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家 畜 資 産 の 棚 卸 評 価 (2)

3.育成畜の棚卸評価法

子畜は出生後の性別や資質に応して, 将来,繁

殖畜となるもの, 月巴育畜となるものなどに用途分

化するが, 子畜段階においては未だその用途が判

然としない場合が多い。育成畜という場合には,

一般に繁殖目的で育成中のものを指すが, ここで

はそのように厳密に解さず子畜一般を指すことと

したい。

(1)計算単位と原価構成

育成畜には, その素畜を購入したものと自家生

産したものとがある。前者の評価は,われわれの

原価主義評価によれば, 素畜購入費にその後の育

成費用を加えたものということにな り, これは前

項で述べた肥育畜の評価と方法論的 にはかわると

ころがなぃ。 したがってここでは,主に自家産畜

を自家育成した場合の評価方法を 問題としたい。

まず評価する際の単位であるが, 肥育畜の場合

と同様に, 評価単価が同一である畜群ごとに区分

して計算するのが便利であろう。 同一単価となる

畜群とは,通常,日 令または導入日を同じくする

もの,すなわち自家産のものであれば同腹, 購入

したものであれば同一日導入群 ごとということに

なろう。但し,牛馬のような大家畜は普通は 1腹

1頭であり, 同一月令の畜群を単位として飼育す

ることが少ないので, 多くは個体別に評価するこ

ととなろう。これに対し, 豚のように 1腹につき

10頭前後の分娩があるものは 同腹豚を単位とする

群評価が可能である。

いずれにせよ, 育成畜の棚卸評価は,将来,成
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畜に達してからの減価償却費計算 の基礎となる取

得価額を明らかにするものであり, 償却費計算に

おいては個体別計算を行 うのであ るから,「棚卸

表」作成時においては群ごとに評価計算 を行うに

しても, 個体別に原価が明らかとなっていること

が必要である。成畜 (償却資産)と なってからは,

その耐用年数, 廃棄処分価等に個体差が生ずるの

で,価値の異動を個体別に「固定資産台帳」等に

おいて継続的に記録しなくてはならない。 したが

って育成段階からすでに個体の識別が行われる必

要がある。個体の識別とは台帳に記載した個体記

録がどの個体のものであるかを実地に確認するこ

とをいうのであるが, 大家畜ではともかく,繁殖

豚の群飼育では識別標がとれやすく, 必ずしもそ

の確認は容易ではないのである。

次に, 育成畜の原価構成であるが,素畜を購入

した場合は素畜費に飼料費等の育成原価を加える

が,自 家産畜の場合は素畜費がなく, 代わ りに母

畜の減価償却費や母畜の飼育飼料費等が加わる。

したがって飼料費は母畜分と子畜分を加算したも

のとなるので, 一般に原価中に占める飼料費の比

重が高くなる。 ちなみに素畜を購入した場合の肥

育豚の 38。 3%に対し,子豚は62.6%,同 じく肥育

牛の33.3%に対し,子牛は43.9%と なる (前掲第

1表 と第6表の昭48についての比較)。 このように原

価構成において飼料費の比重が高いことは, 評価

に際してとくに飼料費の積算が重要であることを

意味する。

育成畜の原価構成のもうひとつの特徴は, 原価

を構成する科目を母畜の飼育 にかかわる経費と,

子畜の飼育にかかわる経費とに区分できることで
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第 6表 育成畜の原価構成 (%) ら分娩時までの母畜飼育費であ り, 具体的には種

付料, 母畜飼料費,労働費,母畜衛生費,母畜償

却費等であろう。つまり,種付 (受胎)か ら分娩ま

での妊娠期間中の飼育費ということになる。次に

出生後,一般に子畜は母乳により哺育されること

になるので, 哺育期間中の母畜経費が子畜の月令

に応じて加算されなくてはならない。 同時にこの

期間中には衛生費その他の子畜飼育費がかかるの

でこれらも月令に応じて加算 されなくてはならな

い。さらに,哺育終了後,次回種付 (受胎)ま での

期間は当該子畜の成育に直接必要な期間ではない

が,その間の母畜飼育費は, 母畜の 1生産期間の

費用中に含まれるべき性質のものであるからこれ

も子畜の生産原価として割り当てなくてはならな

い。以上の関係を図示すると次のようになる。

妊娠期間

②
哺育期間

③ 種
付

母畜

子畜

出
生

すなわち, 子畜の仕上り時の生産原価とは①+
②十③+④ における飼育費であり,③の離乳から

次回種付までのいわゆる「遊休」期間中の費用を

無視することはできない。そこで,出生時の原価

であるが, それは①+③でなければならない。す

なわち,③ は出生後の育成畜の増価に直接結びつ

く経費ではなく, 出生後の月令に応じて加算すべ

き性質の費用ではないから,① +③ をもって出生

時の原価とみなすのが妥当であろう。

出生後は出生時原価①+③ に哺育中の母畜経費

②と子畜飼育費④が逐次投下される。したがって

月令の進度に応じ②十④が加算され,仕上り時に

おいては①十②+③+④となるように,評価額を

増価してゆけばよい。

以上が育成畜の成長に対応する原価集計の原則

であるが,こ れを見積りにより算定する場合には,

必ずしも上記の算式によるのが実務的であるとは

いえない。例えば母畜飼料費のごときはそれぞれ

の期間に応じ,①,②,③への区分が可能である

としても, 必ずしも飼育期間と比例的ではない衛

子牛 (和 牛)
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注 1.農 林省畜産物生産費調査 (速報版)に より作成。

