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統計資料シリーズ：No．67
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　　　　　　　一京大式簿記を中心に一

浅見淳之編
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統計資料シリーズの発刊に際して

　日本経済統計文献センターは、1971年以来統計データの整備・加工・システ

ム化について新しい活動を開始した。この活動は、1800年代以降②日本経済に

関する統計資料の発掘所在調査を行い、統計原データを一定の基準において連

続する系列として整理採録し、またこれらのデータを加工して経済分析上有用

な統計量を推計し、さらにそれらをシステム化してデータ・バンクとしての機

能を発揮し、すべての研究者に情報を提供して共同利用の実をあげることを目

標としている。

　このようなセンターの活動にともなって、統計文献に関する調査や統計デー

タの整備・開発が行われるが、それらの成果を発表し、広く統計データ利用者

の便宜に供することとした。ここに「統計資料シリーズ」として発表するもの

がそれである。

　上述のセンターの活動には、その対象によっては、きわめて長時間の作業を

必要とするものもあるし、また比較的短時間にそれを完了することのできるも

のもあり、作業成果は必ずしも定期的に得られるわけではない。したがって、

このシリーズは定期的に刊行するわけではなく、センターの活動の進展にとも

ない、成果のまとまった段階で随時発表する予定である。

1972年12，月8日

日本経済統計文献センター長＊

石　川 滋

＊　　1988年4月8日付で「目本経済統計情報センター」と改組された。

＊　　2002年4月1日付で「社会科学統計情報研究センター」と改組された。
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は　し　が　き

　一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センター（以下「当センター」）

では、平成12年度より、京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻が保管

する「農家経済調査個別原表」のマイクロフィルム撮影による収集ならびにそ

のデータベース化に着手した。この間、当センターでは通常の運営費交付金に

よる予算ならびにセンター教員が参加する競争的経費1の予算により、マイクロ

フィルム撮影およびそのデータベース化をおこなってきたが、平成22年度末現

在で残り数県の撮影を残すのみとなり、データファイルの編成も鋭意進めつつ

ある。

　このように当センターによる事業がある程度進展してきたので、この資料収

集・データベース編成事業の中間報告として、平成20年度より、当センター刊

行物「統計資料シリーズ」から、「農家経済調査データベース編成報告書」とし

て、一連の資料と研究報告を刊行する運びとなった。

　このシリーズは既に5冊刊行されており、本書は、その第6冊目にあたる。

本書の中心をなすのは、平成21年9，月1日一2日に一橋大学経済研究所附属社

会科学統計情報研究センターと文部科学省グローバルCOEプログラム「社会科

学の高度統計・実証分析拠点構築」との共催で行われたレクチャーシリーズ「農

業簿記論一京大式簿記と農家経済統計一」（講師：浅見淳之京都大学准教授、幹

事：尾関学一橋大学講師、参加者：15名）の記録である。農家経済調査の設計

は、それぞれの時期における農業簿記の理論を踏まえて行われているため、こ

れにかんする理解を欠くとデータを正しく読み込み、解釈することができない。

この点に関する基礎知識を短期間のうちに得たいというはなはだ虫のよい依頼

に対し、浅見准教授が快く応じてくださり、実現したのがこのレクチャーであ

った。講義は集中講義方式で、途中受講生による報告や質疑応答も交えて活発

に行われた。その速記録が今後農家経済調査を利用するにあたっても基礎的な

文献になるとの考えから、浅見准教授のご協力を得て、今回、統計資料シリー

ズの一巻として刊行することとした。

　本書は、編者である浅見准教授のひとかたならぬご尽力によって世に出るこ

とができた。また、講義の中で用いられた資料のうち、菊地泰次『農業会計学』

（1986年、明文書房刊行）の転：載にあたっては著作権者の菊地泰次先生ならび

に出版社の株式会社明文書房からご快諾をいただいた。共に記して謝意に代え

させていただきたい。

　最後に、原資料のマイクロフィルム撮影に許可を下さった京都大学大学院農

学研究科生物資源経済学専攻、原資料のマイクロフィルム撮影に際してひとか



たならぬお世話になった京都大学大学院農学研究科生物資源経済学専攻事務室

ならびに同司書室の各位、科学研究費によるプロジェクトのメンバーとして協

力を惜しまれなかった一橋大学および京都大学関係者各位、本書の刊行に際し

「縁の下の力持ち」として多大の支援をいただいた当センター事務室の職員各

位に、改めてお礼を申し上げたい。

平成23年3，月31日

一橋大学経済研究所附属

社会科学統計情報研究センター

教授　佐藤正広

注1本プロジェクトに支出された競争的経費は、以下の通りである。

①　文部科学省二十一世紀COEプログラム　研究拠点形成費等補助金「社会科学の統計分析拠点構築」

　　　（平成15－19年度・拠点り一ダー・一橋大学経済研究所教授：・斎藤修）

②　文部科学省科学研究費補助金基盤研究A「両大戦間期の農家経済　ミクロデータによる実証分析」

　　　（平成18－20年度・研究代表者・一橋大学経済研究所教授・斎藤修）

③　研究成果データベース「農家経済調査データベース」（平成18年度・農家経済調査データベース作

　　成委員会・幹事・一橋大学経済研究所教授・佐藤正広）

④　文部科学省グローバルCOEプログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」（平成20－24年

　　度・拠点リーダー・一橋大学経済研究所教授・深尾京司）

⑤　文部科学省科学研究費補助金基盤研究A「戦前期農家経済の実証分析：パネルデータ化の試み」（平

　　成22年度・研究代表者・一橋大学経済研究所教授・北村行伸）
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2009年8，月31日（第1講）

主催者あいさつ

　本日は雨の中をお集まりくださいまして、ありがとうございます。今回、グロ

ーバルCOEのレクチャーシリーズとして、農業簿記に関する一連の講義を京都

大学の浅見淳之先生にお願いすることになりました。浅見先生は京都大学大学院

農学研究科生物資源経済学専攻の准教授で、研究は非常に多岐にわたり、たく

さんの著書・論文をお持ちです。京都大学のホームページ内の自己紹介によりま

すと、「開発途上国、中国、日本の農業・農村制度を新制度経済学の立場から研

究している」とのことです。つけ加えさせていただくと、浅見先生は農業簿記に

関しても造詣が深いおひとりでいらっしゃいます。

　このレクチャーシリーズを開催することになった経過と趣旨ですが、昨年度、

私どもの統計センターで農家経済調査に関する資料論をめぐるコンファレンス

を開き、そこで浅見先生や仙田先生ほか何人かの先生にご報告いただきました。

コンファレンスをしてみると、私たちがプロジェクトとして進めている農家経済

調査のデータベース化を考えるにあたって「どうも農業簿記について知らないと、

この資料を使えないのではないか」という思いを強く持ちました。そこで浅見先

生にお時間を割いていただくようお願いしたところ、ご快諾いただいて、今日が

あるというわけです。

　ご存じのとおり一橋大学は東京商科大学の後身ですが、農業簿記が本学で講義

されるのは初めてのことだと思います。大変お恥ずかしいことに、私どもは簿記

に関して知識がありません。商学部の人たちはもちろんあるのですが、私どもは

今まできちんと勉強したことがありません。農業簿記に造詣の深い浅見先生にレ

クチャーをしていただくのに、こういうことを申し上げるのは大変失礼かもしれ

ませんが、私どもは初心者ですので、「こんなことを質問したら浅見先生にしか

られるのではないか」という思いは置いて、ごく初歩的なことから聞いていただ

き左いと思います。浅見先生によると、農家経済調査の基礎になっている単式の

農業簿記の講義が開かれている大学は年々少なくなっているということで、我々

にしても、あるいは農家経済調査を利用する立場の人たちにしても、この種類の

農業簿記に関する体系立ったレクチャーを受ける機会が少なくなっています。私

どものセンターでは、今年度になるか来年度になるかわかりませんが、この講義

一1一



の記録を統計資料シリーズの一冊として出していきたいと考えています。そこに

初歩的・基本的な質問と回答を載せることで、初心者のリファレンスツールとし

て役立てていくことができるのではないかと思うわけです。

　そういう趣旨ですので、皆さんぜひ、これから3日間、討論に積極的に参加し

ていただいて、盛り上げていただきたいと思います。それでは浅見先生、よろし

くお願いいたします。

一2一



戦前期の農家簿記と農林省農家経済調査　一京大式簿記を中心に一

講師：浅見　淳之（京都大学大学院農学研究科准教授）

序章　はじめに

　農家簿記・農業簿記に関する講義は、現在でも京都大学をはじめ東京農業大学

など、いろいろな所で行われています。その場合の農業簿記は一般に複式簿記と

いう通常の簿記で、現在の農家の多くは複式簿記で計算が行われています。複式

簿記に関しては、基礎的な科目としていろいろな所で講義が受けられると思いま

すが、私が注目しているのは単式簿記というものです。というのは、佐藤先生を

はじめ、ご一緒に研究をさせていただいている大正時代からの農林省農家経済調

査が、複式簿記ではなく単式簿記であるからです。複式簿記で記帳をしているの

ではなく、単式簿記で日記をつけて、現在に至るまでの統計ができているという

ことで、簿記の専門家からいわせるとしっかりした簿記ではないわけですが、そ

れを何とか工夫して厳密に使える簿記にしょうとしてきている歴史があります。

資料を検討するにあたっては、さまざまな概念や用語が出てきまずけれども、大

正時代、もっとさかのぼると明治になりますが、いろいろな試行錯誤を経て、失

敗したり成功したりして、現在の形態に進んできているという状況があります。

その辺の話をさせていただきます。

　今回は特に農業経済学という側面から皆さん方にご理解いただければと思い

ます。用語に関しては、農林水産省から出ている統計で使われているものがスタ

ンダードな概念で、今はこれが用いられているわけですけれども、そこに至るま

でいろいろな試行錯誤がありましたので、その過程も一緒に勉強させていただき

ます。私自身も皆さん方と討論をしながら、講義というよりも研究会のつもりで

話をさせていただいて、概念等をもう少し深く突き詰めていければと思っており

ます。

　農家経済調査の原簿となっている単式簿記の中で、非常に大きい存在を持って

いるものが「京大式簿記」というものです。私どもが属している施設の前身に農

業簿記研究施設という所がありましたが、それ以前に農業経営学講座、農業計算

学講座という所があって、そこで大槻正男先生が考案された、戦前から戦後の潮

流をなしている簿記の形態があります。基本的に農家経済調査の戦前の最終的な
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段階は京大式簿記ということでとりまとめられています。ですから京大式簿記が

わからないと、農家経済調査というものが原簿にかえってもよく読み取れません。

集計表しかないのでわけがわからない、いったいどういう記帳をしてきているの

か、ということを2日目に詳しく説明いたします。

　京都大学でも、かつては京大式簿記を「自計式簿記」という名前をつけて講習

会がなされていました。簿記の講義がなされていないというのは、単式簿記・自

計式簿記の講義がなされていないということですが、それがなくなってしまうと

全然わからない状態になりますので、ここで皆さん方にも理解していただければ

と思いますし、後ほど京都大学の農業簿記研究施設で行われていた講習会の資料

もお配りして、どういう講習がなされていたかという紹介をさせていただければ

と思います。

　繰り返しになりますが、農家経済調査は単式簿記ですけれども、一般的には複

式簿記です。通常の商業簿記・工業簿記と同じ形態で農業を対象に特徴をとらえ

ながら、教科書的なものからほぼ完成されたものまで、いろいろな本が出ていま

す。最近では神戸大学の高田先生と鳥取大学の古塚先生が、お2人で書かれたも

のがありまして、今でも複式簿記という形で普及されています。農家は特に税金

対策や経営管理等で必要ですので複式簿記で記帳されていまずけれども、農家経

済調査に関しては今でも単式簿記です。さかのぼってみると、源流は京大式簿記

の影響を非常に強く受けて、現在の帳簿がつけられているという形です。大正時

代から、毎日日記をつける、あるいは財産台帳をつくるという非常に手間のかか

る作業を日本の農家にしてもらいながら、統計がつくられてきているわけです。

農家の経営改善の普及ということも目的にあったと思いますが、そういう長い歴

史をもってつくられてきています。現在の途上国等を見ても、中国なども単式簿

記で日記をつけて、それを調査員がとりまとめる形で統計がつくられています。

世界的に見ても、丁寧な簿記記帳を基盤にして統計までいくということは、貴重

なことではないかと思っています。そのあたりを皆さん方と一緒に勉強して、理

解していきたいと思っております。

第1章農業経営のとらえかた（農水省、農業経営学のスタンダード）

まず、農家経済、農業経営というものが農業経済学ではどのように理解されて
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いるのか、基礎からさかのぼってお話しいたします。農家経済、農業経営とは、

今でこそハウスホールド・モデルなり、さまざまな概念で確立されたものとなっ

ていますが、やはり日本においても、農家の特徴をどのようにとらえたらいいの

か、いろいろな試行錯誤がなされてきており、その結果として現在の農水省など

の統計で使われる概念が出てきています。これを基礎に考えますので、まずそこ

を理解してもらわなければなりません。昔の大正期や昭和初期のデータを使うと、

例えば経営費という同じ用語が出てきても、違う定義になります。計算の結果も

全然違いますので、それをそのまま比較するのは非常に怖いことです。ですから

現在の概念をスタンダードとしてきちんと理解していただいた上で、当時の資料

を計算し直してから比較する必要があります。

　ということで、本当に初歩的なことからで申し訳ありませんが、農業経営学の

スタンダードとして諸概念がどのようにとらえられているのかというお話をい

たします。いろいろな本がありまずけれども、今から30年ほど前に東京大学農

業経営学講座の磯辺先生が書かれたものが、現在では確立されたものとされ、非

常にわかりやすいので、この概念で紹介をさせていただきます。これが今の日本

の農業経営学で、どのように農家をとらえたらいいのかという説明です。

1）資本の回転と農業経営

　（1）お配りしたレジュメと磯辺先生の農業経営学の教科書を見ながら説明し

　ていきます。農業経営とはいったい何か、どのようにとらえればいいのかとい

　うことで、経営形態の発展段階においてとらえ方がさまざまに考えられるわけ

　ですけれども、最も原始的な段階の「自給自足経済」をまず考えてみます。（1）

　式の、商品（ヴァーレン）、労働、生産手段、そういうものを基に生産が行わ

　れて、多くは単純な再生産が行われていく形態が最も原始的な形として当然あ

　るわけです。自分で必要な財を自分で生産するという最も原初的な段階です。

　主体均衡七二でも、ロビンソン・クルーソー的といって、自給自足経済から説

　明していくわけですけれども、同じように考えまして、ここから徐々に概念を

　広げていく形になります。

　（2）その次に出てくるのが次のページで「物々交換経済」。ロビンソン・クル

　ーソー的な完全な自給自足ではなく、交換をする形態が入ってきます。それが

　（2）式になります。ここでは単純に概念的に考えていますが、物々交換という

　ことを考えていけば、（2）式のようにW、W”というところで物々交換が行われ
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て、次のArbeitとProduktionsmittel、そういう生産の形態に移っていく、（2）

式のような物々交換経済が考えられることになります。

（3）さらにもう1つ考えると、ただ単に物々交換ではなく、現実には「貨幣

交換経済」の中で農業の生産が行われているということで、市場の拡大、経済

活動、貨幣による交換ということですから（3）式にG（ゲルト）が入ります。

貨幣の交換を通して再生産がなされていきます。これがひとつの農業経営ある

いは農家として理解できるわけですが、これによって交換経済社会、市場経済

の中に農家経済が含まれていくことになります。ひとつの生きていく手段とし

てG（貨幣の獲得）も目的に入ることになります。ここで重要なこと意、教科

書の一番下にも書いてありまずけれども、「…農業生産は、農家経済内におい

て家計と融合して、農家の生活欲求の充足を最終目標とする…」という段階。

これが後に、小農経済の考え方、そして主体均衡、チャーヤノブ的な考え方に

つながっていきます。もちろん原初的な段階としては、農家は市場経済の中に

入っても家計と常に融合することになっていく。これが農家の特徴ということ

になるわけです。

（4）そういう段階がありながら、もう一方で「資本制経済」があります。貨

幣経済の中に農業経営が組み込まれて経営発展、拡大再生産がなされていくと

いうことですが、後には貨幣の獲得そのものが目的となっていきます。それま

では生活欲求の充足と生きていくための満足度を高めることが目的で、農家の

効用関数としてそれが極大化することであったのが、貨幣、利潤の極大化を目

的とする資本家的な商品生産の形態に変わっていくととらえられているわけ

です。その結果として、それまで小農として家計と経営が融合した状態であっ

たものが、家計と経営の分離という、農家経済にとっては非常に大きな状態の

変化が現われることになります。そして、生産財用益を提供して所得を得て家

計を営む家計経済というものがもう1つ出てくるということです。つまり賃労

働者繹済や地主経済、それまですべてが融合された状態として見られたものが、

そして、もう1つの資本家的な経済、そういう段階になっていく。これを表し

たものが（4）式になるわけですが、賃労働者経済と農業経営を比較しながら、

労働者が労働を売って貨幣を得るという経済と、農業生産を行う経済主体に分

かれていくととらえるわけです。こうしてさまざまな経済発展の二階で動きを

見ていくと、Gとして貨幣を売って、労働を労働者経済から購入する。それを

農業経営が持っている生産手段と組み合わせることによって拡大再生産が行
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われて、そこからさらに貨幣に変えて拡大再生産を行っていくという資本の回

