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緑化樹木生産費把握の課題

はしがき

緑化樹木の生産費に関する資料は緑化樹木の生

産構造や流通構造の解明に役立つばかりでなく,

価格政策,生産管理,経営計画などに対 しても有

益である。そういったことから,関係者の間では

緑化樹木の生産費把握の必要性は早 くから認識さ

れていた。しかし,実際にこれを把握するとなる

と,調査主体,予算といった調査上の問題と理論

的整理の問題とがあって,なかなか容易ではない。

緑化樹木の生産費を具体的に把握する場合,理
論的に検討しなければならない問題として,(1)計

算対象領域,(2)原価計算単位と原価計算期間,(3)

苗木生産における母樹の取扱い,④インフレーシ

ョンの処理などがあげられる。

本論はこれらの問題を取り扱うのであるが,い

ずれの問題も,緑化樹木個有の性格と会計理論と

が微妙にからみ合って,す っきりした結論が出し

にくい分野である。問題に対する一応の考え方を

述べ,将来の検討課題としたい。

1.計算対象領域の確定

緑化樹木生産費計算の領域をどのように確定す

るかの問題である。製造工業の企業を対象にした

原価計算では,あ まり問題にされない分野である

が,農業の場合は論議の存するところである。わ

が国の現行原価計算基準は,総原価を 製 品 原 価

(製造原価)と 期間原価とに分けている1)。 製造原

価は売上品および棚卸資産の価額を構成する全部

の原価であり,期間原価は販売費と一般管理費か

らなっている。製造原価は経営における生産過程
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(生産領域)で生ずる原価であり。販売費は経営の

販売過程 (販売領域)で生ずる原価である。一般

管理費は生産と販売の 2部門の管理に要する原価

である。要するに,企業の経営過程を生産と販売

の 2つの過程 として捉え,それを管理する領域を

合めて原価計算の対象にしているのである。

ところが,農水省の行なっている農畜産物生産

費調査の対象領域は経営における生産過程領域の

みである。したがってここでの生産費の概念は製

造企業における製造原価に対応するものである。

農水省の生産費概念からは販売費および一般管理

費を合めた原価概念を見出す ことはできない2)。

農水省の生産費概念が経営の生産過程にのみ関

連している理由は恐らくつぎの 2つであろう。 1

つは農業生産の担い手の性格に起因すると思われ

るものである。現行農水省農産物生産費概念の基

礎的確定は昭和22年であるが,それは戦前の調査

や理論を蹴まえて策定されたものである。当時の

農業生産の担い手は百パーセント農家であった。

しかも農家のほとんどが,米麦作を中心とする家

族労作経営で,今 日のような商品生産を中心とす

る資本型家族経営や企業経営の発展は見 られなか

った。家族経営一般がそうであるが,と くに家族

労作経営の経営過程の中心は生産過程である。そ

のような経営構造のもとでは,販売や営業という

概念は無縁のものであったといってよい。

今 日,農業経営における販売の意義は従来と比

較にならぬ比重をましてきており,現にマーケテ

ィングの費用は発生している。しかし,家族経営

が農業生産の中心的担い手の場合は,営業部門と

か管理部門とかといった領域が経営内部で成立し
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にくいので,そ ういう面からの思考が生産費計算