2.自 家産畜の生産費を示す。

ある。育成畜 1頭当り原価は この母畜の 1生産期

間における経費を産子数で除して 出生時の子畜原

価を出し, それに子畜のその後の飼育原価を加え

たものとなる8)。 但し1生産期間とは, たんに種

付から分娩時までではなく, その後の哺育期間を

含むことになり, 種付から種付まで,又は分娩か

ら分娩までということになろう。 ところでその母

畜飼育費は母畜の産子数に関係なくかかる固定費

であり, 子畜飼育費はおおむね産子数に比例する

変動費と考えることができよう。 したがって子畜

の生産原価を見積もる場合, 固定費部分を何頭の

子畜で割るのか, つまり産子数の多少によって出

生時原価が大幅に変動することに留意しなくては

ならない。 しかもその変動幅は固定費の比率が高

い場合ほど大きいのである。

(2)繁殖育成豚・繁殖育成牛の評価

育成畜の評価額は素畜取 得費にその後の飼育費

用を加算したものであるが, 素畜取得費の算定が

困難な乳牛の場合を一応措いて, 繁殖育成牛,繁

殖育成豚の場合から検討する。

育成畜の評価額は, 出生時の原価にその後の飼

育原価を加えたものであるが, 出生時原価とは何

かが問題となる。出生時原価とは,種付 (受胎)か

①
種
付

仕
上
り

35.8
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生費や労働費については期間の長短による区分は

正確にはなし得ないところである。 しかし,母畜

の 1分娩間隔又は 1年間の平均的な飼育費は概算

することができるので,例えば前図の①+②+③

を平均育成頭数 (実績値)で除し,それをもって子

畜 1頭当り「出生時原価」とみなし, それに子畜

飼育費 ④を月令別に算定して加算するとい うよう

な便法が考えられる。

すなわち,

育成畜の棚卸評価額 =(母畜1頭当り年間飼育費

用見積額‐母畜 1頭当り年間子畜育成頭数)

+子畜 1頭当り飼育費用

となる。この方法は実務界で広く普及しているが,

ここで重要なことは子畜のへい死率は比較的高い

(子豚では生時から離乳時までに約10～20%へい死する)

のでへい死畜分の原価を生存畜が負担するために

年間育成頭数で除すること, その場合の育成頭数

(=産子数×育成率)は当該経営の当該年度の繁殖成

績の実績値により設定すべきことである。

ところで繁殖育成畜の増価曲線 を示すと月令の

進度に対して右上 りの逓増的な費用線を示すが,

そのピークすなわち育成完了時の原価 (育成畜の取

得原価)はその後の耐用期間にわたって減価償却

されることとなる。つまり繁殖畜の帳簿価額は成

熟時点をピークとして増価から減価に転ずるので

ある (第 3図 )。 したがって,育成畜の棚卸評価が

正確性を欠けば, その後の耐用期間にわたって減

価償却費の計上額がゆがめられることになり, 期

間損益計算に影響することとなる。育成畜の評価

は肥育畜以上に慎重でなければならない理由がこ

こにある。

一般に, 育成畜の評価はさきに肥育畜の項で述

べたような見積 りによるみなし評価法 が普及して

いる。そこでは,母畜の飼育費用のうちの飼料費,

種付料,償却費,子畜飼育費のうちの飼料費など,

比較的見積 りが容易な主要費目だけを積算してみ

なし単価表を設定する方法が普及している。 した

がって, 実際発生原価を下回るみなし単価が適用

されている場合が少なくないように,見 受 け られ

る。

第 3図 繁殖畜の増加・減価のパターン

成熟時点

棚卸資産としての

評価額 固定資産とする場合の帳簿価額
(未償却残高)

見込耐用期間 ___ン

償却資産

そこで,育成畜評価の精度を高めるために, 肥

育評価における原価配分法に準ずる次のような方

法を提起したい。

まず,当期の総生産原価 (期首棚卸品の評価額を

含む)を記帳によって把握する。 この金額はこの

経営が繁殖専門経営であるならば, すべて子畜の

生産に仕向けられた費用であり, それは育成完了

畜 (一般には出荷子畜)の分と期末在房畜 (棚卸畜)