転が考えられます。

　そうなると、（3）式の小農的な経済は家族的生活欲求の充足が目的であった

のに対して、（4）式は貨幣に対して貨幣をつくるという経済活動になりますの

で、貨幣は常に増加していかなければならない、資本の拡大再生産が行われて

いかなければならないという形になると考えられるわけです。大正から昭和初

期の日本の農家あるいは農業経営をどのようにとらえたらいいのかというこ

とで、さんざん議論があったようです。一方で、日本が農業経営・農家経済の

分野で非常に影響を受けていたものは、ほとんどがドイツからの輸入経営学で

す。ドイツで培われた概念を導入するのですが、そこでは東ドイツのユンカー

といわれる非常に企業的な経営が行われる大地主制度を対象とした農業経営

の概念が用いられており、それをそのまま持ってくることもできません。いっ

たい日本の農業経営・農家経済をどのようにとらえたらいいのかということで、

だいぶ議論がなされるわけです。しかし最初に入ってくるのはやはりドイツや

ヨーワッパからの輸入学問ですから、ここで次に書かれている資本家的な企業

的農業経営ということになるわけですが、それがまず概念として導入されるこ

とになります。

2）企業的農業経営

　　この資本家的な、最も農家経済・農業経営が発達した段階を、どのように計

　二上とらえたらいいのかということで簿記あるいは計算等がかかわってきま

　すが、その辺から話をしていきます。資本家的な企業としてどういう特徴があ

　るのか、46ページにいくつか書いてあります。

　　①まず資本家的な企業を考える場合には「資本の自己増殖」。家族生活の

．充足ということではなく、生産を目的として貨幣を求めていくということです

　から、究極的には利潤を求める形態として考えなければならない。そういう原

　則が最初の段階として考えられます。

　　②2番目として「利潤の追求」。資本家的な経営が利潤を追求していくと

　いうことであれば、それぞれの家計と結びついた人間関係というよりも、そこ

　から切り離された、完全に独立した経済主体としてとらえていかなければなら

　ない。資本家的、近代的、企業的な存在に変わり、家計と分離されるという形

　です。
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　③　3番目として「企業は必要な労働を賃労働に求める」。家族を労働者と

して経営に組み入れるのではなく、資本家的な企業的な経営であれば、常に賃

労働を中に組み込んで農業の生産を行うということになります。

　④　4番目に、すべて生産物は販売される。「商品化」されることになりま

す。

　⑤　その結果として「利潤」。その資本に対して得られる利潤というものが

最も重要な、注目される考え方、目的となってくることになります。利潤が得

られなければ企業的な資本家的な経営というのは存在する意味がなくなって

いくわけですから、常に統括された資本よりも上回る利潤を上げていかなけれ

ばなりません。

　このように農家経済をとらえようという考え方が最初に入ってくるわけで

す。ただ、利潤というのは自己資本と他人資本から出てきますので、終局的に

は自己資本に対する収益というものが最も重要な求められるものではあるの

ですが、まず他人資本であれ自己資本であれ、資本に対してどれだけ利潤が得

られるのか。これを考えることが最初の目的になります。資本家的な農企業の

場合には、すべての資本に対応する費用を取り去った後の利潤の部分が求めら

れるものとなります。

　今までの概念をまとめると、（5）（6）（7）式の企業的な観点で農業経営をとらえ

ようということになりまして、現在では「利潤」「企業利潤」「純収益」という

言葉でとらえようとされています。「純収益」というのは非常に混乱を招く言

葉で、いろいろな人がいろいろな意味で使っています。ところが最初はこれが

一番わかりやすい概念なので、ドイツ語からの訳で純収益という言葉が使われ

て、いろいろなところで混乱を引き起していることがありまずけれども、一応、

この磯辺さんの経営学で書かれていることがスタンダードとして考えてよい

と思います。

　まず、企業家的な農業経営であれば何を求めるのかというと、「粗収益」か

ら実際に投入された「物工費」「労働費」「租税公課」を差し引いた残りの部分

が求められるもの、終局的なひとつの目標であるということです。これは何か

というと資本への報酬です。資本ならびに経営者能力。経営者自身に帰属する

報酬です。差し引いた物財とか労働は外から取り入れたもので、残ったものが

残余報酬です。残余報酬をどのように決めるのか、それは経営体によって全部

違いますが、経営が維持されるために外から取り入れるものに対しては支払い
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をしなければならない。そうすると手元に残るのは何か。自分がコントロール

できるもの、残余請求コントロール権と言いまずけれども、そういうものをど

のようにとらえるのかということです。そうすると、必要な「物井費・労働費・

租税公課」を差し引いたものが「純収益」、基本的に資本への報酬ですけれど

も、これを考えた上で、さらに借り入れた資本に対してはコストを支払わなけ

ればいけないので、「借入資本利子」を差し引いたものが「利潤」です。現在

でもこれが利潤の定義です。この利潤の定義ですが、ここから「借入資本」、

つまり必ず借りた資本に対しては利子をコストとして払わなければいけない

ので、差し引かなければいけないのですが、さらに「自己資本」に対する利子

も差し引いた部分。この残余報酬の意味は何かというと、企業者能力や経営者

能力、人、マネジメントに対する残余報酬になるわけです。これをきちんと分

けなければいけないので、あえて「利潤」という言葉ではなく「企業利潤」と

いう言葉で使っています。利潤と企業利潤は違う意味合いを持っています。終

局的には、企業的な経営とは何を求めているのかというと、企業利潤というこ’

とになるわけです。これがマネージャーなり企業家精神を持った経営者といっ

た人たちの革新的な行動、努力や創意工夫などに対する報酬です。ですから最

終的に求められるものが、最後に残る企業利潤になってくるわけです。これが

利潤の概念として極めて重要で、資本家的あるいは企業家的な経営に関して最

終的に求められるものとして、企業利潤というものを考えるわけです。

　統計でも簿記でも、経営分析としては企業利潤というものが最終的な目的と

してありますが、実際はマイナスになることが多々あるわけです。所得がマイ

ナスになると生きていけなくなりまずけれども、コストを差し引いた企業利潤

の部分がマイナスになっても農家は生きていけます。生活が目的ですから利潤

を獲得しなくてもいいということになりまずけれども、資本家的な企業経営で

あれば、企業利潤を求めていかなければ、ゴーイング・コンサーンとして、継

続的に維持できなくなります。ですから企業家的な経営に関しては企業利潤が

最終的な目標になります。

　現在でもこの概念が使われていますけれども、こういう概念はどこから入っ

てきたのかというと、ドイツの農業経営学からです。当時の農業経営学という

のはほとんどドイツで、いろいろな人がドイツに留学して、そこでの概念を日

本に導入しようとしたわけです。一番注目されてきた所、また、最も農業経営

学が発達していた所が旧東ドイツのエルベ川沿いにあったユンカーの大農場
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経営で、こういうものを念頭に置いた経営学が多くの農業経営学の中で培われ

てきたので、最初はそれをそのまま導入しようということになりました。それ

からイギリスの大農場（Farmer）など、戦前のヨーロッパの農業経営に対し

てどのようにとらえたらいいのか検討されて、企業家的な活動なのだから企業

利潤を最終目的としましようという考え方がなされてきたわけです。

　ところが、やはりこれは当時の日本の現状あるいはドイツのほかの地域の実

情にはそぐわないということで、大きく改良がなされるわけです。実際に日本

の農家も含めて世界中で支配的な経営形態というのは家族経営（Family

farm）です。

3）家族経営

　　Family　farmとは何かというと、企業的な資本の回転、利潤の増大を目的と

　するような形態ではなく、家族として生きていく経営形態、これが中心になり

　ます。日本の家族経営をそのまま企業利潤でとらえると、ほとんどマイナスに

　なる場合が多いので、それをそのままとらえて農業経営・農家経済を考えるこ

　とは非常に難しいということになります。

　　そこで家族経営をどのようにとらえていけばいいのか、そして家族経営を押

　さえる指標は何かということが次に問題になります。家族経営とは「農民家族

　を単位として、経営主およびその家族の労働力、階下の生産手段を根幹として

　生産を営み、それによって家族生活の維持拡充を図る個別経済」ということで

　す。家族経営の場合には、最初に言った「利潤の拡大」ということではなく、

　「家族が生きていく」ということが最終的な目標になります。ですから生きて

　いくための家族経営、生活を目的とする家族経営に対して、企業的な利潤の極

　大化のような概念をそのまま持ってくることは非常に難しいということにな

　ります。そこでもう少し詳しく家族経営について話を進めていきます。

　（1）特徴をいくつか教科書でもまとめていますけれど、第一に、何といって

　　も「家族労働力」です。経営主および家族の労働力を根幹としで営まれると

　　いう特徴があります。「家族従事者は一定して任意に増減できず、経営に固

　　定投下されたものとみられ、……」と書いてありますが、これは今の東大の

　　スタンダードな考え方で説明しています。京大の概念の中では、永続的に経

　　営の中に組み込まれていくということを大槻正男先生は「沈下固定」という

　　難しい言葉で表していますが、それと同じ言葉が「固定投下」で、「固定」
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　ということが非常に重要な概念になります。常に家族は経営の中に固定的に

　存在するという意味です。そしてもう1つは、家族自身と同時に、自分が持

　っている自有の生産手段（小農であれば鋤・鍬・牛など、自作農であれば自

　作地など）に対して、どのように報酬を出していくかが目的となっていくわ

　けです。投下された自己資本や自家労働に対して出てくる報酬をいかにとら

　えていくか、家族労働というものを維持していくために収益化して、それに

　対する報酬をどうとらえていくかということが次の問題として非常に重要

　になります。つまり家族が生きていくためには、家族労働力自身を再生産し

　ていくことが必要になってくるわけです。

（2）家族労働力を再生産していくということは、経営が家計と結合して初め

　て家族労働力として再生産されることになりますので、常に家計に結びつい

　た形で農業経営をとらえなければなりません。つまり農業経営として独立し

　ている存在ではなく、農家経済全体として家計と経営とを常に未分離の状態

　で考えていかなければならないということになります。単一の家計と経営が

　結合した個別経済として存在して、これを小農と呼んでいました。農業経済

　の創始者である横井時敬博士は「小農には経済あって経営なし」という考え

　方で、当時の明治・大正の日本の農家を見ると、「経営として分離して資本

　家的な経済として動いているのではなく、常に家計と結合した経済としてと

　らえざるを得ないんだ。ドイツなどの企業利潤を目的とするような経営のと

　らえかたでは無理なんだ」ということになってくるわけです。

（3）そうすると農業経営の目標はどのようにとらえていけばいいのか。ここ

　で出てくるのが「生業（せいぎょう）」という概念です。「生業（なりわい）

　として生きている」という言葉がありますが、利潤の追求ではなく、生きて

　いくための、生活の維持拡充です。これを当時の小農なり家族経営の対象と

　してとらえることになるわけです。もちろんその中には、自給する部分と貨

　幣経済に含まれる部分の両方がありますし、程度の差もありますが、（8）式

　にあるように、家計と経営が未分離の状態の中で完全に自給経済だけのロビ

　ンソン・クルーソー的に生きているわけではなく、貨幣経済と結びつきなが

　ら生産が行われている形でとらえられます。

（4）　自給と貨幣経済が結合した中で出てきた概念として、経営と家計が融合

　した経済をどのようにとらえたらいいのかということで、チャーヤノブは

　「主体的均衡論」という非常に独自の考え方を持ち出しました。対象として
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いたものはロシアの貧農地帯ですので、ドイツやイギリスの大農場経営の考

え方では全く太刀打ちできないということで、チヤーヤノブ流の考え方が出

てきます。この辺は皆さん方もご存じだと思いますが、経営と家計が融合し

た状態をどのようにとらえるか。チャーヤノブ流に考えると、第3図のよう

に、横軸に労働所得をとり、それを得るために必要な労働の投入量をどう決

めるのかということで、労働所得の限界効用と、限界労働の苦痛度との均衡

によって労働の投入量が決まる。これがのちに主体均衡論になっていきます。

また、このチャーヤノブ流の考え方は京都大学や東京大学等、いろいろな所

で研究されていました。大槻正男の労働論も限界苦痛と限界効用の考え方を

とった主体的均衡論で、のちにそれがハウスホールド・モデルとなっていき

ますが、その基盤になっている考え方は、小農、家計と経営の未分離という

ところにあります。

　チャーヤノブ流は、自給して、苦痛と労働から得られる所得の心の中での

均衡点を考えるので、非常に心理的な性格を持っています。それを数量的に

とらえるにはどうすればいいのかということで、そこで出てくるものが「所

得」という概念です。それまでは、資本家的な考え方であれば、企業利潤が

最終的に求められるものということになっていましたが、この非常に心理的

な、客観的にとらえることが難しい農家内での目標を何によってとらえるの

かというと、生活していくために必要な自家労働および七二の土地、資本に

対する報酬の総体としての残余部分を考え、これを家族経営の目的とするべ

きであるととらえることになるわけです。つまり、資本家的な経済であれば、

投入された資本の効率性を求めて、最も効率的な資本の組み合わせ、あるい

は生産財の組み合わせを考えていくわけですが、効率性ということではなく、

生きていくために、農家が、家族経営が、小農が、どれだけの報酬を残余報

酬として手元に残すことができるのかを目的としてとらえるべきだという

考え方です。ここで初めて所得という概念が出てきます。

　実は私もこの所得（英語：Income、ドイツ語：Einkommem）という概

念を当たり前のように使っていましたが、どこから出てきたのかよくわかり

ませんでした。私の昔の先生方に聞いてみても、いったいいっから所得とい

う概念が出てきたのか、首をかしげていました。そこで、東大の金沢夏樹先

生の本をたどってみると、ドイツのエレボーという人の考え方だということ

がわかりました。やはりドイツでも非常に議論になったようで、それまで二
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本に対する純収益ということでずっと説明されていたものが、「所得でとら

えなければ小農経済は理解できない。純収益や企業利潤で考えるのではなく、

最終的に手元に残る報酬でとらえなければ家族経営の農家経済を理解する

ことはできないんだ」という考えがエレボーのあたりから出てきて、それが

定着しているということです。これは原典で当たっているわけではないので

確実なことは言えませんけれども、そのあたりで所得という概念が出てきて、

日本の農家経済統計も所得という概念でとらえるように変わってきていま

す。

　家族経営を所得（農業所得）でとらえたものが（9）式です。「粗収益」から、

「物財費」と、実際にその経営が外に対して支払ったものすべて（「雇用労

賃」「借入地地代」「借入資本利子」「租税公課」）を差し引いた残余部分が「農

業所得」になります。「利潤」＋「自家労賃見積」の「利潤」は広義の利潤

ですので、これは「自作地地代」「自己資本利子」、そして経営者に対する「企

業利潤」（マネジメントに対する報酬）になります。これらがすべて残余部

分で、これを目標として見なければなりません。「自家労賃見積」は家族労

働や自分自身の労働に対する報酬。「自作地地代」は自分が持っている土地。

「自己資本利子」は自分が持っている資本。これらへの報酬、そして自分の

努力に対する報酬。これらが家族経営の場合には報酬として残ります。これ

を所得と呼び、農家の家族経営の目的として見なければなりません。資本家

的な経営に対して、企業利潤ではなく、最終的には「農業所得」と「農外所

得」を加えた「農家所得」が求められ、そこから「家計費」を引いた余剰部

分が「農家経済余剰」として計算されます。農家経済統計でもそうですけれ

ども、最後の残余部分が農家経済余剰になります。

　「農業所得」は「家計支出」と「財産増加額」でとらえられるという（12）

式ですが、実際にそうなるかどうかは簿記の問題ですのでわかりませんけれ

ども、理屈の上では、家計に使われた支出と最後に手元に残る金額が所得と

して最終的に残るものとなります。つまりストックの面で見た場合とフロー

の面で見た場合という、簿記のとらえ方で出てくるところですが、（12）式は

計算の仕方が違いますので、理屈の上では一致するはずですけれども、現実

には必ず一致するという保障はありません。それはまた後で説明します。

ここまでの話で大事なことは「企業利潤」と「所得」という考え方。これが
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一番基本になってきますので、まずこれを理解してください。現在の農業経営