にも影響していると思われる。企業の原価計算制

度で販売費や一般管理費が重要視されるようにな

ってきたのは, 1つ には販売部門や管理部門が企

業内の組織として確立 してきたからである。

第 2の理由は生産物の価値形成に関わる認識の

問題である。現行の製造企業を対象とする原価計

算制度は,企業の貨幣生産費を意味している。そ

こでの課題は生産および販売過程に投入された資

本が,生産された財貨または用役の売却によって

回収されることであり,そ の回収資本が元の資本

と比較されることである。したがって,企業の現

実的生産費は経営の生産および販売過程に賦課さ

れた財および用役の貨幣価値額である。この私経

済的な企業の貨幣生産費が,商品の価値を規制す

る生産費かとなると議論の分れるところである。

現行農水省方式の生産費認識は多分に客観的価値

形成視点に立っている。私経済的立場というより

社会経済的立場からの生産費であり,価値形成と

の関わりでの認識に重点がおかれているように思

われる。

いずれの理由にしろ,農水省方式の生産費計算

の領域は経営における生産過程のみを対象にして

いる。緑化樹木は土地利用生産物であり,肥培管

理も行 うところから農業の範時に属するが,その

生産費を計算するにあたり,他の農産物のように

生産過程のみを対象にしてよいかとなると問題が

ある。緑化樹木の場合は経営における販売過程の

意義が他の農作物に比し大きく,かつ企業の参画

もみられ,そ こには販売費および一般管理費が常

時発生 し,そ の総費用に占める割合も高いからで

ある。

緑化樹木はその商品的特性から公開市場での取

引が未発達で,特定ルー トの相対取引と不特定多

数相手の特殊取引が中心になっている。特定ルー

トは特定の庭師や造園業者との販 売 ル ー トであ

り,不特定多数の場合の相手は最終消費者,苗木

購入者などである。特定ルー トの維持や不特定多

数の相手に販売するためには,宣伝広告,通信販

売,振 り売りなどあらゆる販売手段を購じている。

個人の農家の場合でも「〇〇園,緑化樹の生産と

販売」という看板を立てるの普通なほどである。

昭和40年代後半は農外企業の緑化樹木生産への

進出が著しかった。これらの企業の生産面積は全

国栽培面積の19%(53年度)ほ どにもなっている。

企業は農家と違い生産,販売,管理の部門が確立

しており,経営過程を近代経営組織として捉えて

いる。したがって,費用計算も部門計算が確立 し

ている。

経営過程における販売過程の重要性が高まるに

つれ,販売費および一般管理費,と くに営業費の

分析とその管理は重要な項目となる。緑化樹木の

原価計算において,こ の部分の計算が欠落するこ

とは,原価計算の目的の 1つである経営における

各種の意思決定資料としては不十分にしか機能し

ないことになる。そこで実態に即し,経営管理や

意思決定に有用な生産費を計算するためには,生

産過程と販売過程とを包合した計算を行う必要が

ある。その場合現行原価計算基準が示すように製

造原価と販売費および一般管理費とを区別するこ

とは当然である。

生産過程で生じた原価を狭義の生産費,それに

販売費および一般管理費を加えた原価を広義の生

産費とするなら,こ の広義の生産費が,客観的 ,

社会的生産費といえるかには問題がある。このこ

とについては別に論究
3)し ているので,こ こでは

立ち入 らない。ただ,緑化樹木の生産費計算の場

合は,客観的,社会経済的生産費より主観的,私

経済的企業生産費として把握したほうが,よ り合

目的であると思われるのである。

2.原価計算の単位と期間の把握

生産費は経営における一定の給付量に関連して

計算される。生産費測定の単位として取上げられ

た給付量が生産費単位 (原価単位)で ある。給付は

経営で作り出された財貨または用役を意味する。

また,財貨あるいは用役は経営の最終給付のみで

なく,中間的給付をも意味する4)。 緑化樹木の生

産を目的とする経営の場合,そ の給付の内容は緑

化樹木という生産物である。しかし,緑化樹木と



緑化樹木生産費把握の課題                    2θ 5

いう概念は緑化に使用される多数の樹種の総称で  で,そ の価値費消額も集団として把握される。そ

あるから,生産費計算は樹種ごとになされる必要  ういった土地利用産業と集団栽培といった特質か