の分で構成されている。 したがってこの両者へ生

産原価総額を配分すればよいのであるが, 一方は

完成品であり他方は未完成品であるから単純な頭

数比例配分というわけにはゆかない。したがって,

育成完了畜 1頭を 1と し, 育成中の棚卸畜は月令

に応じて0.8と か0.6と かの指数を乗 じ, その指

数の持分に応じて総原価を配分するのであ る (こ

の方法の具体的計算例について前項2参照)。

問題はこの指数設定の方法である。この指数の

設定自体, 月令別の正確な原価計算を前提にしな

ければ算定し得ないはずであり, いまそれが存在

しないことが問題となっているのであるから, こ

こにおいてやはり見積 り評価法の手を借 りなけれ

ばならなくなる。 しかし,指数設定の過程に見積

り原価が入り込んだとしても, 当期の総原価をフ

ァンドとし, それを育成完了分と棚卸分に指数に

よって按分するのであるから, 当期の原価自体の

大きさが棚卸評価に反映することになる。総原価

の大小と無関係に, 棚卸畜についてのみ一方的に

月令別単価を設定し, 総原価から期末棚卸評価額

を控除した残額を完成品 (出荷子畜)の原価とする

方法に較べればこの方が理 にかなった方法といえ

よう。

素
畜
取
得
費

取
得
原
価

（Ａ
円
）

残存価額

廃畜時



もっとも, 出生時原価のみは,記帳結果を集計

することによって実額を算定することが可能であ

る。つまり今期中の (生産原価勘定に属する)費用科

目を集計し, そのうち母畜の飼育にかかわる経費

と, 子畜の飼育にかかわる経費をできる限り精密

に区分する。前者は前掲図の①+②十③であり,

産子数や育成数の多少にかかわらず発生する固定

費であり, 後者すなわち前掲図の④は産子数や育

成数といった繁殖成績に比例して支出される変動

費であるとみなし得る。 そこで固定費部分を年間

の産子頭数 (又は育成頭数)で割れば,子畜 1頭当

りの出生時原価と教なし得る。 この単価は棚卸対

象の育成畜の素畜取得費の単価として適用するこ

とができる。

(3)乳用育成牛の評価

次に問題となるのは, 乳牛のように搾乳と子畜

生産という複合目的をもつ家畜の育成畜の評価で

ある。 2つ以上の生産物のうちの 1つが子畜であ

るという点で, めん羊や山羊もこの部類に入ると

みてよかろう。

こうした家畜においても, 育成畜の評価額は素

畜取得費と取得後の育成費から成ることに変わ り

はない。素畜取得費とは購入した場合は購入費,

自家産の場合は 出生までの経費というこ とにな

る。 問題はこうした家畜においては子畜が結合生

産物のひとつであるから, 子畜出生時までの原価

が不明であるということである。

そこで子畜が生産物で, 毛・皮 0乳などが副産

物である場合を考えてみると, この場合は母畜の

飼育経費から副産物収入を差引いたものを子畜生

産原価とみなすことで解決できよう。この方法は,

結合生産物である主産物の原価集計方法として広

く認められている。 しかし, ブリーダーではない

一般の酪農経営 (搾乳目的)の ように産憤が副産物

である場合には, 憤の生産原価はいかにしても算

定しようがない。 また,出生後の母乳による哺育

期間中の経費もまた 牛乳生産の経費と区分して明

示することは同様に困難であるといわなくてはな

らない。たしかに乳牛の飼育に要する養分要求量

は,牛体の維持に要する養分量, 妊娠の進度によ

11

って加えるべき養分量′ 産乳に要する養分量の3

つから構成される9)。 しかし, 妊娠増飼い飼料は

産憤, 産乳飼料は牛乳に結びつくと仮定しても,

飼料中の相当部分を占める維持飼料分を いかに割

り振るかという点になると, 何ら合理的根拠は見

出し難い。 さらにいえば,妊娠による経費の増加

は直接的には産憤のためであるとはいえ, 分娩が

次の泌乳のために不可欠である以上, 妊娠増飼い

飼料も牛乳生産と密接な因果関係にある。 また,

種付料その他の経費にしてもさらにその 区分は不

可能であると判断せざるを得ない。結論として,

このような場合は, 便法として出生直後の流通価

格 (市価)に よって評価せざるを得ないのである。

かかる特殊な事情から, 乳牛の育成牛について

は出生時はもちろんその後の育成過程においても

時価評価を容認する説もみられる10)。 しかし出生

後の経費については, 初乳による哺育コス トなど

を除けばおおむね飼育費の算定が可 能 で あ るか

ら,産憤の時価評価額に育成原価を加える方法が

採れよう。 産債は時価,育成費は原価というよう

に二元的評価 となるぎこちなさはあるとしても,

育成牛すべてを時価評価とするのは, 評価損益を

取 り込むこととなるので好ましくないと考えられ

る。

4.採卵鶏の棚卸評価法

採卵畜の代表例として採 卵 鶏 について取上げ

る。採卵鶏は食卵生産用, 種卵生産用に用途分化

しているが, 評価の方法論を論ずるにその区分は

必要ないと思われるので, 一括して取扱うことと

する。 また,採卵用ひな鶏は本質的には前項の育

成畜に含まれるべきであるが, 成鶏評価との関連

もあり,こ の項で取上げることとする。

(1)ひな鶏の評価

ひな鶏は通常, 同一日発生ひなを初生または中

・大すうで, 群単位で導入するので,評価はあく

までも導入群単位でよかろう。 もちろん個々の鶏

体についてみれば飼料の摂取量や発育, したがっ

て生産原価に差異はあるが, 最近の鶏種はそれら

家畜資産の棚卸評価(2)
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の斉一性が高く鶏体間の差は無視し得るだけでな