学や農家経済統計でもこの用語が使われています。もう1つ大事なことが、後

で説明する「生産費」と「経営費」という言葉。この両方で農家をとらえます。

しかしまず、できるだけ多くの農業所得を上げるということが最終的な目標で

あると考えて下さい。すると家族経営はどういう行動をとってしまうのか。こ

れは主体均衡のほうでもいわれていることですが、所得を目標として生きる家

族経営の特徴が次のページに説明されています。

①　所得の増大を求めると、適正な労働投入量をはるかに超えた投入がなされ、

窮迫生産という状態が起こります。企業であれば、企業利潤といっても経済学

でいう利潤と同じですから、価格が下がった場合には限界生産費との関係で労

働を少なくするわけですけれども、農家の場合、労働というのは費用として発

生するのではなく報酬として発生してしまうので、価格が下がったら余計働く。

余計働くことによって収入を増やすという行動をとってしまいます。これが一

般の資本家的な企業と農家の違いです。農家にとって家族労働は

self－employmentなので、ただなのです。働けば働くほど、費用ではなく報酬

になると考えていますから、余計労働を投入してしまうという行動が発生しま

す。

②　しかしだからこそ、ここに「家族経営の強靭性」と書いてありまずけれど

も、農産物価格などが暴落して不況になっても、普通の企業であれば操業停止

点を超えたら閉鎖をしてしまうところを、農家は家族労働費を報酬として考え

るので倒産しません。利潤がマイナスになっても生きていければよいのです。

家計費が賄えないようになると飢餓の状態になるわけですが、そうでない限り、

経営と家計は一致しているので、労働を多投するか家計費を切り詰める。それ

によって非常に強い主体として存在します。所得というものを考えている限り、

企業にはできない、農家独自の特徴が出てくると思います。これが最初に理解

していただきたい基本的な農家のとらえ方です。

【Q＆A】

A　：　日本の農家経済調査を考えたときに、農家所得という概念がいっごろヨ

　　　ーロッパで現れて、いつごろ日本にこの概念が導入されてきたのでしょう

　　　か。
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浅見：　第1期（帝国農会の統計）では簿記的にまずい部分もあって、こういう

　　　概念は全く整っていませんでしたが、第2期（農水省の統計）の1921年

　　　から所得という概念がはっきり出て、それが現在に続いています。

　　　　第1期にも所得や経営三等の言葉はありましたが、ラウルの簿記を使っ

　　　ていたので今とは違う定義でした6例えば私の資料の6ページ目、②の中

　　　ほど、「農業経営費」の式に「家族・手伝人の見積労働報酬（労賃見積支

　　　払）」とあるように、家族労賃を経営費に含めて、報酬とはみなしていま

　　　せんでした。一番大きな報酬である家族労働費を差し引いて農業所得とし

　　　ていますので、現在で使っている所得とは金額的にもかなり差が出てしま

　　　います。第2期の調査から、家族労働費を差し引かない、現在のスタンダ

　　　ードな概念が初めて出てきました。恐らくこの時代にドイツでもいろいろ

　　　議論があって、エレボーが所得という概念の重要性を主張して、それが日

　　　本に入ってきて、ここから使われるようになってきたと考えられます。そ

　　　の後も所得という概念で農業経営をとらえるということで、今に至ってお

　　　ります。

B　　　47ページ（7）式の「自己資本利子（見積）」について教えてください。

浅見：　資本の中には他人資本と自己資本の2つがあります。他人資本利子は借

　　　金の利子です。自己資本利子は、自分が持っている資本を銀行に預けたり、

　　　別の投資機会に使ったりした場合に発生する利子などの機会費用です。こ

　　　れを報酬とみなさずに費用とみなします。人的資本（自分の能力。最後に

　　　残った自分自身）に対する報酬が最終的に残ります。つまり、創意工夫に

　　　対する報酬があります。自己資本利子を差し引くと、所有と関係なくすべ

　　　ての生産に投入されるインプットが計算されるので、最終的に残ったもの

　　　を企業利潤としてとらえるわけです。

A　　　農家経済というのは市場へのコミットメントが比較的低く、自己資本や

　　　自家労賃に関する機会費用という観念を持たない、あるいは非常に希薄な

　　　状態で経営しているのが実態だと考えると、企業家的な経営で完全に市場

　　　的な原理で営まれる47ページの⑤式～（7）式を、観念の欠如といった実態

　　　に従った形にモディファイしたものが53ページの（9）式～（11）式であると

　　　理解してよろしいですか。言い換えると、農家経済であっても、例えば都

　　　市の市場圏の近くにいるために自家労賃に関する機会費用の意識が生ま

　　　れてくる、あるいは自己資本の投下に関しても機会費用が生まれてくると
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　　　いう状況が発生すると、必ずしも53ページの（9）式～（11）式が実態に合っ

　　　た図式ではないという事態もあり得ると考えてよろしいですか。

浅見：概念が希薄しているというよりも農家のとらえ方として、農家に限らず

　　　生業・個人商店の場合も同じですけれども、目標が生活の維持になります

　　　ので、収益性・生産性・効率性だけで行動するのではありません。自家労

　　　賃はあくまでも報酬であって費用ではない、全部がselfemployment。そ

　　　ういう概念で行動しているということです。ただ、経済が非常に発展して

　　　農家が企業的な状態になった場合、終局的には、統計もそうですが、農家

　　　経済から農業経営になっていきます。農業経営というのは生活の維持では

　　　なく企業の運営（ゴーイング・コンサーン）ですから、自分に対する労働

　　　費等も考えた上での行動ということになってくるかと思います。

A　　　大阪近郊や東京近郊の農家で1920年代～1930年代になると、農業で1

　　　日働いた所得がこれぐらいになるとすると、半日ぐらいかけて東京あるい

　　　は大阪に行けば1日の所得がもっと上がるということで、農業に従事する

　　　インセンティブが下がったと。インセンティブが下がると小作地に対する

　　　需要が低下して地主と小作との問の力関係が変化するという議論がある

　　　ものですから、そういう行動様式の変化が表れた場合、この式がどうなる

　　　のかなと、ちょっと興味があったので。

C　　　式自体は単なる会計式なので、47ページの式も53ページの式も、単純

　　　に企業利潤の定義であり農業所得の定義です。Aさんがおっしゃることは、

　　　むしろ行動の部分になります。実は53ページの式は非常によくできてい

　　　て、ほとんどの農家は、農業所得の最大化をある程度意識して行動する際

　　　に、マーケットを意識して自家労賃・自作地地代・自己資本利子を見積れ

　　　ば、農業所得の最大化は企業利潤の最大化と同値になるので、あまり区別

　　　する必要はなくなります。それに対して、より市場化が遅れている地域や

　　　経済においては、見積方法が機会費用でなくなる、あるいは非常に主観的

　　　な機会費用になってくるので、企業利潤の考え方がずれるというような分

　　　析につながると思います。これはハウスホールド・モデルでの解釈なんで

　　　すけれども。ですからその意味でこれは会計式であって、概念を計算する

　　　こと自体は、どのような形態や行動様式であっても適用できると考えます。

浅見：　主体均衡的に心の中で労賃が決まるということではなく、市場経済とと

　　　もに外部の労働市場で実際には行動するようになりますので、労賃見積、
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この辺をどう見積るかが実際の統計では問題になるところだと思います

が、そこである程度解決できるかと思います。

4）家族経営の類型

　　歴史的な展開とともに農業経営はどのようにとらえられてきているか。最初

　はチャーヤノブ的な主体均衡論の自給経済的な家族経営、労賃を自分の心の中

　で決めるという形態から、「附随的自給農業」と書いてありますが、生きてい

　くために食糧生産を行うのではなく、それ以上のものを求めていく兼業自給的

　な経営形態になっていきます。ここでは農業生産の規模はまだ低い段階ですが、

　自給生産が組み込まれた経営が形成されます。そして次に出てくるものが商品

　生産的な農家の形態。これが世界的に見て現実的な小農あるいは家族経営の主

　流の姿ですが、労働を主体とした商品生産を行う家族経営となります。その場

　合、57ページ（14）式に書いてある、「農業所得」から「自作地地代」と「自己

　資本利子」を差し引いた「労働所得」（家族労働報酬）が経営分析の目標にな

　っていくことが1つ。そしてもう1つは、58ページ（15）式、「農業所得」から

　「自家労賃見積」を差し引いた「農業資産所得」、つまり「利潤」。これは企業

　利潤と自己資本に対する報酬ということになりますので、利潤という概念でと

　らえられるようになります。ですから経済の発展と同時に、「家族労働報酬」

　と「利潤」でとらえるようになるだろうということで、農業の生産形態はいず

　れ企業的、資本家的な形態になっていくという話につながると思います。
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5）経営費

　　所得と企業利潤でとらえることが農業経済学と農業経営学のスタンダード

　ですが、もう1つ重要な概念である経営費と生産費について説明します。

　　経営費とは何かというと、「経営体を維持運営するに必要な費用」と定義さ

　れます。粗収益からの売り上げである売上高から経営費を差し引いたものが余

　剰になります。この余剰、残余報酬部分をどうとらえるか、企業体によって議

　論がなされます。ここで先ほどの企業的、資本家的な経営の最も進んだ段階と

　考えた場合、ここから差し引いたものが利潤ということになります。一方で、

　家族経営、小農の場合、経営費を差し引いた余剰部分はどうなるのか。これが

　農業所得というものになります。ですから同じ経営費でも、とらえ方によって

　意味合いが変わってきます。損益計算で最終的に求めるものは何かということ

　になるわけです。

6）生産費

　　もう1つ大事な概念として生産費があります。生産費とは何かというと、「生

　産物1単位当たりの生産のために要した価値犠牲」と定義されます。このよう

　に2種類のコストの概念があり、経済学では生産費という言葉が普通使われま

　すが、農業経営学ではコストの概念の中に経営費と生産費をきっちり分けてい

　ます。それを次に理解していきます。

　　経営費が損益計；算、最終的に残る報酬部分であるのに対し、生産費は原価計

　算、効率二等を考えるものになります。日本の農家統計の中にも生産費統計と

　いうものがありましたが、生産費に関して非常に事細かく統計調査が行われて

　いました。そこで使われている生産費とはいったい何かということです。

　　①まず二二費。「物財の費消価値である」と定義されます。（「費消」という

　変な言葉を使いますが、大槻正男以来、いろいろ独特の言葉が農家経済統計の

　中で使われていきます）。物財が投入される価値そのもの、つまり流動財（生

　産対象物に転化されるもの）や減価償却・管理補修（徐々に転化されていくも

　の）などの、必ずコストとして計算されるものです。②次に労働費。これは3

　種類あり、家族経営で考える場合には雇用労働費、生産費で考える場合には家

　族労働費そのものも含めます。③土地地代や④資本利子も、実際に払われるも
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の、あるいは見積額として計算されます。⑤そして租税公課。これは実際に払

わなければならないものなので費用として考えます。昔の生産費統計を見ると、

1次生産費と2次生産費という言葉で計算・記述がなされており、1次生産費

は物財費など実際に支払われている費用、2次生産費は資本利子・土地地代と

して、かつては分けて計算されていました。

　これらが生産費として計上されますが、具体的には「農水省の生産費調査で

は……」以降に書いてあるような農業独自の費用項目が分離され、実際の計算

に使われることになります。「果樹など……」については簿記の方法に入った

段階で、計算の仕方等、詳細をご紹介しますが、それらがすべて含まれたもの

が生産費ということになります。

7）経営費と生産費

　　この2つの概念は非常に似ていますが、実は非常に大きく違っているという

　ことで、いくつか特徴が書いてあります。①経営費は粗収益と比較される概念、

　生産費は単位当たりの価格と比較される概念。②経営費は期間計算、生産費は

　成果単位計算。③経営費は農家経済あるいは農家経営を統合した全体計算で、

　生産費は部門計算。こうした大きな違いがあります。

　　私の作成したレジュメの2ページ目の中ほどに経営費と生産費の違いを表

　した定義式があります。ここで注意が必要なことが、とらえ方です。企業利潤

　と農業所得という2っのとらえ方が農業経営に対してなされます。ここでは主

　に私たちが対象とする家族経営を考えながら、その違いを定義式で見てみます。

　　まず経営費というのは経営体を構成する要素です。でナから家族経営という

　前に、もう一度経営費というものを考えると、企業的な経営費と家族経営的な

　経営費と2種類あります。つまり農家をどうとらえるかによって経営費の構成

　も変わります。企業的経営費としてとらえる場合、経営体を構成する要素の価

　値犠牲は含まれず、その反対給付がそれぞれの報酬に含まれる形になるので、

　自己資本の再生産が企業的経営費の最終的な目的です。それに対して家族経営

　費（生業的）としてとらえる場合、その家族経営がどのように構成されるのか。

　それは家族労働と自有（自分の持っている）の±：地・資本などが経営体を構成

　する要素であると農業経営学ではとらえます。従ってそれは価値犠牲ではなく

　報酬としてとらえます。

　　その関係を定義式で見ていきます。下のほうからいきます。「農業所得」は
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「粗収益」から「経営費」を差し引いたもの。つまり「物財費」「雇用労賃」

「小作地地代」「他人資本利子」といった、自分の農家の内部にないもので必

ず支払わなければならないものを差し引いたものです。家族労働、自作地、自

己資本などの報酬になるものから、外部から組み入れたものに対する支払いを

差し引いた残余部分が、家族経営の場合の所得になります。

　企業利潤を上の式に表わしました。「企業利潤」は「粗収益」から「生産量」

×「生産費」を差し引いたもので、粗収益は「価格」×「生産量」（粗収益と

いう言葉を農業経営学の場合には使います）、そこから「生産量」×「生産費」。

生産費はあくまでも1単位当たりです。（）でくくると「価格」から「生産

費」を引いたものに対して「生産量」をかけたものになりますが、「価格」×

「生産量」が粗収益ですから、「生産量」×「生産費」というのは何か。生産

費というのは、すべての費用を含むということになるわけです。ですから「物

工費」「家族労働費」「雇用労働費」「自作地地代」「小作地地代」「自己資本利

子」「他人資本利子」という、生産を維持するために必要な費用すべてを計上

する。これが生産費という概念です。だから「粗収益」から「生産量」×「生

産費」を引いたものは、所有とか経営の収益性とかに関係なく、常に生産を行

うために必要な費用部分をすべて差し引いたもの、これが生産費ということに

なります。

　ここで先ほどの経営費と比べてみると、経営費とは「物三巴」「雇用労賃」

「小作地地代」「他人資本利子」ですから、これはすなわち生産費の中身は、

「経営費」「家族労働報酬」「自己資本利子」「自作地地代」であるという関係

になっているわけです。

　これが生産費と経営費の違いです。ここから何がいえるかというと．「粗収

益」から「生産費」を引レ）たものとは、実際にかかったコストをすべて引いた

ものですから、所有に関係なく、その企業なり農業経営なり、その経済主体が

いかに効率的に運営されているかという指標になっているわけです。つまり生

産費を最低限にするということは、効率性を最大化するということです。農業

経営学では、そういう概念で生産費をとらえています。それに対して農業所得、

農業経営費というのは、あくまでも実際に支払った価格ですから効率性とは関

係ありません。農家は所得を維持するために必要以上に働き、窮迫生産で不況

に耐える。それを費用とはみなさないので、効率性は悪くても収益性は十分見

込まれるという概念です。ということで、あくまでも農業所得とは収益性に対
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する概念であって、その指標によって最終的に収益を求めます。自分の持って

いる最終的に残ったものを費用とするのではなく、残余報酬部分として報酬と’

みなすことによって運営されているのが農家経済・農業経営です。これが生産

費と経営費の違いとなるわけです。

　農業経営をとらえる最もスタンダードな考え方としては、「粗収益」から「生

産費」を差し引いたものが「企業利潤」という、効率性をとらえる考え方。も

う1つは、「粗収益」から「経営費」を差し引いた「農業所得」という、収益

性をとらえる考え方。この2つの見方で常に農家経済調査の計算がなされてい

るわけです。この生産費と経営費の違いは、農業経済学・農業経営学の分野で

は、大学院の入試で出てくるような一番基本的な概念になるかと思います。

第2章我が国の農業経営の発展過程

次に日本の農業経営の発展過程について簡単にふれておきます。

1）伝統的な農業経営

　　日本の農家は戦前期あるいは高度経済成長期まで、非常に小農的な経営でし

　た。

　①シュムペーターの「単なる業主」という言葉。これは戦前から戦後にかけ

　ての日本の農家に対する考え方で、「単なる業主」であって企業家ではない。

　他律的に動かされる静態的な主体であるというふうにとらえられていたわけ

　です。京大の大槻正男先生は簿記でラウルやブリンクマンなどを紹介されてき

　ましたが、農業経済学の重鎮である東京大学の東畑精一先生は（弟さんは農地

　改革を行った東畑四郎さん）はシュムペーターの下に留学し、シュムペーター

　流の考え方で日本の農家を大きくとらえてきました。

　　②そして家族労作経営であるという言葉でよく説明されてきています。家

　族労働ですが、磯辺さんの本でもいわれたように完全な自給自足ではありませ

　ん。家族労働を主体として補助的な生産手段がついた形での農家・農業経営が

　行われていたというとらえ方です。

　　③そこでもう1つ問題となるのが家族労働。家族労働とは固定的に投入さ

　れているものですから、これをいかに完全燃焼させるか。労働にはピーク・季
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節性がありますから、いかにそれを十分資源として使うか。こういうことが戦