がある。それは樹種によって育成期間や投入要素  らは,その生産費計算や給付計算を土地面積で把

量が異なり,生産費の内容が一様でないからであ  握する必要性が生まれる。つまり,土地面積の単

る。                      位を10aと すれば,10a当 り生産費といった計算

生産される樹種ごとに生産費を計算することが  単位である。しかし,緑化樹木の生産を目的とす

妥当であるとした場合,それでは計算の単位 (原  る経営では,土地そのものは経営が作り出した給

価単位)をなににするかが 問題 となる。原価単位  付ではない。したがって,土地面積に関係づけた

とは生産費の集計単位となるものである。緑化樹  生産費は本来的生産費の概念には含まれないと解

木は個体をもち,それらは 1本,2本 というよう  釈できよう。しかし,土地用役を給付と考え,こ

に数えることができる。このように緑化樹木の個  の用役の加工に要した価値額を用役の母体である

体性に着目すれば,そ の計算単位は,例えば桜 1  土地にかかわらしめて把握するのだと理解できな

本の生産費いくらというように計算されることに  いことはない。つまり,土地用役は普段に発生 し

なる。この「 1本当り生産費」の利点の一つは,  ているが実態はなく,それが実態として具現化す

価格形成との関連をもっていることである。緑化  るのは土地生産物を通してであり,土地用役を主

樹木の価格は,一般に個体価格として形成されて  体に考えれば,生産物そのものがコス トと考えら

いる。苗木のように 100本単位という場合もある  れるからである。しかし,こ のような考えは生産

が,その場合でも1本が価格の認識と評価の基礎  費概念の拡大解釈といえよう。

になっている。このように 1本当り生産費の考え   土地単位面積当り生産費が生産費の概念に合ま

方は,経営内外の価格政策資料あるいは価格分析  れるかどうかはともか くとして,そ の有用性は,

資料として有用性が高い。            とくに経営管理および経営計画にとって高いので

また, 1本当り生産費の考え方は,財務会計と  ,無 視することができない。したがって,緑化樹

の関連でも利点をもっている。期首あるいは期末  木の生産費計算が財務諸表作成,価格政策,経営

における棚卸資産評価の基準と損益計算における  管理などの多目的資料として十分に機能するため

売上原価は,こ の 1本当りの育成原価に依存せざ  には,複数の計算単位 (個体と単位面積)を採用す

るをえないからである。原価計算制度として財務  ることが望ましいということになろう。それらは

会計と一体制をもつ会計システムをとろうとする  使用目的によってその都度使い分けられることに

経営では,こ の計算単位の採用が不可欠になるで  なるであろう。

あろう。                     ところで,生産費の計算単位が個体と単位面積

しかし,生産管理や生産形態の側 面 か らみる  に決まったとしても,さ らに厄介なことは,どの

と,こ の 1本当りの計算単位には問題がある。緑  ょうな 樹令に対しての 生産費 なのかという問題

化樹木は土地利用生産物で,土地用役が決定的生  である。緑化樹木は長期生産を特徴とする。その

産要素になっている。そういう意味では他の農作  生産期間は低木類で 3～ 5年,中高木類で 5～ 10

物と同様で,経営における土地の意義は大きく,  年,ま た,苗木でも2～ 3年,完成木に至っては

単位面積当りの収益性が経営成果の主要な指標と  10～ 15年 あるいは何十年というのもある。長期生

なり,土地の生産的利用に対する管理が,経営に  産に加えて緑化樹木は生産の終了時点が生理的 ,

とって重要となっている。また,緑化樹木は個体  物理的に明確でないという特徴ももっている。苗

別に肥培管理をするのではな く,集団的栽培様式  木の育苗時期を過ぎれば,どの時点でも生産物と

がとられている。育成のための物財や労働の投下  して販売される。

は集団として栽培されている樹 木 に なされるの   同じ木本性植物でも果樹には育成期間と用役期
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間が区別できる。しかし,緑化樹木は育成期と用