く,数百羽, 数千羽の導入群について鶏体別評価

などはとうてい実務的に不可能である。

ひな鶏の評価額は, 原価主義による限り,素び

な取得費とその後の育成費から成る。 ブロイラー

の場合と同じく, 育成費の中では飼料費の占める

比重が高い。 したがって育成畜一般の評価と同様

に,素畜費と育成費で原価の大部分を カバーする

ことができる。

素びな取得費とは自家産の場合はふ化までに要

する費用, 購入の場合は購入価額ということにな

るが, 前者はまれであり後者が一般的であろう。

その場合の取得費は, 厳密にはひな代金の他に引

取運賃や手数料等, 取得に伴 う費用一切を含むこ

とは他の素畜の場合と同様である。成鶏の耐用期

間は概ね 1年以上であるから, 1鶏群につきひな

の導入は年 1回以下の割合であり, また 1経営の

鶏群数は数鶏群ないし十数鶏群であるから, 他の

畜種に較べても年間の導入回数はそれ 程 多 くな

い。したがって, 相当の大規模養鶏でも鶏群ごと

の導入日と導入単価を記録によって区別すること

は可能であり, 棚卸日に飼育中のひな群につきロ

ットごとにひなの購入実費を 算定することは容易

であるといってよいだろう。 つまり,肥育豚のよ

うに導入回数も多く, 導入後の群編成がしばしば

変わるものとちがって, ひな群はロットごとに編

成が固定されるので, 肥育畜のような先入先出法

や総平均法などを適用することなく, 群単位の個

別法によってひな取得費の実費計上が可能なので

ある。

問題は導入後の育成原価の算定である。 それに

は養鶏場の規模や記帳様式の実態に応じて,次の

ような方法が考えられる。

〔A法〕成鶏部門と育す う部門の経理を区分し,

かつ育す う部門においてもロット(鶏群単位)別に

育す う原価勘定を設け, 素びな導入費,飼料費,

労務費等を累積する。ひなの育成原価は,育す う終

了時点における育すう原価勘定の残高であり, 期

末棚卸評価額は期末における同勘定の残高という

ことになる。これは一種の原価計算記帳法
1(継

続記

帳法)であるといえる11)。

〔B法〕以上のようなロット別経理区分をせず,

素びな導入費,飼料費, 労務費等の各勘定ごとに

原価を集計し, それを何らかの配分基準によって

成鶏と育す うに部門配賦し, 育す う部門において

はロット別に配賦してロット別原価を把握する。

これは先に肥育畜の項で述べた原価配分の方法で

ある。

〔C法〕B法と同じ勘定科目によって経 理する

が, 総原価をファンドとして基準により配分する

方法を採らず, その経営における標準的な育成費

によって, 期末ひな群を日令に応じて評価する方

法である。その際,一律の棚卸単価表を用いる時,

前項においてはそれをみなし棚卸評価と呼んだの

である。

A法は理論的にもっとも優れた理想的方法であ

るが, ロット別の経理区分を前提にしているとい

う最大の難点がある。たしかに大規模養鶏場にお

いては, 育す う部門と成鶏部門が場所的にも区別

され, 作業分担も分かれているなど,部門間の経

理区分をなし得る実態的根拠がある。 しかし大規

模になる程, 育すう頻度も高く,同時に数ロット

が併行して育すうされるようになり, ロット別区

分は必ずしも容易ではない。 したがってこの方法

は,現に相当の大規模養鶏場においても採用され

難いのである。ただし1度に 1ロ ットしか育すう

しない場合であれば, 育す う原価勘定をロット別

に分ける必要がなくなり, この方法の適用が可能

である。 しかし, 1度に 1ロ ット (すなわち年2回

程度の入すう)と いう少ない入すう頻度の経営は比

較的小規模な養鶏場に多く, そこではロット別区

分が比較的容易であるとしても, 今度は育すう部

門と成鶏部門の経理を区分し難いとい う難点があ

り,結局この方法は, 大規模経営においても小規

模経営においても普及し難いのが実情である。

B法の適用が考えられるのは勘定科目別の記録

があり, かつその他の物的記録が行われている場

合である。すなわち,各勘定を合計した総生産原

価をロット別に配賦する基準となる給飼量, 労働

時間, 飼育羽数などの物量的記録が存在すること



第 7表

(1)成鶏およびひな鶏の延飼育羽数

Ⅱ

成鶏計

合 計

(備 考)1.

2

(2)ひ な鶏の飼料給与額指数

飼 料 単 価
月 令 別

給餌量

1ケ 月びな

2ケ 月びな

3ケ 月びな

4ケ 月びな

5ケ 月びな

成   鶏

飼料費の配分計算

当期飼料費=5,831,740円 ・……………

延飼育羽数……(1)表による

成鶏群       =23,130羽 ……

ひな鶏群 (成鶏換算)=4,389羽 ……

全 鶏 群 (同  上)=27,519羽 ……・

期末棚卸ひな鶏群 (同上)=1,520羽

飼料給与額の配分

家畜資産の棚卸評価(2)

原価配分法によるひな鶏飼料費の算定

AXB

0.17

0,45

0 59

0.68

0.78

1

・・F

… A

・̈ B

… A+B
・̈ B′

2,900

12,580

8,816

2,313

611

23,130

4,389

27,519

が前提となる。 これら物的記録がどの程度詳細に

整えられるかによって原価配賦の方法及び精度が

規定されるのである12)。

成鶏 (採卵)部門と育す う部門の経理が区分して

行われている場合は, 育す う原価勘定の累積値を

ロット別に分けるに必要なロット別給餌量, 同投

下労働時間, 入す うから仕上 りに至るまでの羽数

の異動等の記録があればよい。 区分経理が行われ

ていない場合は, 成鶏部門を含む物的記録が必要

となる。 これら記録の種類が多岐にわたる程,各

勘定科目についてそれぞれ 合理的な配賦基準を設

定することができるのである。

この方法は記帳が比較的整った経営に適する。

しかし, 物的記録から全部の勘定科目にわたる配

賦基準を得ることは難しく, 素びな購入費の他に

原価のカバー率が高い飼料費についてのみ 原価配

分を行い, 他は無視せざるを得ない場合も少なく

ない。

次にその計算例を示そう (第 7表)。 まず,鶏群

別に毎月末の飼育羽数を調査し, ひな羽数を成鶏

羽数に換算する。 その換算係数はひなの月令別給

13

群

909

Ⅳ

V

Ⅵ

1ケ月びなとは,月末に 1ケ 月未満令のもの, 2ケ 月びなとは月末に 1ケ 月以上 2ケ月未満令のものをい う。以下同じ。 ここでは

5ケ 月以上を成鶏 とした。

ひな鶏を成鶏に換算す るには次表の換算指数によった。

ｇ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

賂

ユ

η

８１

９

島

(3)

|

l

成鶏負担分=F× IT百 =4,901,636… 鶏卵生産原価ヘ

ひな鶏 ″ =F× 西IB=930,104…
…ひな育成原価へ

棚卸ひな鶏″=F× 西下百=322,113… 期末棚卸評価額ヘ

12月 末6月 末 7月 末 8月 末 9月 末 10月 末 11月 末月
年  初 1月 末 2月 末 3月 末 4月 末 5月 末

成鶏
810 800 780 710

9001,070 1,040 1,030 1,000 970 9201,150 1,130 1,100 1,090成鶏
1,200

820 810 790 780 760 730 710830
880

ケ月び 月

1,180

isぷ |ケ ittξ l成
滉0

400 380

月 月月びな
14ケ

420 1

(248)|

月 成鶏
410

月 び

ケ月

|

月 月 月

ケ 月びな
980
(441)

1,850 1,820 1,780 2,140 2,050 1,9901,840 1,940 1,920 1,8901,980 1,930

248 286 405 221 453 76175 194513 578 655

2,098 2,106 2,185 2,361 2,503 2,7512,495 1,9951,940 2,0842,493 2,508

給 餌 量

B指数単 価A指数

1.09

1.03

0.97

0.97

0.97

1

0.16

0.44

0.61

0.70

0.80

1

77円 /kg

66

62

62

62

64

Ⅲ
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第 8表 ひ な 鶏 の 棚 卸 み な し 単 価 表 (100羽 当 り)