前の農業経営ではずっと問題となって研究がなされていたということです。家

族労作経営で、いかに完全燃焼させ、家計と未分離の状態でいかに自給をして

いくか。この家族の再生産ということが戦前の農業経営学では中心的な課題で

した。

　④　そういう問題と同時に村落共同体。戦前から社会学ではずっといわれて

きたことですが、戦前の農家は個々の農家として維持されていたのではなく、

村落共同体、村の機構の中で初めて存立していたことを探るのが、戦前からの

農業経営の中心的課題であったといえます。

　ということで、磯辺さんの定義で説明してきましたが、農業経営学でとらえ

ている農業経営は基本的に小農です。経営と家計の未分離の下で家族経営をい

かに効率的に運営していくのかという中心課題の下で議論がなされ、その延長

上で、農業所得という概念でとらえようという形でずっと来ていることになる

と思います。

2）高度経済成長期以降、現代の農業経営

　　①ところが日本の農業も戦後、特に高度経済成長期以降大きく変化し、現

　代の農業経営の姿に変わってきました。1960年以降、日本経済全体が大きく

　変わり、農業労働力の圧倒的な減少、基幹労働力の流出、農外就業機会による

　吸収によって、戦後の高度経済成長期以降の農村の疲弊につながっていきまし

　た。

　　②　そういう経済全体の移行過程の中で、農業の機械化が非常に大きく進み、

　機械による労働の代替がなされました。

　　③　そして農地価格。土地価格の高騰で、1960年以降の農政の下で、日本

　の農業も両極分解によって規模拡大がなされることを考えたわけですが、実際

　には農地そのものは全くの非流動化のままであり、農地の集積が全く行われま

　せんでした。日本の農業は非常に疲弊し、自給率が40％という状態が今の現

　実の姿です。

　　そういう労働力の減少や機械化の進展、あるいは土地の非流動化という下で、

　日本の農家の実態は、農家の減少と同時に安定兼業農家が主体になってきます。

　しかし安定兼業農家が多くなる一方で大規模法人経営（農地を集めた大型農場

　で企業的な農業を行う）という形態が出てきたことも事実です。農政も日本の
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農業を支えていくためにプロ農家支援の方向でやっていこうと考えますが、そ

の一方で、かつての村落共同体的なものを生かしながら集落全体で農地を管理

して農業経営を行う集落営農で対応するところも出てきています。

　ですから現在の農業経営の形態は、一方では安定兼業農家で疲弊をしながら

も、もう一方では企業者としての農業経営、稲作では法人経営、畜産や園芸な

どに関してはさらに積極的な農業経営で、企業者的な経営形態に変わってきて

います。これは、①「企業者」としての小農・家族経営や、②「組織化」によ

って農業経営を動かしていこうという形。つまり、農業の維持は安定兼業農家

では難しくなりながら、もう一方で非常に企業的な、あるいは集落営農の形に

変わりつつあるわけです。

　以前は日本の農業を見る上で「農家経済」という言葉に意味があったのです

が、今は「農業経営統計」という言葉に変わっています。つまり現在の農業は、

経営と家計が未分離の農家経済としてとらえるのではなく、分離された農業経

営としてとらえるということになります。

　具体的には、農家では非常に手間がかかる家計調査が問題でしたが、それよ

りも現在の農家経済統計が経営統計という形に変わり、経営と家計を未分離の

状態とは見なくなっています。また、農家が記帳する農業簿記に関しても、複

式簿記が今は用いられています。農家経済ではなく農業経営の簿記になってい

ますので、家計とのつながりは経営主勘定という、経営の中で家計に振り分け

られる勘定科目があるわけです。そこから消費のほうにいく形になり、普通の

商店などの商業簿記と同じ形に変わっています。現在では普通、農家では複式

簿記が使われています。ただし、農家経済統計の中では大正から現在に至るま

でずっと単式簿記が使われています。

　ということで、このように今の農業経営学や農水省は農家をとらえているわけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
ですが、かつての大正の時代には農家全体をどのようにとらえようとしてきたの

か。次にその話をしていきます。その中で一緒に勉強していくのは複式簿記では

なく単式簿記です。単式簿記で家計と経営が未分離の状態どのように理解してい

けばいいのか、さまざまな工夫があったわけですが、その中の1つが大槻正男さ

んの考えた京大式農家経済性になると思います。その内容をこれから説明してい

きます。

　大槻正男さんは非常に独創的な人で、独自に農家経済をとらえようと、昔なが
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らの図を使いながらさまざまな考え方で農家経済というものをとらえています。

当時どのように大槻さんが農家経済というものをとらえようとしたのか、そのあ

たりから少しずつ一緒に理解していきたいと思いますので、大槻正男さんの以下

の資料に基づき、尾関さんに発表していただきます。

　大槻正男さんは京都大学の農業経営学、計算学、経営学をずっと担当されてき

た先生で、今でもこの分野では非常に古典的な存在です。労働論として主体均衡

論をまとめ、また、経営と家計が未分離状態の農家をどのように計数的にとらえ

ればいいのかを非常に独創的に考えた方です。

大槻正男『農家経済簿記：その原理と京大式簿記解説』第2章「農家経済」

（大槻正男著作集刊行委員会編『農業簿記論II』楽游書房、1978に所収）

第3章　農家経済はどうとらえられたか（大槻正男による）　［発表者：尾関　学

（一橋大学）］

　資料はA4ホチキス止めのレジュメが1部、　A4の図とA3の図が1枚ずつに

なります。これらの図は、大槻先生が1938年に書かれた『農家経済簿記』から

引用したもので、農家経済とはどのようなものか、ということについて述べられ

ています。大槻先生によると「現実の農家経済の構造というものは非常に複雑で

ある。そこで、単純な経済社会を想定して、その中における農家経済の説明から

始め、順次複雑な構造の農家経済を説明する」としています。

第一節　自足自給の農家経済

　自足自給の農家経済とは、「農家経済が完全な自足自給を営む。すなわち、農

家経済自体が生産と消費に関する一個の自足完了体」であり、それは「所得経済

部面と家計経済（消費経済）部面から構成される」としています。

［第一図　完全自足自給の農家経済］・

　大きい丸が農家経済全体をとらえ、右半分が家計経済部面、左の半分が所得

経済部面となります。真ん中に所有生産要素が記載されています。ここではま

ず所得経済部面での生産活動として粗生産が挙げられます。この粗生産から出
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発して次に純生産という概念が出てきます。これは第一図の所得経済部面で行

われた「粗生産」から、固定財の減耗償却と流動財の補充からなる「守則補充

額」を引いたものが、「純生産」になります。ここから出発して、所得経済部

面での生産活動である「粗生産」は「粗所得」というもので、もうひとつ、「物

財補充額」と「租税公課」が生産にかかった費用として「所得的失費」として

挙げられます。その結果「農家所得」としては、「粗生産」から「物財補充額」

と「租税公課」を足したものを引きます。すなわち「農家所得」とは「粗所得」

から「所得的失費」を引いたものになります。

　この第一図で述べられていることをまとめると、第一図の左半分にある所得

経済部面と、右半分の消費経済部面の関係から、農家経済余剰というものがと

らえられます。すなわち「農家経済余剰」とは「農家所得」から「家計費」（こ

こでは自足自給の農家経済なので、ここでいう家計費は、自ら生産したものを

家計に仕向けたもので「家計仕受生産物額」）を引いたものが「農家経済余剰」

になります。

第二節　物財売買取引発生後の経済社会における農家経済

　経済社会として自足自給を見てきました。次に下野売買取引発生後の経済社会

における農家経済を見ていきます。物財の取引発生後の経済社会と個別農家経済

の関係を見ていくと、次の2点が挙げられます。1番目が、生産物を他の経済に

販売すること。2番目が、生産用の物財、および家計での消費財を購入する可能

性が生まれてくること。それらについて説明したものが第二図です。

［第二図　完全貨幣経済の農家経済］

　農家経済の左半分にある所得経済部面で生産されたものが、その生産物の一

切を他に販売します。他方、一切の生産用の物財（生産財）と家計用財（消費

財）を購入する経済となります。すなわち農家の所得がすべて貨幣形態をとり

ます。第一図では農家の所得がすべて現物の形態でしたが、ここでは貨幣の形

態をとります。

　第二図における「農家所得」は「粗所得」から「所得的失費」を引いたもの

です。すなわち農家所得はすべて貨幣形態をとるので、「貨幣粗所得」から「物

財費」と「租税公課」を引きます。これを実際の農家に即してみると、農家に

おける「生産物販売収入」から「生産用財購入支出」と「租税公課」を引いた
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ものが、最終的な農家所得になります。

［第三図　半自足自給の農家経済］

　この図は、第一図と第二図を足したようなもので、すなわち生産物り一部を

販売に回すことを示します。これを貨幣粗所得といいます。もう片方は生産物

の一部門直接家計に仕向けます。これを現物粗所得といいます。ここから農家

所得を見ていくと、「農家所得」は「粗所得」から「所得的失費」を減じます。

すなわち、半自足自給の農家経済において「粗所得」は「貨幣粗所得」と「現

物粗所得」の和から、「物財費」と「租税公課」の和を引いたものになります。

これを実際の農家の経済から見ていくと、「生産物販売収入」に「家計仕向生

産物評価額」を足したものから、「物財購入支出」と「租税公課」の和を引い

たものが、第三図における農家所得になります。

　一方、第三図の右側、家計ですが、「家計費」は「貨幣による家計費」と、

　「自給現物家計費」からなります。すなわち農家における「家計支出」と「家

計支受生産物評価額」から「家計費」が計算されます。

第三節　物財および生産要素用役売買取引発生後の経済社会における農家経済

　第二図と第三図で見てきたものは、生産物を他に販売するという形態でしたが、

今度は、今まで見てきた農家経済の図の中ほどの「所有生産要素」を取引売買す

る制度が生まれてきます。すなわち、農家は所有する生産要素から流出する用役

を、他の経済へ販売する可能性を有します。他方、季節的または絶対的に不足す

る用役を他の経済から購入する可能性を有します。ある農家の用役を他の経済に

販売する形態としては、資料1の第四図から第七図に見られるように、パターン

としては4つあります。

（1）用役を他の経済へ販売する。

［第四図　生産要素用役販売農家経済］

　　まず第四図を見ると、生産要素用役販売農家経済として、農家経済における

　所有生産要素を用いて、その農家では生産を一切行わずして、その用役を他に

　販売することによって所得を得ます。すなわち、第四図における「農家所得」

　は、「粗所得」すなわち「諸用役販売収入」から「所得的出費」を引いたもの

　として成り立ちます。

一26一



［第五図　純農業労働者経済］

　用役を他の経済へ販売するものとしての2番目は、純農業労働者経済です。

図の丸の中にこれまで「所有生産要素」と書かれていた部分が「自家労働力」

となっています。このように、生産要素が労働力だけの場合、「純労働者経済

の所得」としては「粗所得」から「所得的失費」を引いたものから成り立ち、

具体的には自らの労働力による「労銀収入」から「自弁の労働装具及用具費」

と「租税公課」の和を引いたものになります。

［第六図　純地主経済］

　3番目の生産要素用役として地主経済を取り上げています。ここでは純地主

経済の所得として「粗所得」から「所得的失費」を引いたものが計上されてい

ますが、それを具体的に見ていくと、「地代収入」から「貸付土地の管理費等」

と「租税公課」の和を引いたものになります。

［第七図　純金貨経済］

　用役を他の経済へ販売する最後が純金貨経済です。この純金貨経済では、そ

の所得は基本的に実収入からになります。それを式で見ていくと「純金貨経済

の所得」は「利子収入」から「金貸しに付随する諸費用」と「租税公課」の合

計を引いたものになります。

（2）用役を他の経済から購入する経済

　　　次の用役取引として、用役を他の経済から購入する経済が第八図になりま

　　す。

［第八図　生産要素を全然所有せずして生産を営む農家経済］

　これまでの図中で所有生産要素や自家労働力とあった箇所がブランクにな

っています。これは、この農家経済が生産要素を全く所有していないことを意

味します。このような農家経済では、諸用役は全部他の経済から購入し、その

対価は純生産より支払われます。純生産とは、図の左側の所得経済部面の真ん

中に「純生産」とありますが、この部分から生産要素に対ナる対価が支払われ

ます。
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　農家所得について見ていくと、「純生産」（すなわち「粗生産」から「物財費」

を引いたもの）から「租税公課」と「購入生産要素用役費」を引いたものにな

ります。すなわち、これを粗生産の概念から見ていくと、「粗生産」から「物

財費」「租税公課」「購i入生産要素用役費」の合計を引いたものになります。

　ここでの「粗生産」は「粗所得」と同じで、「粗所得」は「貨幣粗所得」と

「現物粗所得」から成り立ちます。すなわち「生産物販売収入」と「家計仕向

生産物評価額」から成り立っています。それが「粗生産」であり「粗所得」に

なります。

　一方、この農家所得を計算するにあたって生産にかかったコストですが、「物

財費」と「租税公課」と「購i入生産要素用役費」からなります。これらは「所

得的失費」と呼ばれ、農家経済における「物財購入支出」と「租税公課」と「用

役購入支出」からなります。

　いま申し上げた3っの関係をまとめると、次のようになります。第八図にお

ける農家所得とは、「粗所得」から「所得的失費」を引いたもので、すなわち

「貨幣粗所得」に「現物粗所得」を足したものから、「物二二」「租税公課」「用

役購入支出」の合計を引いたものになります。それを具体的な農家の経済活動

から見ると、農家における「生産物販売収入」に「家計仕向生産物評価額」を

足したものから、「物財購入支出」「租税公課」「用役購入支出」の合計を引い

たものになります。以上が取引発生後の経済で、ここまで第四図から第八図ま

でを見てきました。

［第九図　普通農家経済］

　第九図が一般的な農家経済をとらえるときの1つのモデルであると思われ

ます。大槻先生によると、第三図・第四図・第三図の総合として第九図が生ま

れるようになっています。

（1）生産要素を所有

　　　第三図が半自足自給の農家経済であり、第四図が生産要素販売の農家経

　　済、第八図が生産要素を全然所有せずして生産を営む農家経済であり、こ

　　れらの統合から、第九図の農家経済として重要な、生産要素を所有するこ

　　とがわかります。すわなち流出する諸用役を自家経済の生産に用いる一方、

　　所有の生産要素が用いられる。ひとつが、余剰の用役を他の経済へ売却し、

　　労銀収入、地代所得、利子所得を獲得する。第九図の農家経済の丸の左を
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　　見ると、小さい丸が3っありますが、今申し上げたのは、大きい丸の農家

　　経済の所有生産要素が今度は自分のところがら出て、第九図の小さい丸の

　　生産要素のほうに売却されて、そこから労銀収入、地代所得、利子所得が

　　獲得されることになります。

（2）生産要素を購i入

　　　今度は生産要素の購入になります。この第九図の農家経済において、所

　　有する生産要素だけではなく、季節的または絶対的に不足する生産要素を

　　他の生産要素所有経済から購入します。すなわち第九図で見ると左側の小

　　さい丸の一番下です。ここから、不足する生産要素を他の生産要素経済か

　　ら購入して、大きい丸の農家経済の左半分の純生産のほうで利用して生産

　　を行います。

　この第九図における農家所得がどのように求められるか、少し長くなります

が、次のようになります。すなわち、普通農家経済における「農家所得」は、

「生産よりの農家所得」と「農家副所得」（用役販売収入に基づく所得）から

成り立ちます。そして「生産よりの農家所得」は「生産粗所得」から「生産所

得的失費」を引いたものに、「副粗所得」から「副所得的失費1を引いたもの

を、足したものです。

　次に等式の5番目に飛んで、これを具体的に見てゆきます。第九図の「農家

所得」というものは「生産物販売収入」「家計仕向生産物評価額」「用役販売収

入」の合計から、「三二購入支出」「生産に賦課される租税公課」「用役購入支

出」「用役販売費」「副所得に賦課される租税公課」の合計を引いたものとなり

ます。ここから農家所得が計算されます。

　一方、第九図における「家計費」は「貨幣家計費」と「自給現物家計費」か

らなり、それを農家の実態から見るならば、農家における「家計支出」と「家

計支受生産物評価額」の合計からなります。

　以上のように、第九図の普通農家経済における農家所得と家計費から「農家

経済余剰」が求められ、それはすなわち「農家所得」から「家計費」を引いた

ものとなります。

第四節　投資取引発生後の経済社会における農家経済

　第一節から第三節までが農家経済を扱ったものになりますが、この第四節では

経営の問題が入ってきます。
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　大槻先生は、農家経済を分析するにあたって、はじめに単純な経済社会を想定