役期が同時併列的に進行する。いつでも育成が用

役に用役が育成に転換しうる。果樹は果実をとる

ための生産手段で,果実がなるまでは育成期であ

り,果実がなり始めた以降は用役期である。しか

し緑化樹木は樹木自体が生産物であり,緑化の機

能はどの時点でも生じているといえる。

緑化樹木が長期生産物で, しかもどの成長時点

でも販売可能だということは,成長の度合あるい

は成長期間に応じて生産費を計算する必要がある

ことを意味する。生産費は対象計算を基本とする

から,緑化樹木の場合も苗木の 育 成 か ら始まっ

て,それが最終消費者にわたるまでの総生産期間

が計算の対象となる。しかし,現実には分業生産

が一般化しているので,一経営を通過するごとに

そのコス トを累計することになる。

緑化樹木の生産は製造工業のように反復連続生

産が行えないこと,多品目生産であることなどか

ら,計算対象の樹種の成長に応じて投入される生

産要素費を捕促せざるをえない。したがって,最

終的には生産の総期間のコス トを計算することに

なるが,そ の総生産期間を 1原価計算期間とする

わけにはいかない。その理由の第 1は,財務諸表

に対する原価資料の提供 (棚卸資産の評価,売上原

価の測定等)ができなくなるからである。 3～ 5

年が 1原価計算期間ということになると,最大 1

年を会計期間と定めている財務会計と連結しなく

なり,生産費計算の意義がうすれるからである。

第 2の理由は,分業生産の進展によって,経営

内を通過する期間が短縮されていることと,そ の

期間が経営によって一定していないことによる。

1経営内の通過期間が 1～ 3年あるいは 4～ 8年

といったように個別差があるか ら,少なくとも経

営内通過の最短期間に合せる必要があるためであ

る。第 3の理由は,緑化樹木の取引が成育期間の

どの時点でも行われていることである。同一樹種

に対 して, 1カ 月の苗でも, 1年生, 2年生の苗

木でも,さ らには 5年生,10年生木でも取引され

ているのである。

以上のことを考慮すると,緑化樹木の 1原価計

算期間は最底 1カ 月,最大 1カ 年ということにな

ろう。取引の実態からすれば,成木は何年生とい

う思考で済むが,苗木では月令的な考えもかなり

含まれているので,計算期間の単位は 1カ 月が好

ましいということになろう。しか し1カ 月という

ことになると,間接費の配賦が不正確になること

はまぬがれない。原価に関連する期間費用は農業

の場合, 1カ 年で把握するものが多いので,計算

期間を 1カ 月にすると事前の見積 り計算が多 くな

るからである。年間を通じて圃場にある緑化樹木

については, 1カ 年が 計算期間として 妥当で あ

る。ただ,年度途中で苗木の購買や成品の販売が

ある場合は,やはり1カ 月単位の計算が合理的と

いうことになろう。

これまで述べた原価単位と計算期間とを関連さ

せて整理するとつぎのとおりである。緑化樹木の

生産費は樹種ごとに何年何力月生の 1本当り生産

費あるいは何年何力月生の10a当 り生産費という

表現である。

さて,つ ぎに問題になるのは,樹令と規格との

関連についてである。緑化樹木の規格はまだ統一

的なものがない。ただ尺度としては樹高,幹囲,

枝張りなどが一般に使用されている。しかし,庭

園用樹は姿,形といった観賞的,美的形状が重視

され,客観的規格はないに等しい。このように緑

化樹木の規格はあってないような状態であるが ,

それでも,近年の公共緑化や工場緑化の拡大過程

で次第に規格物取引が普及 して き た。しかし樹

高,幹周囲,枝張りなどといっても,緑化樹木は

生きもので普段に成長 しているので,規格は連続

的にならぎるをえないという特質をもっている。

一般的規格の尺度である樹高,幹囲,枝張りは

樹令との関係があることは確かである。しかし,

その関係は幅があって一定したものではない。あ

る樹種の何年生といっても,作る場所と人が違え

ば異なった規格になることが多い。そこで,価格

政策資料や管理資料の側面からみると,こ の規格

を考慮した生産費の表示が必要となる。

緑化樹木の生産費が他の農産物と同様に統計的

大量調査によって把握されるとすれば,こ の規格
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の取扱いは難かしいことになる。規格は生産の結  の生産を行う経営においては,その生産費計算は