日   令 評  価  額

幼

す

う

中

す

う

餌量と飼料単価から, 成鶏 1羽 1日 当り給与額を

1と してひなの月令別に設定したものである。 か

くして求めた鶏群全体の延飼育羽数の成鶏および

ひなの羽数割合に応じて年間飼料費を配賦する。

このうちひなに割当てられた給与額 はひなの育成

原価で, 鶏卵生産原価として今期の費用に計上し

てはならない資本的支出である。 成鶏を償却資産

として取扱 う経理方式においては, 決算時にこの

分を資産に計上して, 将来,成鶏償却費として費

用化する必要がある。 さて,次にひなの期末棚卸

評価額を決定しなくてはならない。 それにはひな

鶏分のうち期末生存鶏の負担すべき部分をその羽

数 (成鶏換算)に応じて配賦すれば,棚卸びなの飼

育原価 (飼料費)が得られる。これに素びな購入費

を加えたものが, ひなの棚卸評価額となる。計算

例では棚卸ひな鶏の飼料給与額を一括して計算し

たが, もちろんこれをロット別に按分計算するこ

とも,ロ ット別羽数が確認されている以上, 可能

なことはいうまでもない。

22,553=22,000

25,975三 =25,000

29,950==29,000

35,3031135,000

40,172==40,000

45,7271=45,000

52,576■ 52,000

58,磁 4■ 58,000

65,5“ ■ 65,000

72,322■
= 72,000

79,296■ 79,0∞

86,522■
=‐

 86,000

94,6"■ 94,000

101,568■ 1101,000

110,300=1110,000

以上のようにB法では, 成鶏とひな鶏,ま たは

ひな鶏育成部門内のロット別の 区分計算が勘定科

目上なされていない場合であっても, 何らかの物

的記録を基礎として按分計算 によってロット別の

育成費を算定し得たのであるが, 労働時間や電力

消費量,給餌量はもちろん, 飼育羽数の確認すら

行われ難いのが実情である。 したがって今期の生

産原価をファンドとしてそれを何らかの合理的配

分基準によって配分することが不可能な場合が多

い。このため, 一般に広 く採用されているが,育

成鶏の月令別標準単価表 (みなし棚卸評価表)に よ

るみなし評価, すなわちC法である。その一例を

示すと次のようになる (第 8表 )。

この方法の問題点は, みなし評価法一般がそう

であるように記帳結果である当期費用総額 の大小

とは全く無関係にひな鶏の評価額を一方的に算定

することである。 しかし,反面,B法において月

別飼育羽数以外に配分基準が得られず, 飼料費と

素びな費のみで評価せざるを得ないような場合に

大

　
　
す

　
　
う

∞

”

畑

珈

卿

珈

Ш

ｕ

計

(注 )1・  茨城県農協中央会の設定 (昭 51年 1月 )による。

2.こ の基準は素びな費 1羽200円 と仮定して評価したものなので,実際には素びなの実際購入価格を適用す る。

3. この表では150日 令で成鶏とななし,以降は成鶏評価額による。

給  餌  量

素 び な 費 そ の 他 計 育成率
区間平均
日  量

区 間
給与量

単  価 飼 料 費

22,553

25,975

29,950

００

　

００

　

００

知
　
釦
　
”

g
700

|

ｋ

７

　

・８

　

２５

1,800

2,500

”
　
”
　
”

553

1,422

1,975

2,000

2,000

2,000

20,000

2,000

1,000

1,000

1,000

34,950

39,775

45,275

51,525

”

”

”

”

４０

５０

６０

Ю

4,000

5,100

6,000

6,700

４０

５．

６０

６７

る

％

ん

％

3,000

3,325

4,500

5,025

57,495

63,678

70,216

76,967

84,002

91,050

97,662

105,049

”

”

９７

９７

９６

９６

９６

９５

7,000

7,300

7,800

8,100

8,500

8,800

9,200

9,700

η

”

露

ａ

“

田

餞

”

4,970

5,183

5,538

5,751

6.035

6,248

6,532

6,887

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

800

800

500

18,100 95932 67,444 20,000

|

|



比すれば,一応, その他の経費も含め得ることで

あり,第 8表の場合は,衛生費,労働費, 水道光

熱費等の概算額を「その他」経費として加算して

いることである。 しかし,ひなの育成費は他の畜

種の育成費よりも個体や畜群による差異が少ない

とはいえ, ある地域全体に一律に適用されるこの

ようなみなし単価と個別経営の実際原価の差は時

によってかなり大きく, この方法はあくまでも費

用配分の合理的基準が全 く得られない場合のやむ

を得ざる便法 としておかなくてはならないのであ

る。

なお,税務計算においては①素びな費と飼料費

の 2科 目に限定して評価すればよく, かつ②育成

中の斃死鶏の費用は無視して期末生存鶏について

のみ育成費を評価すればよいとしている13)。 しか

し,こ れはあくまでも計算の便宜を考慮した便法

であり,① 可能な限り飼料費以外の育成費を加算

すること,② 斃死鶏のコス トは生存鶏が引継ぐベ

きであり, そのためには第 8表のように育成率に

よってみなし単価を是正計算する必要 があろう。

また,ひな鶏の評価において, その取得価額と

は,ひな育成費から大す うが生んだ産卵収入を控

除しなくてはならないであろう。つまり成鶏編入

日以前の大す う産卵は副産物収入であり, それを

差引いたものが正味のひな取得原価とさるべきで

ある。 このことは,果樹が成熟する迄の間に収穫

物が収穫されたときは, 当該収穫物の価額に相当

する金額を控除して (果樹の)取得価額を計算する

旨の税法規定〈所得税基本通達49-12)と も一致する

考え方である。 しかるに,採卵鶏の評価方法を示

した国税庁情報通達によれば, ひなの取得価額に

ついて「ひなである期間中に産卵する小粒卵など

の鶏卵についての収入金額は取得額から控除する

必要はない」とし, その理由として「その収入金

額は極めて少額なものと認められるから」 として

いる。しかし,実務上はともかく, 理論的にはか

かる大す う産卵等の副産物収入は当然その取得原

価から控除さるべきものである。

(2)成鶏の評価

1)棚卸法と償却法
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成鶏の資本としての機能は本質的に固定資本で