し、そこから農家経済の説明を始めてきました。経済発展による生産技術の発達

と資本の蓄積にともない、今度は大規模；生産が有利になってきます。生産の大規

模化を可能にするのが投資取引ぞす。ただし、農業においては、個別の農家経済

から大規模生産が起こる前に、過渡的な生産形態として、大農場生産および共同

生産という生産形態が生じていました。

［第十図　大農場生産を営む農家経済］

　まず大農場生産から見ていきます。ここでは右側に農家経済、左側に生産湯

冷）があり、生産する場所が農家経済とは少し離れた所、すなわち大規模農場

で生産が行われます。農家所得はどのように求められるかというと、これは第

九図と同じ形態で求められます。ただ、第九図は個別の農家経済で、生産の規

模も比較的小さいものと想定されていましたが、ここでは大農場生産をするに

あたって、このような図式が生まれます。

［第十一図　共同生産を営む場合］

　第十一図は真ん中の丸が共同生産になっています。その共同生産に向かって

右の農家経済が、今度は甲・乙・丙の3つの農家経済から成り立っています。

すなわち、この第十一図においては、甲・乙・丙の各共同農家より生産要素の

用役が提供され、共同生産が営まれるようになります。その余剰が各共同農家

に分配されて、各農家の所得となります。

　ここでは、今は大規模生産への過程としての大農場生産と共同生産を見てきま

した。もう一度、投資取引発生後の経済社会について簡単にまとめます。単数ま

たは多数の個別経済の投資によって、母体である投資者経済から分離独立した法

人格を有する純生産経済としての企業経済が設立され、それ自らが生産要素を所

有して生産を営むようになります。それが今度は第十二図になります。第十二図

から具体的に投資の問題に入ります。

［第十二図　個人企業経済において生産が直接的に営まれるものとして見られ

たる場合］

　　一番右の丸に農家経済があり、ここから生産要素が投資され、ひとつ左の丸
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の企業経済に生産要素が投資されます。真ん中の大きい丸の企業経済の中で、

一定の生産目的のために、農家経済から出された生産要素が永続的に専用され

るようになります。その結果、真ん中の丸の企業経済の中で、生産要素という

ものは、この企業経済の中で相互に適当に結合されて、1つの永続的な組織体

をなします。それが、大槻先生によると「経営」というもので、すなわち「諸

生産要素の永続的組織体」というものがここで出てきます。今までは農家経済

について述べてきましたが、ここから経営というものが出てきます。

［第十三図　生産が個人企業経済における経営体の生活の結果生ずるものとし

て見られたる場合］

　　生産を経営という概念から見たものが第十三図です。これは、生産が個人企

　業経済における経営体の生活の結果生ずるものとして見られた場合です。第十

　三図と第十三図を比較するとわかりますが、真ん中の丸で、第十二図では「企

　業経済」となっていたものが第十三図では「企業経済経営」に変わっています。

企業経済経営の中身を見ると、今まではずっと普通の丸でしたが、桃の実の形

　をすることで、大槻先生はここで経営という形態に変わったということを示し

　ています。すなわち、生産が企業経済内における経営体の生活の結果として生

　ずる形態を第十三図では示しています。

［第十四図　生産が共同企業経済における経営体の生活の結果として生ずるも

のとして見られたる場合］

　　第十三図では、、まだ企業経済経営といっても個別の農家経済だけを扱ってい

　ましたが、第十四図になると、生産が共同企業経済における経営体の生活の結

果として生ずるものとして見られたる場合となります。すなわち真ん中の丸が

　企業経済経営で、ここに対して右側に農家経済が3つあります。この各農家経

　済が、所有の生産要素を真ん中の企業経済経営に提供し求す。ここの具体的な

説明ですが、この第十四図では、この企業経済経営において、経営体は生産の

　ために必要な諸用役をすべて自給できるとは限らず、諸生産要素が欠けること

　なく経営体の内部で結合されるものでもないため、不足する用役（特に労働力）

　は、他の経済から購入されて補足されることになります。すなわち企業経済経

営においては、経営体の構成において労働力を欠くものとなっています。

　　今度は企業経済経営における生産の話をします。まず、粗生産というものを
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経営の見地からみていくと、ここで「粗収益」という言葉が出てきます。今ま

では生産や所得という言葉でしたが、ここで収益という言葉が出てきます。こ

の粗収益とは、経営体が1力年の生活によって新たに生み出した財の総額を意

味するものです。

　この「粗収益」から出発して、レジュメ5ページの先頭にある等式が導き出

されています。すなわち「粗収益」から「経営費」を引いたものが「純収益」

です。それは「粗収益」から「物財費」「租税公課」「購入用役費」の合計を引

いたものです。

　ここから混乱してしまい、収益と生産の関係がよく理解できておりません。

C　：　多分、同じじゃないですか？　単に経営という言葉を使う場合、以前、

粗生産と呼んでいたのを粗収益と呼び変えただけだというのが、これを読んだ私

の解釈ですけれども。

浅見：　そうですね、対象としては同じことになりますね。

　では粗収益と粗生産は基本的には一緒のものであるということですので、粗

生産というものも、ここでは見ることができ、それは「物三一」と「租税公課」

と「購i入用役費」の合算を引いたものになります。

［第十五図　生産が農家経済における経営体の生活の結果生ずるものとしてみ

られたる場合］

　　以上をまとめたものが第十五図になります。これは第九図の普通農家の経済

　と対応していきますが、今度は、生産が農家経済における経営体の生活の結果

生ずるものとしてみられた場合です。資料2の一番右側にありますが、第九図

　をもう一回載せて、下に経営という概念を入れた場合の農家経済について見て

　います。

　　「農家経済の内部において、生産が、企業経済経営のように生産要素の組織

　体として経営の生活の結果として生ずる見方」、「所得経済部面に回された生産

　要素は、農業生産のための生産要素として結合され、生産要素の永続的な組織

体としての経営を成している、と認められる」と、大槻先生は述べています。

　　以上から農業所得というものは、（1）経営よりの所得と、（2）経営外所得（投

　資配当所得と用役販売所得）の2つから成り立ちます。
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　以下、「経営よりの所得」について見ていくと、「経営よりの所得」は「純収

益」であり、それは「粗収益」から「経営費」を引いたものになります。そし

て「粗収益」は「粗生産」であり、「生産物販売収入」に「家計仕向生産物評

価額」を足したものです。一方「経営費」は「物財購入支出」「租税公課」「用

役購i入支出」の合計から成り立ちます。

　最後にもう一度まとめると、「経営よりの所得」は「純収益」とイコールで

あり、「粗収益」から「経営費」を引いたものです。その内容は、「生産物の販

売収入」に「家計仕向生産物評価額」を足したものから、「物財購i入支出」「租

税公課」「用役購入支出」の合計を引いたものです。別の式で見るならば、「粗

生産」から「三二費」「租税公課」「購i入用役費」の合算を引いたものです。そ

れはまた、「純生産」から「租税公課」と「購入用役費」を引いたものになり

ます。

　以上、第二章の農家経済でした。最後にわからない点を挙げさせていただきま

す。

　①　農業経済学と農業経営学との関係をどう見たらよいか。生産の概念と収益

の概念が同じものなのか否か。

　②　農家経済調査と農業簿記論との関係で、農林省の農家経済調査というのは

大正の初めから始まっていましたが、1942年の京大式簿記を用いた夫槻改正の

後、農林省の農家経済調査のタイトルに経営という言葉が具体的に入ってくるん

ですが、それは実際にどのようなことを意味しているのか。

　③　今回の講義に出席している方の中には経済史や労働経済学を専門とする

人もいます。そのため農業経済学を専門としない人がデータとしての農家経済調

査を利用するときに、農業経済学、農業経営学、農業簿記論、そして農家経済調

査の関係をどのようにとらえたらよいか。　　　　　　　　　諮

以上で終わります。
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2009年8，月31日（第3講）

第3章補論　農家経済はどうとらえられたか（補足説明）

　ありがとうございました。一見すると非常にややこしくて、わかりづらいと思

いますが、農家という、得体の知れないものを、当時の先生方がどのように理解

しようとしたのかをご紹介しました。

　方向としては磯辺さんのところで説明したように、自給自足からいろんな経営

形態をとらえていくことに応じて計算の仕方が違うということで、今は落ち着い

て1つの概念が出来上がっていますけれども、特に経済発展途上にあった日本の

農家をどのようにとらえたらいいのか、当時の先生方は非常に試行錯誤されてい

たんだと思います。

　大槻正男さんは私たちの先生の先生に当たる大先生ですけれども、悪いことに

参考文献がないので、どこから何をされたのかわかりません。恐らくいろいろな

ことをヒントにして、さまざまな概念を使って農家経済というものを図で整理し

ながら、発展段階に伴った経営形態を考えられていったのだと思います。こうい

う考え方を基に、単式簿記でありながら複式的な側面を持った正規の簿記に近い

ものをつくり上げていきました。

　ご質問に関しては、なかなか答えられない難しい側面もありますが、議論して

いきたいと思います。午前中のご報告で概要は理解していただけたかと思います

が、非常に独創的でわかりにくい概念なので、補足説明します。

（1）　自給自足

　第一図

　　まず自給自足という一番単純な経済形態です。ここから順を追って経営の

　発展形態ごとに分類して、それぞれの経営形態に対応する計算がどうなって

　いるのかという仕組みになっていきます。

　　尾関さんのレジュメの第一図から見ていきます。まず、農家経済というも

　のは「所得経済部面」と「家計経済部面」の2つからなると考えます。その

　経済を運営する資源が「所有生産要素」（自分が持っているもの）で、それ

　が所得の源泉になると考えます。矢印がたくさん出てきまずけれども、実線

　が実際のモノ、財。破線が貨幣になります。この図で大槻王男が何を考えた
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かというと、所有生産要素から「用役」というものが生産に向けられます。

そこで生産活動があって、この二重丸の周りにある租税公課や物財費という

費用を差し引いた残りが「純生産」と考えたわけです。午前中に企業利潤と

所得の関係を説明しましたけれども、大槻正男は所得というものをもう少し

大きくとらえ、「所得経済部面」から出てくる収益を所得と考えました。で

すから最初から「農家所得」という言葉で説明されるわけです。これがどこ

へ行くかというと、「家計費」を除いた実線で「消費」に向かいます。こう

した一番単純な生産と消費という2つの部面で考え、これをベースに徐々に

現実へと近づけていきます。

　式では「粗生産」から物財を差し引いた残りが「純生産」。「純生産」から、

さらに必要な「租税公課」という費用を差し引いたものを「農家所得」とし

て、最初から所得という言葉が出てきます。もう1つの概念として、ちょっ

と聞きなれない言葉ですが、所得を得るための費用のことを「所得的失費」

という言葉で説明しています。「失費」つまり犠牲になった投入物というこ

とです。最初はこれを経営費とは言わず、全部「所得的失費」という概念で

説明していくわけです。「農家所得」＝「粗所得」一「所得的失費」ですが、

一番単純な段階では「所得的失費」が「物財費」と「租税公課」の2つから

なると考えます。ただ、この概念でさらには全部を説明していくことになり

ますので、「所得的失費」を差し引いた残りが「農家所得」、そして「農家所

得」からさらに「家計費」を差し引いた部分が「農家経済余剰」ということ

で、今に至る概念がこの時に考え出されているわけです。

（2）物財取引発生後

　第二図

　　次は第二図の貨幣経済です。今度は自分の持っている労働、土地、資本と

　いう生産要素があって、それが「用役」として生産に投入されます。そして

　自分が持っている生産要素以外の、外から買わなければいけないものの1

　つが「物財」で、ここは貨幣経済ですから、一番下の「生産用財販売商」か

　ら物財を購入して二二費を支払うという交換形態になります。それに対して

　「粗生産」として「生産物買入商」（大きなほうの丸。大正時代ですからこ

　ういう名前です）から今度は販売収入がお金（G）になって入り、そこから

　租税公課を除いた部分が「農家所得」になり、「農家経済」の中で、「家計費」
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を取り除いて「消費」になると同時に、貨幣経済ですから「家計支出」と「消

費財」との具体的な関係が示されると考えられました。　　　　　く

　「粗所得」から「所得的失費」を引くという概念は同じですが、経済の発

展段階に従って「粗所得」の内容が、物財商に売るということで「貨幣」と

いう言葉になっています。そして差し引かれるものも、先ほどは「物財補充

に充てられる…」と書いてあったものが「物忌費」という費用概念で考慮さ

れます。「農家所得」＝「粗所得」一「所得的失費」でも、家計経済までは

「粗生産」であったものが「粗所得」という言葉に変わります。これは貨幣

単位で計算されたという意味です。こういう粗所得という概念を使って京大

式簿記なども計算されてくるわけです。「粗所得」から「所得的失費」を引

いて「農家所得」が出てくるのが第二段階です。

（3）半自給自足

　第三図

　　第三段階でも「所有生産要素」から「用役」が生産に向けられますが、貨

　幣経済の下での市場関係による三二の出入りや販売があると同時に、今度は

　何が違うかというと、入ってきたものが、1つは「貨幣所得」として、もう

　1つは「現物所得」として家計部面に向かいます。いわゆる家計仕向、自給

　部分が農家の家計部面に向かうということで、さらに分けて大槻正男は考え

　ました。家計仕向部分も計算しなければいけないということで、「粗所得」

　の中に「家計仕向生産物評価額」というものが入ってくるわけです。それを

　加えて「所得的失費」に当たる費用部分を差し引いたものが基本的な農業経

　営の形態であるということです。ですから「家計費」も、貨幣で支払われる

　部分と自給の部分をきちんと含めて、金額での家計支出と生産物の評価額の

　両方を計算して差し引く。現物も評価して差し引くというところが違ってく

　るわけです。それが半自足自給と書いてある第三図です。そういう経営形態

　に合わせた発展段階に応じて計算式も変わり、それに応じて求められるもの

　も違ってくるという発想です。

（4）物財・生産要素用役売買取引発生後

　第四、五、六、七、八三

　　次の段階では、さらに経済が発展し、それぞれが持っている生産要素を売
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ることによって収入が得られる経済主体を考えます。

　第四図では、持っている生産要素を「用役」として売って収入を得ます。

その間で「所得的失費」が発生すれば、それを差し引いた部分が「農家所得」

として入ります。この「農家所得」を家計部面に回し、現金の家計支出があ

ればそれも差し引いていくという考え方です。具体的に農家が持っている生

産要素は「労働」「土地」「資本」ですから、それらを第五図、第六図、第七

図にあてはめました。農業労働者として行動するのであれば、「労働」を売

って労働収入を粗所得として得ます。所得的失費が発生すれば、それを差し

引いた部分が最終的な所得となって家計に回されます。第六図の地主であれ

ば地代部分で、土地に対する用役が外に向けられれば、その用役に対する報

酬が発生します。第七図は金貸しですが、資本がある場合にはそれを貸し付

けた「利子収入」になります。ですから自有の生産要素に対する報酬という

ものが農家をとらえる上で非常に意味があり、これを外に売れば第五図、第

六図、第七図の形になるはずであるということで、それぞれに応じて農家所

得、つまり労働所得、地主の所得、お金を貸す場合の所得というものが得ら

れるわけです。

　次の第八図では、所有物を何も持たずに空白になっている完全市場経済を

想定しています。必要な時に必要なものを調達して生産を行うという世界で

す。固定化されている資源、生産要素がない場合、物財だけではなく、上の

「購入用役」というところで用役部分を外部から調達しなければなりません。

それに対する用役の購i入支払部分を差し引いた残りが純生産になるわけで

す。そこから出てくるものは、先ほどの半自給のところでも出てきましたが

「現物所得」と「貨幣所得」。この2種類が所得として手元に入り、それを

家計に回すという形態です。

　順を追ってこのようになっていきます。

（5）農家（自給＋販売＋用役購入・販売）

　第九図

　　これに対して、今までものを全部まとめて考えると農家というものはどう

　説明されるかというものが第九図です。まず所有生産要素に対して同じよう

　に用役部分が出て、所得部面において生産活動が行われます。ただ、自分が

　持っているものだけではなく、外の「生産要素」という丸からも用役を購入
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しなければならないので、それが購入部分として入り、それに対する支払い

