬出・出荷経費の調査を行なっている。
る原価は, 資本の経営過程の各領域への通過に則  しかし,これらの品目について, 調査はしている
して具体的に把握されるのである。 したがって出  が出荷費を生産費には含めていない。このように,

荷費も販売費として売上品の原価を構成している 調査をしながら含めないとか, その他の多数の品
のである。                    日については調査もしていないという事実は, 生
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産過程と流通過程 を含む経営過程に対し,生産過

程重視の偏よった生産費計算だと指摘されても止

むをえないであろう。

それはともかくとして, 少数の品目ながら出荷

費の調査をしながら, それを生産費計算に含めな

い理由を,農林省の見解にしたがえば,「本来,包

装荷造 り・出荷経費は販売費に属し, 販売原価の

構成要素であるが, 農業生産の実情から販売費用

か生産原価かその限界が判然 としない場合 もあ

り,一応生産原価とは切 り離 して参考的に調査す

ることとしている13)」
(傍点筆者)と なる。この見解

には幾つかの問題が含まれている。

その第 1は ,農産物生産費計算 においては原価

会計的計算を放棄しているとい うことである。 つ

まり, 現実の農家の経営過程で生ずる販売過程で

の費用は, 原価会計的には原価であっても計算さ

れず′ 具体的な個別経営の生産物をとおしての資

本の循環は把握されないのである。はたして,こ

のようなことで, 農林省のいう生産構造の分析や

価格政策の分析に十分役立つのであろうかが疑問

となる。

第 2は,販売費用か生産原価 かその限界が判然

としないという意味である。 その理由は,農業生

産の実情にあるとするが, 一体どんな実情なのだ

ろうか。包装荷造 り,出荷経費は農産物固有の間

題でなく, 一般工産物についても生じ,その限り

において異なるところがない。 製造企業が製造部

門と営業部門が明確に分かれていて計算が容易な

のに対し, 農家はそれが未分離で分離計算ができ

ないというのは理由にならないであろう。

なぜなら, 包装荷造 り・ 出荷経費は目的計算で

あ り,対象が明確だからである。 もし,計算が分

離不可能だとするなら, 現在行なっている出荷費

それ自体の調査もできないこととなる。 また,農

業生産が生物的生産だからとい うのも,こ の場合 ,

同様に理由とならないであろう。

このように考えると, 農林省の見解は,生産費

とは商品の使用価値形成過程に関係する費用が計

算対象になるということでしか理 解 で きなくな

る。そ う理解すれば販売費か 生産原価かその限界

が判断としないという表現がわかってくる。つま

り,使用価値形成視点からみると, 生産過程が流

通過程にくいこんでいる部分は使用価値形成に関

与し,したがって生産費になるということである。

ところが,現実には, そのような部分の費用は流

通費として一括的に把握する以外に方法がなく,

価値部分と純粋の流通費部分との区別がつかない

のである。 販売費用か生産原価かその限界が判然

としないとい うのは, まさにこのことを指してい

るといえよう。

それにしても, 出荷費がこのような理由で分離

不可能だとしても, 全く計算の対象外にするとい

うのは理論的一貫性を欠いていることとなる。確

かに,現行農林省方式は客観性 (計算の恣意性排除)

ということと価値形成ということの二面において

理論化されている。 しかし,それは結局中途半端

となり, 両面を満足させるものとなっていない。

現実の包装費や運送費の大部分は価値形成に関

与しているが, 所詮,それを価値形成部分とそう

でない部分とに分離する具体的方法はないのであ

る。原価会計における総原価の思考は, たとえ,

企業家の意識における生産費にすぎないと非難さ

れようが, それは,それな りに一貫性を保持して

いるのであ り,利用度も高いのである。

む す び

出荷費の原価性は, 生産費の法則における生産

費においても, また原価会計における総原価にお

いても認められているところである。 しかし,価

値形成視点からは, その全部に原価性を認めるこ

とができない。現行農林省方式では,出荷費を価

値形成部分とそうでない部分とに区別することが

できないとい う理由で生産費計算の対象外にして

いる。と理解されるが, 近年の農業経営の変化,

農産物流通構造の変化や計算結果の利用の点など

から,その取 り扱いについて再考すべき時期にき

ているように思われる。
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