あり, その現物形態としては償却資産たる固定資

産である。 したがって成鶏を償却資産として経理

する限 り, その評価額は常に取得価額から既償却

額を控除した帳簿残高すなわち未 償 却 残 高であ

り,一般の棚卸資産のように期末にいかなる評価

単価を設定するかという意味での評価問題は存在

しないことになる。

しかるに, 現実に実務界においては成鶏を償却

資産として取扱う例が少なく, ほとんどが棚卸資

産として処理されている。 その理由は成鶏の償却

実務は繁雑であり, それだけの計算を行 うに足り

る実益がないと考えられていることである。償却

費計算の繁雑性とは, 第 1に,償却資産である以

上,その取得価額 鍼 鶏到達時までの育成原価)を単

純なみなし評価によるわけにはいかず, 少なくと

も第 7表に示した程度の入すうから成鶏に到るま

での原価積上げのプロセスを 明示しなければなら

ないこと,第 2に廃鶏売却時 における帳簿価額と

の差を固定資産売却損益として処理しなければな

らないこと, 第 3に成鶏の耐用年数は通常 1年強

と短く, それだけ計算頻度が高くなること等があ

げられる。 また償却計算の実益に乏しいというこ

とは, 棚卸資産として扱 う場合においても,経過

月数に応じて評価額を減価してゆ く方 法 を採れ

ば,実質的には償却費計算と同じ計算効果を得る

ことができるということである。

ここで一般に経営計算上, 成鶏がどのように取

扱われてきたか,その経過をふり返ってみたい14)。

農業の経営計算一般がそうであるように養鶏に

おいても税務会計の方法が経営計算を大きく規制

してきたといえる。成鶏 (採卵鶏)が棚卸資産であ

るか償却資産であるかは畜産会計上 のひとつの争

点であったが,所得税法でもこれについて従来か

ら具体的な定めがなく, ただ「畜産 所 得要領」

(昭29.3.20。 国税庁通達)に よって「育成中 の家き

ん等のほか, 現に事業の用に供している家きん等

についてもすべて棚卸を行 うものとする」とされ ,

事実上, 成鶏も棚卸資産として取扱われてきた経

過がある。 また,大蔵省の「耐用年数に関する省

家畜資産の棚卸評価(2)
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令別表」 においても鶏については耐用年数及び残