果,事後的iご規定されるもので,規格に合せて事  複雑である。

前に調整できるものではない。例えば8年生のい   緑化樹木の生産過程はその技術的特徴から苗木

ちょうの木の生産費を10aづつ10戸調査したとす  →養成木→完成木の3過程から成り立っている。

れば, 1戸の10aのなかでも幾つかの規格分けが  養成木と完成木の生産費計算は計算対象の樹木が

でき,10戸 となるとさらに多数の規格分けが可能  実態として存在し,そ の樹木の成長を促進させた

となる。樹令 1本当り生産費の概念に,規格を加  り,形を造ったりするために要した原価要素の計

えるとなると,規格の平均値で示すしか方法がな  算であり,原 価発 生部門は 1つである。ところ

いかもしれない。そのような平均値は,8年生の  が,苗木生産は,苗木それ自体の生産部門の他に

いちょうの本の平均成長は樹高,幹囲,枝張りが  母樹部門があり,母樹の生産維持を通して苗木生

こうですよという意味でしかなく,実際の取引規  産が行われている。

格との関連性は見失なわれてしまい規格を表示す   したがって,苗木の生産費のなかには,母樹の

る意味がなくなる。               減価償却費とか台木の育成費とかが含まれること

それでは,樹令をやめて,規格別 1本当り生産  になる。緑化樹木の苗木生産 は樹 種 によって実

費として計算表示するかであるが,これには計算  生,挿木,接木のいずれかの方法をとる。接木に

技術上の問題があるばかりか管理的資料としての  なる台木を作るのは一般に実生による。種実をと

有用性にも問題を残すことになる。計算期間の単  る母樹,挿穂をとる母樹が苗木生産には不可欠と

位を 1カ 月,それを財務会計に合せて 1年ごとに  なる。種実は山野に自生する母樹から採取する場

締めくくるとした場合,圃場にある樹木の規格を  合と自家養成圃場からの場合とがある,挿木にす

その都度調べることは困難である。また,生産継  る挿穂の母樹はほとんどが自家圃場で栽培されて

続で次期に繰越される場合は, 1本当り原価は棚  いる。

卸評価に必要だが,規格別 1本当り原価は必要で   実生による場合の種実が購入によるときはその

ない。管理的には樹令が陰伏化してしまうと生産  購入費で,ま た山野に自生している自然木から採

管理のための資料としての意味が薄れてしまう。  取する場合は,そ の採取費が種実費となり,計算

したがって,樹令で示すか規 格 で表現するか  上さして複雑ではない。しかし,こ のような苗木

は,それぞれ 1長 1短があっていずれにも決め難  生産は限られた樹種で,一般には母樹園をもちな

い面をもっている。そこで現実的処理としては原  がらの苗木生産である。

則を樹令とし,年々樹令別の 1本当り生産費 (同   母樹園を保持しながらの苗木生産の場合,母樹

時に樹令別10a生産費)を計算し,販売時点で規格  は苗木と種属的,生物学的に同じであっても,経

を別途表示するといった方法が妥当のように思わ  営的には異質である。母樹は苗木を生産するため

れる。                     の生産手段であり, ミス ト施設や トラクターなど

と同じ性質のものである。これに対し苗木は経営
3.苗木生産における母樹の取扱い       の収益を目的とした生産物である。したがって,

緑化樹木の生産は苗木を作りそれを養成してい  財務会計的取扱いにおいても勘定科目が区別され

く過程である。苗木の出生から緑化樹木として消  る性質のものである。

費されるまでの期間が生産費の計算対象である。   生産手段としての母樹は,一般に長期使用に耐

生産された苗木を購入して,それ以後の養成を行  える償却資産とみなすことができる。母樹の年間

う経営では,・ 苗木費は購入苗木費として生産費を  減価償却費が年度内苗木生産量に賦課されること

構成していくので問題は生じない。しかし,苗木  になる。そこで,問題になるのは,母樹の減価償

を自家生産しそれを養成する経営とか,苗木のみ  却費を計算するためには,母樹の育成原価の把握
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が必要だということである。計算技術的には,苗

木生産費部門の他に補助計算部門として母樹部門

の設定が必要になるということである。

実際原価の計算を建前えとする限り,母樹の減

価償却費は母樹の育成原価から計算するのが妥当

である。しかし,実際にそのような育成原価が記

録計算上可能かということである。現在使用され

ている母樹の育成原価を計算するためには,さ ら

にその前の母樹の育成原価を知る必要があるかも

しれない。仮りに現在の母樹が購入種実や苗木か

ら育成されたとしても,それが何年間にもわたっ

て育成されたものである限り,その育成原価は記

録がなければ正確に知ることができない。このよ

うに,母樹の育成原価はいうべくして簡単には把

握できない。

簿記的手続きによって母樹の育成原価が把握困

難だとすれば,他の評価法は時価によって見積る

ことしかない。その場合の時価は市場価格あるい

は聞取りによる見積育成時価などに依存すること

になろう。このような方法が現実的であるが, こ

の場合,原価主義を建前とする計算方法のなかに

時価主義が混在するという点で理論的一貫性を欠

くという問題は残ることとなる。

4.貨 幣価値変動の処理

生産過程が長期にわたる緑化樹木の生産費把握

において,最大の課題 ともいえるのがインフレー

ションに関わる問題である。現行の企業会計原則

なり原価計算基準なりは “貨幣価値不変の公準"

の仮定条件の上に構成されている会 計 制 度 であ

る。このような歴史的原価会計 histric coSt κ―

COutting(取 得原価主義会計)は会計測定の客観性

という優 ぐれた特性をもち,価格安定下での情報

提供として有用性の高い会計システムである。

しかし,価格変動期には,その有用性は著 しく

減退する。つまリインフレーションの場合は,利

益の過大表示と資本の過小表示が財 務 諸 表 に生

じ,資本の実態維持が困難となるからである。歴

史的原価会計のもとでは収益は最近の貨幣購買力

によって測定されるのに対して,費用は過去の貨

幣購買力によって測定される結果,費用と収益が

同一尺度で対応されず,イ ンフレによる名目利益

が生じ,それが配当や課税を通して分配され,結

果として企業の資本維持がそこなわれるからであ

る。また,「歴史的原価会計では,資産を原初原

価で測定するため,その価格変動に起因する保有

利得 h01ding gainS(原 初価格と現在購入価格の差額)