も当然あります。それから、物財（流動財にあたるところ）が入れば、それ

に対する支出も行います。もちろん生産物の販売に関しては、それを売って

現金を得る形ですから、これで農業生産が行われます。そこで同時に、その

農業生産から「貨幣所得」と「現物所得」が発生しますが、さらに加えて自

分が持っている労働力などの所有生産要素から出ていく用役部分に対する

対価も当然考えます。これが「二二所得」と書いてあるところです。これも

加えて、「貨幣所得」と「現物所得」と「副所得」となります。そして副所

得を得るために失費が発生すれば、「副所得的失費」としてそれも差し引き

ます。その残額が家計に回るということで、実際に家計に回るのは貨幣部分

と現物です。副所得や主な所得から、現物仕向、現物所得というものが家計

に回ります。このような計算で農家を把握することができると考えました。

　その結果として得られた概念が「農家所得」＝「粗所得」一「所得的失費」

ですが、それぞれの粗所得や所得的失費の内容がどんどん膨らんできていま

す。この段階のとらえ方は、それぞれの経済活動・経営形態に応じた部分が

引かれ、最後に残る部分が所得として家計に入り、最終的には家計費部分を

差し引いた「農家経済余剰」という概念で農家は説明されるということです。

（6）投資取引発生後（大農場、共同生産、企業経済）

　第十、十一、十二、十三、十四図

　　大槻はさらにもっと進んだ段階も考え、経営という概念を出しました。「投

　資取引発生後」と書いてありますが、経営というものを考えた場合、農家の

　ような「粗所得」から「所得的失費」を引いたものではなく、さらに経営活

　動というものをとらえなければならない。それを理解するために3つのパタ

　ーンを考えています。

　　第一のパターンが第十図で、農家の内部で用役が行ったり来たりするので

　はなく、農家経済から独立した存在として生産が行われる大農場制というも

　のです。農家が持っている所有生産要素からの用役がありまずけれども、農

　家経済としては労働、賃労働などで得た収入はそのまま農家経済に入ります

　が、農場生産では生産部面に用役を提供して生産が行われ、そこから入って

　くる「生産よりの所得」が家計に回ります。これは1戸の農家が生産農場を

　運営するパターンです。
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　さらに第十一図は「共同生産」になります。現在も協業経営等がありまず

けれども、複数の農家が用役を出し合う共同生産部面から所得を得て、それ

ぞれの農家に分配して個々の所得として分かち合う、全く独立した形態です。

その結果として生産部面で出てくるものは共同経営ですから、「共同所得」

という概念で所得を得てそれを分配するという形態です。

　さらに「共同生産」から「企業経済」まで突き詰めたのが第十二図です。

農家経済とは別個の独立した存在として考えたらどうなるかというのが企

業経済的な考え方です。そこでは、やはり農家経済の所有生産要素部分から

「企業経済」というところで生産がなされるわけですが、そこから純生産等

を差し引いたものが、企業経済になると、所得ではなく用役に対する「配当」

という概念で、それぞれの農家に所得として入ってくると考えます。現実に

は当時そういうものはなかったと思います。

　しかし、ここまで考えて初めて第十三図で「企業経済経営」という概念が

出てきます。独立した存在として出てきた場合に農家が得られるものは何か、

また、生産が行われているものは何かということで、桃型の経営の概念が出

てきます．そこで得られるものは、今までは所得や、用役に対する配当とい

うことでしたが、「純生産」からさまざまな費用を差し引いた残りが「純収

益」であり、そして「企業経済利潤」と書いてあります。その企業利潤とい

う形で配当が各農家に入ってくると考えたわけです。

　そこで第十四図の、共同経営の場合はどうなるかというと、複数の農家経

済があると考えればいいわけです。企業経済経営から出てくるものを「純収

益」という概念でとらえ、それがさらには「企業経済利潤」という形でそれ

ぞれの農家に入ってくる、最終的な段階まで考えていることになります。こ

れを整理して農家を考えたのが十五図になります。

　十五図に入る前に十四図を理解するための計算式で注意していただきた

いことは、尾関さんのレジュメ5ページに「純収益」＝「粗収益」一「経営

費」という概念が出てきます。これは今までの「粗所得」から「所得的失費」

を引くという概念ではなく、経営というものが出てきて、経済性を重んじた

企業的な活動が行われているという意味を含めた概念です。具体的に「経営

費」の中身は「物干」「租税」「購入用役」になりまずけれども、ここでいう

「純収益」は、今のスタンダードな考え方でいえば「利潤」そのものになる

わけです。だから企業的な活動、経営的な活動を考えれば、粗収益から物二
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費、労働費、つまり購入用役費の中に労働費が含まれているという考え方で

すね。すべてにがかった費用、外部から調達した費用です。企業ですから自

家労働を使うわけじゃなくて、外部から全部雇用労働を使うという形ですか

ら、これを差し引いた部分を純収益と呼んでいて、大槻さんのもともとの原

本では、「これすなわち企業利潤である」と書いてあります。つまり結局は、

大槻流の考え方はスタンダードですけれども、企業経営を前提として考えて

いますので、「純収益」＝「企業利潤」という形で、磯辺流のスタンダード

な考え方と一致することになります。もう一度言うと、経営費という概念は、

ここでいうならば企業的経営費で、「粗収益」から「企業的経営費」を引い

て、そこから出てくる残余部分が「純収益」、すなわち「企業利潤」です。

これが企業経営の形だと考えられるわけです。

（7）農家（維持体としての経営と家計）

　第十五図

　　その一方で農家、家族経営を考えたらどうなるのか。それが第十五図にな

　ります。家族経営の場合も全く同じように経営が行われるので、所得部面で

　は二型の絵になると大槻は説明しています。農家であっても実際に経営とし

　て行動がなされていますが、単に生産が行われるというよりも、経営として

　生産が行われていて、所有しているもの、すべて自分が持っている労働・土

　地・資本から出てくるものが投入されて、そこからまず「物財購入」（物財

　費）が差し引かれます。それから「購入用役」、自分が持っていない用役を

購入しなければなりません。これが経営費でいうところの他人資本利子、小

　作地地代、雇用労賃です。これらを差し引いた残余部分が「純生産」になる

　わけです。そこから「租税公課」を差し引いて「貨幣所得」と「現物所得」

　が出てくるわけですが、それに、もともと持っている生産要素の投資の配当

　や賃金などを加えたものが「農家所得」として発生します。

　　そこで最後に出てくる概念として「経営よりの所得」で、形式的には「純

　収益」＝「粗収益」一「経営費」で計算されます。「純収益」と「経営費」

　という言葉を使いまずけれども、内容は企業的な経営とは違い、家族経営の

　場合には差し引かれているものは、内容が家族的経営費です。自分が持って

　いない生産要素に対する支払部分を差し引いて、最終的に残ってくるものが

　家族経営をとらえるもので、これを大槻は最終的に「経営よりの所得」、つ
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まり「農家所得」と呼んだわけです。

　くり返しになりますが、注意しなければいけないのが、純収益＝粗収益一

経営費のなかで、大槻は純収益と経営費という概念を非常に大きな意味でと

らえていて、企業経済経営と家族経営では、その内容が違うという点です。

企業経営であれば純収益は企業利潤になりますし、家族経営であれば純収益

は農家所得になると考えていて、スタンダードの用語ではあまり純収益とい

う言葉を使わないのですが、磯辺はあくまでも企業収益を純収益という言葉

を使って説明していますので、大槻正男の概念とはここで少しずれています。

それが違うということがいろんなところで指摘されますけども、要は最終的

には同じです。企業利潤と所得という言葉で考えれば、結局はいろいろな試

行錯誤をしてきて出た結論は、所得＝粗収益一家族経営的な経営費、あるい

は企業利潤＝粗所得一企業経営的な経営費、あるいは生産費ですね。生産費

の総額。そういう概念とまさに一致するということになるわけですが、そう

いう計算式が出てくるまでの発想について、この図でいろいろ説明している

ということです。

　こういう考え方で、大槻は、図から入っていろいろな場合を分けて、計算式を

考えて、これを基にさらには具体的な簿記を考えていくわけですけれども、もと

もとにあるものは、農家経済あるいは農業経営というものをどうとらえたらいい

のかという発想で、常に言っていた言葉が「農家の主体的な特徴は財布が1つと

いうこと。その同じ財布をどう分けるのか」。複式簿記であれば経営主勘定とし

て常に別個に扱われますが、農家は非常に混沌としていて、生活のために生きて

おり、経営や経済ということで分けて行動しているわけではありません。それを

計算上どう分けるのかということで試行錯誤して、このような考え方に至ったの

ではないかということです。

【Q＆A】

D　　　大槻先生の農家経済の10ページ右から5行目の注、物財補充額の説明

　　　として「……資本の内容を成す減耗償却額一」という言葉が出てきます

　　　が、これは単純に理解すると固定資本減耗みたいなものを考えていると思

　　　うんですけれども、スタンダードな考え方の場合ですと、資本コストのほ
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　　　うを計上しているわけですよね。固定資本の資本コストの借入のときの利

　　　子とかを経費の中に入れているんですか。

浅見：　両方入れているんです。二二費の中に減価償却費というのが常に入って

　　　くるんです。それと同時に資本利子部分も考えているというのがスタンダ

　　　ードな考え方です。

D　　　じゃあ大槻先生のほうは、資本利子分についてはあまり考えてないとい

　　　うことで、それは別のところに入ってくるんですか。

浅見：　それも考えています。資本利子というのが出てこないんですけれども、

　　　それが所有生産要素に対する報酬なんですね。あえて資本利子というのが

　　　出てこないんですけれども、生産要素、自分が持って：いる労働と資本、そ

　　　れに対する報酬が自分の所得になると考えていますので、労働は賃金で、

　　　資本に関しては第七図ですね。

C　　　第七図で言っているのは、貨幣的な資本のことだけを言っていて、今、

　　　質問に出た部分に関しては、固定資本財の部分の減価償却を言っているん

　　　ですよね。だからダブル計上にはならないですよね。と、私は理解してい

　　　ますけど、違いますか。

浅見：　そうですね。資本減耗分に関しては減価償却費として引かれています。

　　　三二費ということで引かれるわけですよね。最初のところでいえば「物財

　　　補充に充てられる粗生産部分」。これが流動財、肥料とか農薬のようにす

　　　ぐなくなるものだけではなくて、固定資本から流れていく部分、減価償却

　　　部分も含まれていますよと。両方入っています。

D　　　それは自己資本についても計算しているという。そうすると、最終的に

　　　出てくる利潤というのは、スタンダードな考え方でいうと、企業利潤その

　　　ものになる。利潤じゃなくて、自己資本の償却部分を考慮に入れた企業利

　　　潤になるということになるんですか。利潤と企業利潤の違いというのは、

　　　自己資本をどう計算するかしないかというところにあるので、大槻先生の

　　　場合は、自己資本も計算に入れているということなので企業利潤になる、

　　　ということと同じ考えになると。

浅見：企業利潤を計算する場合はそうです。ですから第十四図ですね。企業利

　　　潤を考える場合には、自己資本部分も他人資本部分も全部差し引いてもら

　　　うわけですよね。だけど家族経営で考える場合には、自己資本部分という

　　　のは費用ではなくて収入となる。自分の所有する生産要素からの用役に対
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　　　する収入というか残余部分。差し引かないということになるわけですね。

D　　　企業と農家でとらえ方が違うということですね。

C　　　現実に農家経済調査で固定財の減耗償却って本当に計算しているんです

　　　か。

浅見：　しています。

C　：　どんな固定財が対象になっていますか。

浅見：　農具、建物、大動物、大植物。要するに牛であっても減価償却します。

　　　全部定額法です。また、土地だけはもちろん減価償却になる。

B　・　図の見方ですけれども、図一、四、五、六、七で、農家所得が家計経済

　　　部面に入る前に、家計費というのが外に出ていくものと、出ていかないも

　　　のの差というのはなんでしょうか。

浅見：　これは指しているだけで、外に出ていることを意味しません。

C　　　この図で、基本的には第九図と第十五図が実際の農家経済調査のときの

　　　基本枠組みで、それも第九図ないし第十五図で外に出ている枠を全部ゼロ

　　　にしたときに、第一図から第人図までが説明できるわけですよね。ただ、

　　　第四図～第七図は、説明のための材料としてはわかるんですが、農家では

　　　ないと私はイメージしているんですが、その理解でよろしいですか。

浅見：　そうですね。

C　　　これはやはり農家と呼ばないわけですよね。

浅見：　農家じゃないですね。

C　　　では、農家経済調査といった場合、純粋な地主経済というのは対象外で

　　　すよね。

浅見：　ええ。

C　　　あくまで生産してる主体が農家ですよね。

浅見：　おっしゃるとおりです。

C　：　四～七というのは、あくまで説明のための便宜で入っていると考えてき

　　　たわけですよね。

浅見：　そうですね、農家ではないですね。

C　．農業簿記とか農業経営ではあまり使わないのかもしれませんが、粗生産
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　　　から中間財を抜いたものを付加価値と呼ぶというような話では使わない

　　　んですか。

浅見：　そうですね。中間生産物に関しては出てこないですし、簿記の記帳では

　　　計算したときもあったんですけれども、基本的には計算しないですね。

C　　それはやはり、法律上の意思表示もなければ所得を見る視角もないから、

　　　別にあまり重要じゃないというようなことですか。

浅見：　ええ。結局、相殺されることになるわけですから。一度だけ、中間生産

　　　物を計算しようとした段階もあったんですね。やはりそれが相当難しいと

　　　いうか、不可能だということで、中止になったんですね。むしろ生産費、

　　　部門計算するためには必要ですから、計算したようなんですけれども、今

　　　の農水省の統計でも計算はされてないです。

浅見：　尾関さんのご質問ですが、農業経済学と農業経営学の関係について。実

　　　は京都大学のほうでも中島千尋先生と菊地泰次先生の間で一時期論争に

　　　なったことがありました。菊池先生は農業経営学で農業簿記をやっておら

　　　れる方で、中島先生は経済学で全部とらえる方で、「農家経済は経済学だ

　　　けでいい」という考え方だったので、少し論争があって、論文なども残っ

　　　ています、農業経済研究でしたか。要するに農業経営学というのはいった

　　　い何か。私たちは、農業経営学のほうから来ていますから、それが普通だ

　　　と思っていましたが、農業経営学というのは農学部の中でつくられてきた

　　　学問体系なので、農学部の中の実践科学として、いかに農学部の技術を農

　　　家に体現してもらうか、農家の所得を上げるか。そういう実践科学として

　　　形成されてきたものなんですね。だから考え方の発想が、磯辺さんの本に

　　　最初に出てきますけど、「農業経営とは何か。技術と経済の交渉の場」と

　　　いうことで、なんだかよくわからないんですけども、老ういう概念から入

　　　ってくるんですね。戦前期、大正期に農業経営学というのが外国から入っ

　　　てきて、どこの大学でも専門学校等でも最初に入ってきたのが農業経営学

　　　です。農家がいかに技術を導入するかということで研究されて、実践的で

　　　あり、ドイツから入ってきたものなので、計算が非常に重要視されていま

　　　す。そういう意味で簿記というのは技術的な側面もあって、それはそれで

　　　体系化されて、農業複式簿記という形で現在でも農業大学校とか、いろい

　　　ろな所でも講義をされていますし、実際に農家が自分たちの経営をどうし
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　　　ていくのかという領域になります。今、農業簿記学というのは農業会計学

　　　に変わっていますが、そういう実践の中で、技術をいかに具体化するかと

　　　いう発想で出てきています。ですから当時は経営学というのが主体で、戦

　　　後になって生産経済学の領域として農業経済がとらえられるようになつ

　　　て、経済学の中でいろいろ考えられるようになってきていると思います。

　　　ですから発想が若干違うかなということはあります。香川ではどうですか。

E　　　そうですね。尾関さん、農業経済と農家経済というのは、並列で考えた

　　　んですか。

尾関：　どう考えたらいいのかわからないんです。

E　　　農業経済と農家経済は違いますね。農業経済はある意味全般的な話です

　　　ね。国も入るし地方と貿易も入るしという、農業経済すべて含まれますけ

　　　ど、農家経済といったら農家をどうとらまえるかという話ですね。大槻正

　　　男もそうですけど、経済主体として農家を見ていくときに農家経済という

　　　呼び方をするということなので、農業経済と農家経済は並列で考えない。

　　　農業経営と農家経営。これも並列で考えてますか。

尾関：　そうですね。

E　　　これは我々の学会でもゴチャゴチャしてるところだと思うんです。だか

　　　ら農家という経済主体を説明するときに農家経営という言葉を使う人が

　　　結構います。農家という言い方をする人もいますし、農家経営という言い

　　　方をする人もいるし、農業経営と言う人もいますが、私は農業経営のほう

　　　をベースに思っていますので、農家経営のほうに違和感を覚えています。

　　　農業経営というのは、この図のとおり、農家経済だから1つの農業経営と

　　　いう部門というか、ひとつの組織というか、それをある経済主体のように

　　　みなして、そこの効率性とかを考えるというところを出発して測定する方

　　　法等の動きがあると。だから農業経済のわかる人でも、農家を農家経営と

　　　言ってるとかですね。我々のほうでも整理が足りないところだなとは思っ

　　　てますけど。

尾関：考え方が3つということですが、その人たちが考えている中身も、やは

　　　り変わってきてしまうんですか。

E　　　どういうバックボーンを持っているかによって。マル経の人は農家経営

　　　という言い方を使ったり。単に漠然と農家という人もいるし。何を分析し

　　　たらいいかによって変わってきたりしますね。
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尾関：今、マル経の人とおっしゃったんですが、近経の人だと別の言い方とか