存率の定めがなく, 税務においては償却費計算を

することができなかったのである。

昭和 40年頃,折から興隆してきた大規模養鶏場

を中心にこのことにつき不満が昂まった。 という

のは,棚卸資産である以上, その期末評価額はそ

の取得原価, すなわち成鶏到達時までの育成原価

とされ, 成鶏到達後の使用期間に応じて減価させ

ることが認められなかったからである。このため,

成鶏到達 時 の育 成 原価 (素びな購入費を含む)が

1,000円 であると, 廃鶏予定価額が100円であって

もその成鶏の生存中は常に1,000円 で評価しなけ

ればならないことになる。成鶏群の月令分布が若

鶏から老鶏まで平均的に分布しているとすれば,

成鶏の実質的評価額すなわち未償却残高は,

未償却残高=宣盛重土慶墨二定皿笙

=:L型躍丼」堕=550円

に過ぎない。 ところが棚卸資産として経理する限

り, 税務計算では常に1,000円 となるのでその差

は450円 となる。1万羽規模の養鶏場では,期末成

鶏評価額に450万 円の差が生じ, 棚卸資産として

扱えば 450万円の過大利益を計上しなければなら

ないことになる。

このような矛盾は成鶏が本来, 産卵過程でしだ

いに減価する使用資産 であるという本質があるに

もかかわらず, 減価しない棚卸資産としての計算

方法をそのまま適用したために生じたのである。

そこで採卵鶏 (成鶏)の資本および資産としての本

質は何かという議論が起き, 今日ではその資産と

しての少額性,耐用期間の短さ等にもかかわらず,

償却資産であり固定資産 であるということが広く

認められるようになってきた15)。

こうした気運もあり, 昭和43年国税庁は成鶏を

償却資産として経理することも認 め る よ うにな

り, 従来の棚卸計算法と並んで償却資産とする方

法が公認されるようになった。 国税庁が示した計

算例によれば, 同一日入すう群ごとにその成鶏と

しての取得原価を計算し (そ の方法はさきに例示し

たB法の原価配分法に類似する), それを簿価として

成鶏の耐用期間にわたり群単位に償却費計算をす

るもので,耐用期間18カ 月 (1.5年),残存率30%と

されている
“

)。 例示とはいえ耐用期間が一般の傾

向より長すぎること, 残存率が高すぎることとい

った難点はあるものの, 棚卸方式では認められな

かった償却費の損金算入が認 められるようになっ

たことは, 現実的な経営計算に近づいたものと評

価できる。

2)棚卸評価法

以上のような経過を経て成鶏の償却法が公認さ

れるようになっものの, 先に述べた償却実務の繁

雑性という問題もあって, 今日,こ の方法はそれ

程普及していない。 同時に,棚卸資産はそれが除

却されるまでその取得価額を維持するという税務

計算が要求する方法を採用している経営もごく少

ない。すなわち,一般に広く普及しているのは,

棚卸資産であ りながらしだいに減価させてゆく特

殊な評価方法である。つまり,成鶏到達時原価か

ら,廃鶏予定価額へ向かって直線的に減価してゆ

く, 償却費計算における帳簿価額 (未償却残高)と

同じ推移をたどる評価法である。 この方法は成鶏

が償却資産であるという本質を生かし, かつ計算

方法においては簡便な方法を採る現実的な評価方

法であるといえよう。筆者はこれを成鶏評価に特

有な方法として「減価的棚卸評価法」と呼ぶこと

としたい。

この方法は, 成鶏の取得原価 (成鶏到達時までの

育成原価)A円を基礎とし,見込耐用月数B力 月後

の廃鶏予定価額C円を想定し,AC間 のしだいに

減価する価額によって成鶏を評価する。すなわち

成鶏評価額=A―」2量二£2台墨 旦週菫生

となる。

棚卸法が償却法と異なるのは,① ひなの育成原

価を資本的支出として年間経費から控除する必要

がなく, ひな 0成鶏の飼育経費を一括して費用に

計上し,② 期首・期末の生存羽数についてのみ,

上式の評価単価を乗ずればよいことである。この

ため, ひな・成鶏ともに導入後の月別羽数等を継

続的に記録した り, その育成原価を継続記帳法や

原価配分法といった厳密な方法によらなくとも,



期末の月令別羽数さえ確認すれば, 評価が可能な

ことである。

みなし棚卸単価表をもとに,各 地の評価基準値

を示すと, 次のようになる (第 4図 )。 すなわち,

耐用月数はほとんどが成鶏到達後 15カ 月であり,

残存価額は取得原価の一定率 としないで一定額す

なわち廃鶏予定価額 を計上しているものが多いこ

とが注目される。償却計算の基礎となる取得価額

の設定には相当の格差があるが, 設定年次による

差の他に, 同一年次でもその見積 り方法によって

差が生じていることがうかがわれる。

減価的棚卸評価法による養鶏の経営計算は, 成

鶏を償却資産とした場合の経営計算と同じ計算効

果をあげることができる。つまりどちらの方法に

よっても損益計算の結果 (所得金額)は同じになる。

次に,こ のことを例証したい。

いま, 期首から期末に至る間の鶏群の存在形態

が網羅されるように, 次のような鶏群がいたと仮

定する。 つまり,前年度から引継ぎ次年度まで飼

第 4図 成鶏の減価的棚卸評価単価

円

lElrll (S.50)

1,000

福島

神奈川

(S."
1月 )

(S.48.7月 )

0 12

成鶏致達後の経過月数 ――一一―¬レ

(注)県名は各県農業団体,()内は設定年月を示す。

棚卸法 <収益>    <費 用>
F+D+Cl+C2   G+H+B+Al+A2

(但 し,H=E一 Al+C2~Bなので)

=G+E一 Al+C2~B+B~Al― A2

=G+E+C2~A2
,・.所得x=(F+D+Cl+C2)~(G+E+C2~A2)

償却法

=F+D+Cl― G― E― A2

<収益>    <費 用>
F    G+E― Cl+A2~D

所得 Y=F― (G+E― Cl+A2~D)

=F一 G― E+CI― A2+D

壁壁堅塾_堕五笠旦三墜量整整重工國L

育する鶏群X, 前年度から引継ぎ期中で淘汰した

鶏群Y, 期中に導入し次年度に引継ぐ鶏群 Zの 3

つの鶏群である。(鶏群Xは期首はひなで期末は成鶏で

あるが,こ の他に期首。期末ともに成鶏である鶏群も想

定すべきであるが,こ こでは省略する。)ま た,鶏の飼

育費のうち飼料費以外はこれも無視する。 以上の

ような前提で 3群合計の損益計算式を示すと次の

ようになる (第 5図 )。

<棚卸法>
所得金額=収益―費用=(鶏卵売上高+廃鶏売

上高十鶏期末棚卸高)― (ひな購入費+成鶏 及びひ

な飼料費+鶏期首繰越高)=P円
この場合の成鶏棚卸高は減価的棚卸評価法であ

る。

<償却法>

家畜資産の棚卸評価(2)

期 首

第 5図 棚卸法と償却法の計算効果
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所得金額=収益―費用=(鶏卵 売上 高)― (成鶏

飼料費+成鶏償却費)=Q円
成鶏を固定資産として取扱 う償却法 では廃鶏売

却代は益金とならず, Ii長簿価額との差損益 (売却

差損益)だけが損益計算に参加する。 ここでは使

宜的に廃鶏売上=帳簿価格と仮定し, 差損益はな

いものとする。 また,こ の方法ではひな鶏の育成

費は資本的支出であるから費用には算入 しない

(育成費は成鶏償却費というかたちで費用化される)。

以上の算式で計算した所得金額が P=Qと なる

ことは同図の説明式で示した通 りである。

但し,減価的評価ではなく, 成鶏を廃鶏に至る

までその取得原価で評価した場合 (第 5図において

鶏群Xにつき金額Eを もって期末評価額 とした場合)