が会計上認識されないことによる。このため歴史

的原価会計は,イ ンフレーション下の会社にとっ

て重要な意味をもつこの種の利得 に 関す る情報

を,会計の利用者に提供 しないという大きな欠点

をもつことになる。

緑化樹木の場合は,その生産が普通でも3～ 5

年, 7～ 10年 もめず らしくない。インフレーショ

ンのもとで 3年乃至10年 の生産期間における原価

をその取得原価で累計 していった場合,その原価

は年度末の棚卸資産の評価,生産終了後の収益に

対する売上原価,価格政策の資料などの点におい

て,重大な欠陥をもつことになる。

このようなインフレーションのもとにおける会

計の問題を取り扱うのがインフレーション会計で

あるが,そ こにはまだ統一的,制度的なコンセン

サスは得 られていない。これまでインフレーショ

ン会計の 問題は財務会計を 中心に 論議されてお

り,それも原則論が多 く,原価会計 との関連にお

ける具体論の展開は不十分である。

財務会計を中心とするインフレーション会計に

は多様な形態があるが,日本会計研究学会の「 イ

ンフレーション会計特別委員会」はそれらを(1)修

正原価会計,②取替原価会計,(3)売却時価会計の

3つ の基本形態に分類 している5)。

修正原価会計は伝統的会計 (歴史的原価会計,取

得原価主義会計)の諸基準を前提としながら貨幣の

実質 (貨幣価値)の変動を考慮に入れて,修正計

算を行なおうとするものである。これは会計帳簿

上の歴史原価その他歴史的な会計数値を一般物価

水準の変動に応じて修正 し,修正数値をもって財

務諸表を作成,開示するという考え方の会計であ

る。修正に使用する換算率は一般物価指数あるい

は購買力指数から算定 した変動率を用いる。年間
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変動率あるいは平均変動率を用いて期首の会計数  済現象はすべての会社,個人,その他の経済主体

値または期中の遂次発生数値を期末の数値に修正  に対して,同一の影響を及ぼすものではなく,彼
する。このような修正を行う結果,すべての財務  らが購入可能な財貨および用役のうち,いずれを

諸表数値が決算期末の貨幣の一般的な購買力単位  選択するかによって,その影響が異なるものであ

で表現されることになるので,こ れを一般購買力  る。

修正会計ともよんでいる。常識的にインフレーシ   サンディランド・ リポー トは,イ ンフレーショ

ョン会計という場合は,こ の物価の変化ないし購  ンの本質をこのように理解し,会 計 測 定 として

買力の変化を考慮に入れて行う一般購買力修正会  GPPA方式を否定し,「カレント・コス ト会計」

計を指している。               ・ cu“ent cost a∝ ountingを提唱したのである。カ

取替原価会計は伝統的会計の取得原価または支  レント・コス ト会計の主な特徴点は①測定単位と

出額から離れ,取替原価を用いる会計である。こ  して貨幣単位を用いること,②貸借対照表上の資

れも期末に存在する非貨幣資産を取替原価で評価  産および負債は,い ず れ も「企業にとっての価

し,保有損益を認識するとともに,営業損益の成  値」をもって表示すること,③利 益 概 念 として

果と区別しようとする全面取替原価会計と実体資  「操業利得」概念をとること6)な どである。ここ

本維持を目的とする費用取替原価会計などの方法  でいう「企業にとっての価値」とは,多 くの場合

がある。                      現在購入価格 (会社が保有している資産を現在購入す

売却時価会計は, 全資産の売却可能性を前 提  るとしたら支払うであろう貨幣額)で あるが,正味実

に,期末資産を売却時価で評価するとともに,貨  現可能価格 net realiZaЫe Valueや 経済的価値

幣価値の修正計算を行なう会計である。      ∝OnOmiC Valueを 表わす場合もある。また「操

以上のインフレーション会計の諸形態は,それ  業利得」Operating gainSと は保有利得や臨時利

ぞれ一長一短があり,賛否両論に分れている。こ  得とは違い,会社のアウトプットとしての財貨お

のようななかで,イ ギリス政府の大蔵大臣と商務  よび用役の販売によって獲得した収益と,そ の金

大臣によって任命された「インフレーション会計  額を獲得するために費消したインプットの「企業

委員会」 (サ ンディランズ委員長以下12名)の報告書  にとっての価値」との差額をいう。

(Sandilands RepOrtと 呼ばれている。1975年 6月 25   したがつて,カ レント・コス ト会計は,GPPA
日付答申書)は , 示唆に富むところが大きぃ。そ  のように一般物価指数を用いるのではなく,個々