　　　あるのですか。

E　　　農家とか、あるいはハウスホールドとか。ハウスホールド・モデルを使

　　　う人っていうのは、そんな感じで、農家と使ったりしますでしょうし。言

　レ　葉の使い方が厳密ではないのかなと、学会の者として思うところはありま

　　　す。でも私は個人的には農業経営というのを特別な意味で使っています。

　　　だから農業経営の話をしているときに、農家全体の話をする場合もあるし、

　　　しないときもある。農業経済で完結して分析してしまうときもある。

A　　　それは、この図を思い浮べて、ここの部分を言ってるという、

E　　　そうです。だから農業経営だけを純粋に分析するときには、農外的な所

　　　得とか、その辺を場合によっては含めて考慮する人もいるし、考慮しない

　　　人もいる。

浅見：英語でFarm　Managementですね。イギリスやアメリカの教科書では、

　　　基本的に農業経営は家計の部分を含んでいませんので、独立した存在なわ

　　　けですね。それをどうマネージしていくかとか、経営計画だとか、それが

　　　中心ですね。

C　　地域によっていろいろ差があって、インドの植民地時代からずっと行わ

　　　れている農家調査は、英語でいうとFarm　accounting　and　family　budget

　　　ですね。それはここでいう農家経済という欄にすごく対応していて、Farm

　　　accountingというのは農業経営部面のところをとらえるんだけれども、

　　　Farm　family　budgetという言い方で消費者サイドを同じ家に関してとら

　　　えるというやり方をしてるので、それはすごく戦前の日本の昔の農家経済

　　　調査ですね。

E　．　全体をとらまえるということですね。

C　　　私は、農家経済という言葉が、それを把握する用語としてはいいと思う

　　　んですけどね。

A　　　今おっしゃってることは、イメージでいうと、第九図でとらえるか、第

　　　島民でとらえていいのか。

浅見：　イメージとしては、そうですね。

A　：　大農場であるかどうかは別として。

E　：　桃の形があるかどうかですかね。だから、そこら辺のことで尾関さんが

　　　書いてられる生産か収益かというところかなと思うんですけど。経営とい
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　　　うものを考えるときに収益というところが表れる訳で。

A　　　十五図と十三図の違いは、形がよく似ていますけど、たとえて言うなら

　　　ば、十三図のほうは、1点の農家が経営しているけれども、農業経営に関

　　　しては、いってみれば会社組織か何かをつくって、別個に企業としての経

　　　営計算をして、農家としてはそこに投資して、それに対する配当をもらう

　　　というだけの関係になるような計算の仕方をする。だけど、十五図のほう

　　　はそうではなくて、根本的には九図と同じように、所得の源泉として考え

　　　るというふうに理解してよろしいんでしょうか。

浅見：　そうとらえられていいと思います。現実に今、日本でも法人経営といわ

　　　れているのは、法人として、全く別組織としてつくって、そこで運営され

　　　ているので、農家ではないわけですね。

A　　　そうすると、十三図の農業のあり方というのは、例えば有限会社化して

　　　いる小さな商店と重なるようなイメージですね。

浅見：　ええ。ただ、農家経済をとらえる場合には、それではできない。合体し

　　　て財布が1つになっていますので、それをどうとらえるかという工夫が。

A　　　この桃があるかないかを具体的にちゃんと理解するかというのが、どう

　　　もこの図を物語る、大槻先生がお考えになったことを理解する鍵のような

　　　感じが・・・…　。

浅見：　そうですね。菊地泰次先生の段階になると、もう桃の絵はやめています

　　　ので。

E　　やっぱりだいぶ苦労されたんだと思います。横井時敬の引用もありまし

　　　たけど、経済あって経営なしと言い切られたものの、いかに経営というも

　　　のを概念化するということを。

A　　　この図は本当に面白いですね。

浅見：先生方のほうがご専門ですけれども、当時の日本の経済の状況は非常に

　　　貧困で、農家も経済学で今みたいにきっちり測れるような状態ではなくて、

　　　小作争議が勃発してたころでしょうから、そういう中での農家主体、農家

　　　経済をどういうふうにとらえるかということだったと思うんですよね。

第4章　京大式農家経済簿の予備的考察
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　　農家経済をとらえた上で、さらに簿記をどうしていくのかということで、京大

　式農家経済簿の話に入ります。私たちは京大式農家経済簿を大槻簿記と呼んでい

　　ます。参考文献がないと言いましたが、逆にいえば非常に独創的な部分が多かっ

　　たと思います。しかしながら、正規の簿記としてモレのない計算形態になってい

　　まして、それがどのようにつくられていったかをこれからお話しいたします。

　　複式簿記は、貸借均衡をさせることによって経済主体の活動を明確にモレなく

　　とらえることができるということで、日本でも明治時代から複式簿記を導入しよ

　　うとさまざまな試行錯誤がなされてきました。しかし、当時の農家は非常に貧困

、　度が強く、生存水準ぎりぎりといってもいいような中で、農家をとらえる計算の

　　仕方としては、企業利潤や純利益を求めるような複式簿記を当てはめにくかった

　　わけです。一方で、各農家に記帳をさせて当時の日本の農家の状態を把握すると

　　いう農家経済調査というものをかなり長期的に行い、農村の貧困に対する救済策

　　を考えていくという施策が展開されていきます。

　　　そういう、中で大槻正男自身、農水省で農家経済に携わる仕事をしていた時期も

　　あって、計算の仕方には随分苦労してきたようです。ドイツに行っていろいろな

　　ものを導入しようとしたり、ヨーロッパで特に主流というわけではなかったスイ

　　スのうウルの簿記が日本の農家にあてはまるだろうということで、日本のような

　　小農が使うためにはそれをどう改善したらよいかを工夫したり、いろいろ試行錯

　　誤していく中で生み出されてきたのが京大式簿記といわれるものです。発表され

　　たのが昭和9年ということですが、それ以前にも農家経済調査の簿記はありまし

　　た。Fさん、ちょっと紹介してください。

F 　京大でも農林経済学教室という農業経済学の専攻ができた時から農家

経済調査を開始していて、その時、初めに使った原初的な簿記は、農林

省で使っていたラウル式簿記をそのまま導入して、それを使って近畿一

円で調査をしていました。その調査を通じて、ラウル式簿記がどうも現

地の農家をうまくとらえていないということで、そこから試行錯誤して

大槻先生が京大式簿記をつくりあげていったという経緯があります。

1）単式複計算簿記：京大式簿記

　　そういう試行錯誤の中でつくられたものですが、最終的にはそれが農水省の

　農家経済調査で採用されて、戦前の最終段階は京大式簿記で全部記帳されてい
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るということです。この京大式簿記というのがどういうものなのかということ

ですが、それを考えるにあたって、まず簿記の特徴からお話ししていきます。

（1）　計算方式の違い

　　まず簿記によって経済活動をとらえるために、簿記では静態計算と動態計

　算という2つの方法があります。

①静態的計算方法（財産計算）

　　経済活動のとらえ方として、静態計算は年度初めと年度末の全財産を比

　豪します。簿記では財産法といいまずけれども、これで成果をとらえるや

　り方です。静止した段階を比較するので静態計算と呼ばれています。戦後

　直後などの困窮時にはマイナスの場合も当然ありますが、財産の増加額で

　とらえます。

②動態的計算方法（損益計算）

　　動態計算は、簿記では損益法と呼ばれるもので、年度初めから年度末ま

　での毎日の取引を把握するというやり方です。それを積み重ねることによ

　って、財産の増減を農家経済余剰としてとらえていくということです。水

　槽に水道の水を流し込んで、毎日の取引の流入量と流出量を比較するとい

　うイメージです。

　水の深さの違いが財産法による計算方法、．水の流入量・流出量が損益法に

よる計算方法になります。基本的に財産のとらえ方は増加するか減るかです

けれども、財産の増加額と、農家経済余剰といわれる毎日の取引の結果から

得られる計算結果は、同じ経済活動をしているわけなので理屈の上では一致

するはずです。しかし簿記の方法が確立していなければ、特に評価法の違い

で必ずしも一致するという保証はありません。ただ、理屈の上では、経済活

動の結果、得られるものは一致するだろうということで、財産法による場合

と損益法による場合は最終的に一致するということになっているわけです。

　一致するはずだと考えながら簿記をつけていく、一致する構造にさせて計

算するやり方を「複計算」と呼んでいます。簿記の一番重要なことは、間違

いがあってはいけないということで、モレがないように、最終的には動態計
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算と静態計算という2つの計算方法が一致するとことで検計機能、つまり自

己監査機能を持たせるのが複計算方法です。

　一般に普通の複式簿記はどうなっているかというと、入と出の2つの方向

があって、常に同時記入、反対記入をするので、最終的に貸方と借方が必ず

一致するという貸借均衡があります。ですから複式簿記は、静態計算の財産

の状態と、動態計算の収益から費用を引いた部分が必ず一致することになっ

ているので、構造的に自己監査機能を持っています。しかし単式簿記という

のは簿記ではあまり評価されません。大福帳といわれるような日記帳、小遣

い帳で、毎日の状態を記録していくというやり方なので簡単ですけれども、

自己監査機能を持っていません。合っているのか間違っているのかよくわか

らないので、モレの生じる可能性が非常に多いというわけです。

　ということで、小遣い帳ではなく複式簿記をつけましょうと農家でもいわ

れていますが、複式簿記はややこしいわけです。マスターするだけでも時間

がかかるし、煩わしくてそんな時間はありません。当時の農家に複式簿記で

やってもらうのはほぼ不可能ですので、通常は単式簿記で、とにかく毎日の

記録と財産の状態をチェックするということになるわけです。単式簿記だけ

では非常にモレが発生しやすいので、簿記としては正規のものではないとい

われていますが、非常に気楽に書くことができるという特徴を持っています

ので、農家経済で記帳してもらう場合にはやはりまず単式簿記ということに

なります。当時の教育水準等を考えても、複雑な複式簿記を農家が理解する

には非常に難しい状況だったので、単式簿記をまずは帳面で記入していく形

から始まりました。ラウルも複式と単式とありますが、単式で記帳していく

日本の農家経済調査が行われました。これは、貸借均衡：、二重のチェック、

自己監査がないという意味で、「単計算」といわれているものです。

（2）記録方法の違い

　　記録方法はどういう内容になるかというと、①「単記式」は現金のみの毎

　日の小遣い帳で、毎日何を買ったかという家計支出、農業経営に関する支出

　など、さまざまな支出の現金の帳面をずっとつけていくというものです。そ

　れに対して②「複記式」は、常に入と出という二側面を記入してきます。こ

　れが非常にややこしい複式簿記ですが、商業簿記、工業簿記、もちろん農業

　には農業簿記として現在では普及していますけれども、なかなか難しいわけ

一50一



です。

　そんな状況の下で、単式簿記を「単記式単計算」簿記と呼んでいいと思い

ますが、毎日の現金の支出だけを常に書いていく。現金がいくらあるかとい

うことを書いていくわけです。それに対して「旧記式複計算」が複式簿記と

いわれているもので、「複記」ですから、常に貸借、反対勘定、入と出を必

ず書いていくと同時に、最終的には貸借の均衡で右と左が必ず一致しますか

ら、静態と動態の計算結果も一致します。試算表で必ず貸借の均衡をチェッ

クして、最終的に貸借対照表と損益計算書で純利益が一致する形態で自己監

査をした形で仕上げていくわけです。

　そこで大事なことは、複計算というチェック機能、自己監査機能です。し

かし旧記式のようにややこしいこともしていられないということで考えら

れたのが「単記式複計算」という形で、これが京大式簿記といわれているも

のです。単記式複計算を行うことで、単式簿記という単純な記入の仕方であ

りながら複計算機能で、静態計算と動態計算が等しくなるという特徴を持っ

た簿記が開発されるわけです。

2）京大式農家経済簿

　　京大式農家経済簿が発表されたのは昭和9年で、それまでに大槻正男が京都

　大学で考えられたようですけれども、いろいろ大学のほうでも農家調査をした

　り、実際に帳簿をつけたり、記録をつけている技官の方々とも議論しながら開

　発されたものが京大式簿記です。農家経済調査のほうでもそれが採用されて、

　最終的には農家経済調査の原簿は京大式簿記になっていくわけです。ただ、そ

　れでも京大式簿記はややこしいんです。仕訳をいちいちしていかないといけな

　いので非常に複雑であるということで、実は戦後の農家経済調査では、京大式

　簿記は採用されなくなります。それを基に、また別の単記式簿記になりますが、

　京大式簿記の特徴：を持った様式で、その後ずっと計算されていきます。つまり、

　戦後の農家経済調査の内容を見てみると、戦後は加用信文という方が農水省の

　ほうで徹底的に見直しをされて、それ以降、ずっと同じ様式で農家経済調査と

　して使われていきます。

　　一方、京大式簿記は、「京大式」というと名前が大きすぎるので、「自計二二

　記」という言葉に変わります。「他計」という、他人が最終的な計算をすると

　いうやり方ではなくて、自分で計算ができて自己監査までできるという自計式
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簿記を普及させようとしたわけです。戦後の農家経済調査で、京大式簿記はや

はり農家には相当負担で、それに対応できる農家しか対象になりませんでした。

そζで、もっと広く、どんな農家でも対応できるようにということで、帳面さ

えつければ、あとは調査員が集計や仕訳作業をしてくれるということで、他計

式になっていくわけです。しかし根幹にある考え方は京大式簿記の影響を強く

受けていますので、京大式簿記を把握することによって、戦後の農家経済調査

の原簿に対する理解もより深まるかと思います。

　その後も京大式簿記は自計式簿記という形で普及が図られていましたが、実

際には複式簿記が主流になり、農家もそれに随分対応していけるようになった

ということで、現在は講義等も行われておりませんが、今から20年ぐらい前

までは、京都大学のほうで講習会を開いて自計式簿記の普及に努めていました。

その資料も今回お配りしていますので、どういうふうに簿記がつけられていた

かを説明していきたいと思います。そういう流れの中で、昭和9年に考案され

て、今はもうありませんが、京都大学農業簿記研究施設という所で、自計式簿

記と複式簿記の研究や普及がなされておりました。

　簿記の内容は、まず農家全体をとらえるという考え方の農家経済簿記になっ

ており、農家経済全体をどのようにつかむかというところに特徴があるわけで

す。現在の複式簿記には、家計部門を分離させて農業経営だけを取り上げてい

る農業経営簿記や、原価計算等に使われる生産部門簿記もありまずけれども、

まずは農家経済の全体をつかんで、そこからいろいろな農業経営に関係する結

果を取り出してまとめる、あるいは生産部門に関係する結果を取りまとめると

いう形でなされているのが、この農家経済簿記になるかと思います。
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2009年8月31日（第4講i）

3）損益のとらえかた

　　京大式簿記がどのように損益というものをとらえるかということですが、1

　つが動態計算、毎日の日記帳をつけていくやり方。もう1つが財産法によると

　らえかた。この2つの観点でとらえることが大きな特徴です。

（1）取引のつどの取引額でとらえる

　　まず取引のつどの取引額でとらえることになっていますが、その内容、つ

　まり何の記録をするかということです。まずは取引のたびに記録されるもの

　は、1つは「用役」になります。先ほど大槻正男の農家経済の図で説明しま

　したけれども、用役（労働、労賃、何人雇用した等々）が出たり入ったりす

　る、その記録がなされることになります。

　　もう1つが「流動性財」というもので、1っは「年度内生産性財」。米、

　野菜、牛乳、鶏卵など、さまざまな生産物の記録が流動性財としてなされま

　す。流動的にその都度投入されたり産出されたりするものです。もう1つは

　「年度内消耗性財」。肥料、農薬、飼料といった日々の出入りに関する記録

　がなされます。このようなとらえかたを、この分野では「流動性」という言

　葉で定義し、農家経済統計では今も使われています。

　　その結果として「生産・利益」の部分は、「利益的収入額」（その年々に得

　られる収入部分）と「年度末増加額」（年度末に現物が残った、その増加し

　た部分）の2回忌ら計算がなされることになります。その年に発生した収入

　額と年度末の現物の金額、増加したり減少したりする金額で、生産されたり

　利益として出てきたりするものの計算がなされます。それに対して「消耗・

　損失」の部分は、「損失的支出額」（消耗性財、肥料や飼料などとして出てい

　つた金額の総支出額）と「年度末減少額」（現物で増えたり減ったりする肥

　料や農薬などの年度末における減った部分）の2つで取引の金額をとらえる

　形になります。つまり取引の都度の取引額の合計でとらえますが、その場合

　には、毎日の日記帳でつける日々の生産物や生産要素の取引額だけではなく、

　あるいは用役取引額だけではなく、現物の増分・減少分も含めてとらえると

　いうやり方です。
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（2）棚卸しでの増加額、増殖額、償却額でとらえる