は, 償却法と同じ計算効果を得る こ とは できな

い。つまり, この鶏群についていえば期末帳簿価

額 Clを Eで評価することになり,その差 E一 C,

が費用として計上されないこととなるので, 償却

法よりもみかけの所得金額 がそれだけ多く計上さ

れる結果となる(鶏群Yについても同様)。

3)減価償却法

成鶏の償却費計算はあくまでも同一日に入す う

した鶏群を単位として計算する。 同一日に導入し

た同一日令の成鶏でも鶏体個々の耐用月数や廃鶏

価額は当然異なるが, 実務上個体別の償却費計算

は不可能であり, 鶏群を計算対象とせざるを得な

いのである。 これまで家畜の償却費計算は一般の

償却資産と同様に個体別 に行うこととしてきたの

であるが, 成鶏のような集合資産にあっては例外

的にこのようにせざるを得ないが, このことから

計算上いくつかの問題が提起される。

成鶏群の減価償却費は, 一般に次の式で表わさ

れる。

成鶏群償却費=■
子
■×n×

揚

但しa=成鶏到達時取得原価
b=見込耐用月数
C=廃鶏売却予定価額
n=期末羽数
m=期間中の経過月数

aは成鶏到達時の 1羽当り取得原価であり, ひ

な鶏であった時の育成原価である。償却法による

場合の成鶏の取得原価は, その後の耐用期間中の

償却額に影響するので, みなし単価表による一律

計算ではなく, 前項で示したロット別原価の積上

げ,ま たは原価配分法による評価等の合理的根拠

によって継続的に原価積上げのプロセスが明らか

にされたものであることが望ましい。

bの耐用月数はその鶏群の最後の鶏の命脈が尽

きる時ではなく, あくまでも平均耐用月数でなけ

ればならないであろう。 したがって例えば14カ 月

後にオールアウトする場合であっても, その前に

斃死鶏や淘汰鶏もあるとなるとそれより短い月数

がその鶏群の耐用月数となる。つまり,償却費の

配分期間は平均寿命月数と一致しなければならな

いとする考え方であり, 耐用月数=鶏群の延寿命

月数‐鶏群羽数,と なる。

廃鶏予定価額 Cはあくまでも見込価額であり,

償却費計算が廃鶏前の事前計算である以上, 他の

償却資産同様に予定価額とせざるを得ない。但し,

一般の償却資産は残存価額を取得価額の一定率と

しているが, 家畜については取得価額と廃畜価格

の間に一定の比例関係や 因果関係はないのである

から,残存価額=取得価額×残存率, によらず,

償却費計算の時点において判断される廃鶏価額そ

のものとすべきであろう。

次に nは期末羽数,mはその年度の経過月数と

する。 nを期首あるいは期中平均あるいは成鶏到

達時のその鶏群の羽数とせず, 期末羽数としたの

は,次のような便宜的計算方法を提起したいから

である。

鶏群の償却費計算を期末羽数 n羽について行う

ということは, 期中で斃死または淘汰した鶏分の

償却費を無視することを意味する。 もしこれを無

視しないで償却費を計上するとしたら1羽 1羽の

斃死・淘汰の都度, 日割または月割をもって償却

費計算を行わなければならないことになる。 しか

し毎日のように斃死または淘汰が行われる鶏群に

ついてこのような計算を行 うことは実務的に不可

能に近い。そこで期中の平均飼育羽数 n′ について

償却費計算を行うという便法が考えられる。期首

羽数をNと すれば,一般にN>n′ >nと なるが n′
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期 首 鶏B淘汰 期末

<成鶏Bを償却した場合>
償却費 成鶏A分    600円

″ B分    300円
成鶏処分損       400円

費 用 計    1,300円

<成鶏Bを償却しない場合>
償却費 成鶏A分    600円
成鶏B除却損      800円
廃鶏収入     (― )loo円

費 用 計 1,300円

を正確に確定するためには, 毎日の飼育羽数の記

録から延飼育羽数を算定し, それを期間日数で除

して平均飼育羽数を出すか,ま たは n′ =(N+n)/
2と いう便宜的計算によって推定する方法が考え

られる。

しかし,何 もこのような期中羽数によらずとも,

期末生存鶏についてのみ償却費計算を行い, 期中

の斃死・淘汰鶏は期首価額で除却されたこととし

ても期間損益計算には差支えないのである。 次に

これを証明する計算式を示す (第 6図 )。

問題を単純化するために, いまA,B2羽 の成

鶏より成る鶏群があるとする。 Aは期首より期末

まで飼育され,Bは期の丁度半ばで淘汰 (売却)さ

れたとする。①A,Bと もに償却費計算を行った

場合と,②Aは償却するがBを償却しなかった場

合を比較しよう。

① の場合,期末生存鶏Aの償却費は 600円であ

つた。 したがってBはその半分 300円 となる。B
の淘汰時帳簿残高は期首価額 800円 との差 500円

であり, 廃鶏収入を100円 とすると,成鶏処分損

400円 となる。 したがって成鶏の減 耗損 は 合計

1,300円 となる。② の場合の償却費はAのみで600

円,Bについては償却計算をしないでB鶏 の期首

19

価額 800円をそのまま除却損として計上する。一

方,廃鶏代 100円が収入 として計上されるので,

成鶏の実質減耗損は同じく1,300円 となる。

すなわち,①,② ともに同じ計算効果を得るこ

とができるが, 淘汰鶏の償却費計算と処分損益の

算出とい う煩雑さを避け得ることで,② の方法が

実務的に優れているといえよう。一般の固定資産

会計においても, 期中における処分時までの償却

費計算を省略し,上記 ①のような簡略法を用いる

場合があるが, 成鶏のように多数が頻繁に淘汰さ

れるものにおいては①の方法は不可能であり,②
の方法によらぎるを得ないのである。 .
注

8)正確にいえば産子数ではなく離乳頭数で除する必

要があろう。一般に,産子数<離乳数であり,産子

数で除するとその間のへい死畜の負担分が宙に浮い

て過少棚卸となる。

9)農林省編『 日本飼養標準・乳牛 。1974年版』中央

畜産会,昭49,7～9頁。

10)加用信文「牛乳生産費計算上の諸問題」『農業総

合研究』第 5巻第 2号,102頁。

11)こ の方法の実際を提示したものに阿部亮耳『農業

経営複式簿記』(明文書房,昭47,116頁以下)があ

る。

12)大田氏はこのB法をさらに 2つに分け,①ひな仕

入高,飼料仕入高,給料・ 賃金などの経費を科目別

に一括計上し,ロ ット別に給餌量,作業時間等を記

録しておき,それを基礎として決算時に配分する,

②総勘定元帳上の処理は前項と同様とするが, ロッ

ト別に給餌量,作業時間等を記録するのが困難な場

合,月齢別標準比率を基礎としてロット別に配賦す

る,の 2方法を提示している。 (太田澄『採卵鶏の

評価の理論と実際』養鶏興伸社,昭41,11～ 12頁。)

13)高橋 森「採卵鶏の評価方法」『鶏の研究』,昭45,

12月 号。

14)成鶏評価に関する税務計算上の取扱いについては

新井肇『畜産簿記』全国農業会議所,昭 48,158頁

以下参照。

15)太田澄『前掲書』養鶏興伸社,昭41, 2頁以下 ,

桜井悼治「成鶏評価論」 (京大農経編『農業経営と

計算の研究』富民協会,昭43,67頁 ),新井 肇『前

掲書』全国農業会議所,昭48,191頁 以下。

16)高橋森「前掲稿」『鶏の研究』,昭45,12月 号。 |
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