れはインフレーション会計として,常識化し支持  の財貨および用役の個別価格水準の変化で測定す

率の高かった一般購売力会計 Geneml Purchasing  る「個別価格水準会計」であり,それは取替原価

Power AccOunting(GPPA)に 代 る新 しい イ ンフ  会 計 reメ∝ emett COSt aCcou■ ingと 大 同小 異 な

レーション会計の体系化を試みたものだからであ  のである7)。

る。                        カレント・コスト会計では,操業利得を計算す

インフレーションはある期間にわたって財貨及  る場合,製造原価を収益実現時点での現在価値に

び用役の平均的な価格水準の動きが上向である状  修正するわけである。製造原価に含まれる減価償

態 (貨幣購買力の平均的変動)を意味し, 卸売物価  却費もそれに該当する固定資産を時価で評価しカ

指数や小売物価指数などとして把握される。GPP  レントな償却額に修正する。また,原材料や労賃

Aではこの平均的価格水準の変動を示す数値を歴  もそれぞれの個別の価格水準変化に依存して修正

史的原価の修正に用いるわけだが,個々の会社や  される。

個人が購入する個々の財貨や用役の価格変動は,   インフレーション下における緑化樹木の生産費

この平均的価格水準の変動と必ずしも一致すると  計算をする場合も,こ のカレント・コス ト会計の

は限らない。つまり,イ ンフレーションという経  考え方を採用すべきであろう。最終的には緑化樹
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木が販売される時点に合せて,経営過程で投入さ

れた各生産要素の歴史的原価を現在購入価格水準

で修正するのである。生産が数年度にわたる場合

は,期末棚却資産をカレント・コストで評価する

必要があるので,その都度修正す る ことになろ

つ。

カレント・コスト会計がインフレーション会計

として基本的に有用性が高いとしても,欠陥がな

いわけではない。その 1つはカレント・コス トを

客観的合理的に測定することの問題である。歴史

的原価は実際の支出額をもって測定されるから,

その客観性は保持されている。しかしカレント・

コス トはそれが市場のデータを利用しうるとして

も,庭先価格はさまざま形で存在しうるから,そ
の測定の恣意性はまぬがれない。またカレント・

コス ト会計は個別の価格水準の変化は認識するけ

れどもインフレそのものを認識しているかとなる

と,イ ンフレの本質論との関わりで問題がある。

インフレは貨幣の購買力が低下することで,それ

は日本なら日本全体を考えて,全体として貨幣の

購買力の低下を意味すると解釈するなら,緑化産

業部門といった 1つのセクター経済に関わる購買

力の変化をインフレ現象とはいえないのではない

かという疑間が生ずる。

カレント・コス ト会計はインフレーション会計

として示唆に富んでいるが,ま だ煮詰めなければ

ならない面が多分にある。国際会計 基準 委員会

(JASC)は ,1976年 1月 7日 付で「物価変動に関

する会計上の取扱い」という公開草案 を発 表 し

た。これによると,個別価格の変動に対する会計

と一般物価水準の変動に対する会計の2つ ,それ

に両者併用の会計の3つをあげていて,どれを採

用するかについては具体的に指示していない8)。

そこで。結論としては①歴史的原価会計,②個

別価格水準会計 (個別価格の変動数値),③一般購買

力会計 (一般物価水準の変動数値)の 3者をとりい

れた財務諸表なり生産費計算なりをしてはどうか

ということである。

おわりに

緑化樹木生産費の問題として,ま だ残されてい
｀
る分野は,資本利子の問題である。この利子につ

いては,生産費の要素であるのかといった原価性

の問題と利子率の問題とである。原価性を認めて

利子を計算する場合に,採用される利子率とさら

にその利子がインフレーションによる貨幣購買力

の低下との関係でどようになるのか,こ れからの

課題としたい。
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