　　もう1つは、棚卸しによる増加額、あるいは増殖額や償却額をとらえます。

後者でとらえる財を「不流動性財」といいます。生産にすぐ転化されるもの、

　あるいは生産物がすぐ現金に変わるものが「流動性財」ですが、それに対し

　て長期的に用役が移っていくものを「不流動1生財」と呼んでいます。その中

　で全く消耗しないものとして、土地のほかに現金や預貯金も不流動性財とし

　てとらえます。全く減耗しない、また増殖もしない不流動性財、土地やお金、

　有価証券といったものもすべて流動しない財産であると考えます。

　　もう1つ、不流動性財の中で重要なものが、農業の場合にはほかのものと

　違って「長期生産性財」という、不流動性財ではあっても年々増えていくも

　のがあります。典型的なものが果樹、牛などの大動物で、これらは農業の場

　合、増殖額の部分ももうけになります。売らなくてもその部分の価値額が増

　えていますので、これも必ず評価するということが農業簿記の特徴です。で

　すから簿記の中で必ず「増殖」ということが出てくるわけです。

　　それから「減耗」する部分です。農業の場合にも必ず減価償却というもの

　が存在します。多くは建物や農業機械などですが、それだけではなく、大動

　物の牛などに関しては減価償却も含めて考えていくことになります。簿記と

　いうものは約束事としてルールを決めてから計算していくものなので、「な

　んで？」と言われても困ることがたくさんあります。豚やニワトリなどの小

　動物は、非常に短期的に年内に消耗される消耗財として計算されるため、こ

　れには対応しません。

　　これらの棚卸しでの増加額、不流動性財の増殖額や減少額（減価償却部分）

　を年度初めと年度末で比較して、収入を計算していくことになります。

、〆

　取引ごとの金額の蓄積。静態的な財産の比較。簿記はこの2つの側面で価値

額を図ります。

4）簿記年度

　　この簿記ではし月1日～12月31日までとします。いろいろな理由がありま

　すけれども、冬は農閑期になるということで、この簿記年度で計算をすること

　が基本になっています。
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第5章農家の財産

　そもそも農家が持っている財産とは何かということで、大槻正男の本では、第

三章が農家の財産、第四章が取引、次から本論、簿記のつけ方になっていますが、

財産について簡単に触れておきます。

　簿記では財産をどうとらえるかというと、農家を所得経済部面と家計経済部面

の2つに分けて考えますので、財産も所有している生産要素として2つに分けて

考えます。簿記をつけるにあたっては簡便法ということで計算をしゃすくするた

めに、現実から見ると少し無理がありますが、より農家が簿記をつけやすいよう

に工夫されていることが京大式簿記の特徴です。単式簿記は非常に簡単につけら

れまずけれども、さらに仕訳などいろいろ複雑なことを自分でしてもらうために、

さまざまな簡便法がなされます。

1）所得経済財産と家計経済財産

　　その1つが、家計財産を消耗財として扱うという特徴があります。大槻正男

　なり、この領域では、家計をどう考えたかというと、本来は家計にも生産や贈

　与などのさまざまな家計収入がありますが、そういうものは考えず、完全に消

　費経済として考えます。また、さまざまな固定資産もありますが、これもすべ

　て消耗財として計算するという簡便法をとることにより、複雑な仕訳などの計

　算を回避しています。いろいろな家具や耐久消費財がたくさんありますが、1

　年のうちに消費しつくす仮定の下で計算を行うという約束を最初にします。つ

　まり家計には財産がないと考えて、家計資産はゼロという扱いで家計部面の計

　算を簡略化する特徴があります。もちろん、いろいろな資産があるわけですけ

　れども、年度末には資産として残らない、その年のうちに使い切ってしまう仮

　定で計算するということです。

　　しかし家屋や宅地も財産として必ずあるはずです。これも消耗財として扱う

　のかというと、家屋と宅地だけは、家計経済ではなく所得経済の資産として扱

　います。あくまでも所得経済部面に属しているものとして、家計経済部面が所

　得経済部面から土地や家屋を借りて、家賃や地代を支払う形になります。家計

　消費というのは家計の経済で出てきますが、家計収入もありませんし、全部支

　出のみです。本来であれば宅地や自分の家があるわけですから、自分で自分に
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支払う形であれば家計経済の収入として計算すべきですが、家計は消費以外は

経済活動はしていないと仮定します。ただ、あまりにも大きい宅地と家屋に関

しては、所得経済部面から借りて、所得経済のほうに支払っている形で計算を

します。計算の仕方としては、収入はすべて所得経済部面で計算し、家計経済

部面は家計支出のみという、非常に簡単な形になります。

　当然家計の負債もあるわけですが、これも家計の借金とは考えず、所得部面

が借り入れて、家計部面に提供すると考えます。負債等で発生するものすべて

を所得部面の計算で対処して、家計部面はあくまでも支出する消費のみの経済

主体として考えます。これが農家の財産のとらえ方で、家計に関しては注意が

必要ですが、そういう約束の下で簿記が計算されています。

2）財産

　　所得経済部面だけで形成される財産は資産と負債に分かれます。

（1）資産

　（固定資産）

　　　まず固定資産。不流動性財になりますが、種類は「土地」「建物」「大植

　　物」「大動物」「大機具」です。これらを農家が持っている財産と考えます。

　　土地とは、貸付地も含む、すべての所有している土地。建物とは、貸家も

　　含む、すべての所有している建物。大植物とは、現在の農家経済調査でも

　　使われている言葉ですが、増殖や減価償却が発生すると考えられる桑以上

　　の果樹などの植物。大動物とは、牛、馬の類。大槻さんは最初、豚以上と

　　書いておられまずけれども、最終的に豚は小家畜として扱います。大機具

　　とは、当時は現在と違って簡易なものであるとは思いますけれども、農機

　　具類。これらを固定資産としますが、土地に関しては減価償却の対象にな

　　りません。

　（流動資産）

　　　次に「流動資産」。その年の1年以内に消費するものとして定義される

　　資産です。減価償却の対象にはならず、大きく「準現物」と「現物」に分

　　けて考えます。

　　　「準現物」として「小植物」「小動物」「小機具」があります。小植物と

　　は、果樹など以外の、立毛を含めた植物。小動物とは、ウサギやニワトリ
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などの家禽類。後に豚も小動物として扱います。小機具とは、昭和9年の

記述では「新調価十円に達せざる」とありますが、非常に簡易な農具など。

これらを準現物とします。

　　「現物」として「未販売現物」「購i入現物」「中間生産物」があります。

　「未販売現物」とは、生産はしたが売っていない麦や米など。あるいは取

得した現物でまだ使っていないもの。「購入現物」とは、現物を経営用な

どで購i入したもの。そして、無市価物ともいわれる「中間生産物」。これ

は変化しないという簡便法で対応しますが、財産の記録としては残すこと

になります。

（流通資産）

　もう1つ、絶対的な不流動性財と呼ばれるものとして「流通資産」があ

ります。これも奇異な言葉ですが、現在でも農水省の用語になっています。

まず「現金」、手持ちの現金、キャッシュが流通資産の最たるものです。

そのほかに「準現金」といわれるものとして預貯金、未収金、売掛金。後

の2つは必ず収入になるので財産として計算します。さらに保険金や当時

の頼母子講。こうした積立金も財産として計算します。そのほかに出資金、

株券、債権、有価証券類など、すべて現金に準ずるものを財産として記載

します。余談ですが頼母子講は、昭和の半ばぐらいまで農家経済調査の統

計にも出ていますので、お金を調達する重要な手段として認められていた

ということです。

2）負　債

　　資産に対しで負債も存在します。大きくは「借入金」と「未払金」に分け、

　負の財産として計算に組み込みます。

3）供用財と結果財

　　「流通資産」について「購買力たる財の総体」と説明があるように、生産手

　段ではなく流通手段という言葉を使います。日常使われる流通とは意味が異な

　り、貨幣に関係するものを流通財と呼びます。そういう流通資産に対して、不

　流動性財である固定資産（1年間のうちになくならないもの）を「沈下資産」

　と呼びます。「経営の中に沈下せしめるもの」と説明があるように、その中に

　組み込まれているものです。それが経営の中で自有（自分が持っているところ）
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の生産要素となって、そこからさまざまな用役が出ていくと考えます。固定資

産から徐々に用役（価値の一部分ずつ）が流れ出て財産になることを「供用財」

や「結果財」という言葉で表わします。

　生産に使われて年内になくなる「流動供用財」（肥料、飼料、農薬など）に

対する金額が積み重なった結果、「流動結果財」として育成牛などの固定財が

形成されます。あるいは1年間で生産に転換しない不流動性財の「固定供用財」

（農機具、土地、建物など）から価値が徐々に流れ出て、結果として「流動結

果財」（米麦、果実、野菜などのすぐに売れるもの）が、あるいは「固定結果

財」（果樹や材木、育成中の牛など、すぐに売れないもの）が形成されるとと

になります。

　このように財産をとらえますが、実際には財産の評価を行わなければなりませ

ん。さまざまな評価がありますが、取引が行われた時の価格で基本的な評価を行

います。固定資産などに関しては調達価評価が行われ、調達価が算定できないも

のに関しては収益価（どのぐらいの収益が出るか）で評価します。全く市場にな

い中問生産物などは、費用価評価（その財の形成にどのくらい費用がかかったか）

で評価します。これらについてはさほど大きな変化もなく、調達価評価や費用価

評価など、工夫がなされながら財産の評価が行われてきたことになります。財産

の評価と同時に減価償却も行いますが、調達価からスクラップバリューを差し引

いて耐用年数で割るという決まり切った定額法がもっぱら使われています。この

ように減価償却費も計算した上で財産の評価を行います。

【Q＆A】

D　：　家計収入をゼロとして扱う場合、遺産相続ですごい大金が入ったり、宝

　　　くじが当たってドーンとお金が入ったりした場合、どのように扱いますか。

浅見：　全部約束事があります。ただ、家計収入には入れまぜん。

E　：　宝くじは雑収入の中にコメントがありますね。所得部門の中の雑収入と

　　　いうところがあります。

D　：　家計ではなくて、所得部面に放り込むということになるわけですね。

浅見：　基本的には家計は支出だけで計算しています。

D　：　大きな収入がある場合には、家計ではなくて所得部面に入るというきま

　　　りですか。
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浅見：　計算上はそうです。さまざまな便法を使いますので、簿記としては現実

　　　から少し離れるところが出てしまいます。

A　　　農家経済調査を集計するときに、香典や菓子折りなどの寄贈収入も経営

　　　のほうに持っていくわけですか。

浅見：　京旧式ではそうなってしまいます。ただ、その前の段階では家計収入に

　　　していると思いますので、簿記というものを、正確にするために、おそら

　　　く簡便化するために、家計収入も全部所得部面に含めたようです。

A　　そうすると、結果表を利用するときに、時期によって定義が違っている

　　　ので、そこを考慮に入れないと・・…・。

浅見：’そう思いますこ

A　　　年間20～30円の農家経済調査費もそういう扱いですか。

浅見：　そうですね、重要な収入ですね。

第6章簿記の取引　［発表者：二二基（京都大学大学院）］

　次は取引の内容になります。これも所得的収入とか財産的収入とか、独特の考

え方があります。これをご理解いただくと次の帳簿の仕方がわかりやすくなると

思いますので、次の資料にもとづき草処さんから発表していただきます。

大槻正男『農家経済簿記：その原理と京大式簿記解説』第4章「取引」

（大槻正男著作集刊行委員会編『農業簿記論II』楽游書房、1978に所収）

　大槻先生の農業簿記論「第四章　取引」で何を説明しているのかを発表します。

浅見先生がおっしゃるように、京大式簿記の特徴は自計式ということです。農家

の人が自分でつけて自分で決算できるように工夫されているのが京大式簿記で

すが、そこでは取引というものが大きく単純化されています。第4章は記帳形式

をどのように単純化したのかという基礎になるところだと思います。京大式簿記

の帳簿形式が、具体的に浅見先生のレジュメ5ページの一番下に「日記帳」とい

う形で書かれていますが、すべての農家の取引をこういう形に大槻先生が、無理

やりといっていいのかわかりませんが、まとめたわけです。それをどのようにま

とめたのかということが、この取引の部分にあたります。
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第一節　取引対象の分類

　私のレジュメ1ページ目をご覧ください。大槻先生は第一節で簿記上の取引の

定義を行っており、「単位経済間で行われる財（または用役）と財（または用役）

との交換」としていますが、これは今の複式簿記の取引の定義とは異なります。

今の複式簿記では「すべて財の大きさは変化するとき、それはすべて取引とみな

す」というような定義ですが、大槻先生の定義は、あくまで単位経済間で行われ

る財と財との交換であるとしています。

　財と財の交換である取引を、財の流動性によって（甲）（乙）（丙）に分類して

います。（甲）には「絶対不流動性のもの」として（1）土地、（H）流通財、（皿）

負債が入ります。（乙）には「完全流動性のもの」として（1）用役が入ります。

（丙）には「不完全流動性のもの」として（1）固定財（土地を除く）、（H）流

動財が入ります。

　この財産の分類の中で特徴的なことは、先ほどの浅見先生の説明のように、絶

対不流動性のものとして流通財を入れているということです。流通財は現金およ

び準現金で構成されており、前章の三章において「物的技術的内容を有せざると

ころの単なる流通手段または購買力たる財の総体に対する名称である」と定義し

ています。結局はお金そのものを指すわけですが、このお金は生産されたり消耗

されたりしないという意味で、お金を不流動性の財産に分類しています。この流

通財であるお金に対して生産資産というものが考えられ、具体的には「生産に使

われる物的技術的な内容を持つもの」と定義されます。この生産資産は流動性に

よって固定資産と流動資産に分類されますが、1年の問に生産されたり消耗され

たりする性質を持つものなのか、それとも1年以内に生産しきれなかったり消耗

しきれなかったりする固定性を持つものなのかによって、流動性というものを定

義しています。ですから大槻先生の財産と取引の分類による流動性という言葉は、

現在の会計で使われている流動性の意味とは異なります。現在の流動性財産とは

有価証券などの現金化をすぐに行うことができるものを指します。ここで大槻先

生が用いているのは、あくまで生産に使われる財であって、それが年度内に消耗

されるものなのか、もしくは生産の結果年度内に生まれるものなのか、それとも

年度内ではなく継続的に生産・消耗されていくものなのか。そういうことによっ

て流動性と固定性を定義しています。

　この（甲）（乙）（丙）3つに大きく分けて財を分類し、取引を分類しますが、
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それをさらに単純化して（甲）（乙）の2つにまとめています。（甲）には「不流

動性のもの」として（1）土地を含むすべての固定財、（H）流通財、（皿）負債

がはいります。（乙）には「流動性のもの」として（1）流動財、（II）用役が入

ります。動態的記録計算においては、取引の一切をこの単純化した分類に従って

記録していくことになりますので、大槻先生の京大式簿記によると、財産は不流

動性のものと流動性のものという、2つの分類に従って記録されていくことにな

ります。このように単純化すると実際との開きが生じることを大槻先生自身も認

めていますので、「この開きは静態的記録計算である財産台帳のところで修正す

る」と述べられています。

第二節　取引の分類

　ここまでの取引の分類は、取引の対象となる財の流動性によって分類したもの

でしたが、さらにどのような財同士の取引なのかにより、次のように分類される

と述べています。

　不流動性財と不流動性財同士の交換を「交換取引」と定義しています。もう1

っは（ロ）「損益取引」と定義されるもので、不流動性財と流動1生をもつ財との

間で行われる取引ですが、これをさらに2つに分けて、1つは不流動性財を流動

財または用役と交換する場合。これを「損失取引」と呼びます。もう1つは流動

財または用役を不流動性財と交換する場合。これを「利益取引」と呼びます。具

体的には、例えばお金を払ってほかの経済主体から労働を借り入れる行為が損失

取引に分類されます。逆に、例えばお米などの生産物を外に販売して、それによ

ってお金を得る行為が利益取引に分類されます。

　流動性財か不流動性財かという財の種類によって取引を分類しましたが、さら

に誰と取引しているのかという取引先との関係によっても分類します。1つが

（1）「外部取引」、農家経済以外との取引です。もう1つが（■）「内部取引」、

農家内で行われる取引です。この2つによって分類しています。

第一款　外部取引

　「外部取引」とは、その名前のとおり、農家経済の外との取引になりますの

で、通常想像される取引になります。この外部取引は、取引の一側面が現金で

あるか、また両側面とも非現金であるかによって分類されます。一側面が現金

で肥料を買ったり労働を外で販売したりという（1）「現金取引」と、「物々画
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換取引」「掛取引」「振替取引」といった（H）「非現金取引」に分類されます。

　「物々交換取引」とは、物と物との交換になります。掛取引は、掛売りや掛

買いといわれる取引です。振替取引は、農協などの当座預金を通じた取引で、

通帳を使った取引です。

第二款　内部取引

　「内部取引」とは、「当該経済内部に設定された計算単位間（簿記の取引を

どのようにつけていくか、その取引の単位間）の擬制上の取引である」として

います。大槻先生の資料48ページのツリー型の図のように、1つの農家経済

内部にどのような簿記の計算単位を設定するかにより、取引とみなされる種類

や数が大きく異なります。例えば農家経済内に「家計経済部面」と「所得経済

部面」の2つしか設定しなければ、内部取引も「家計経済部面」と「所得経済

部面」の問の取引しか発生しないということになります。一方、所得経済部面

を「経営」と「その他」の2つに分けると、「経営」と「その他」との問の内

部取引も発生します。最終的に農業経営を稲作や養蚕や麦作というふうに細か

く分けていくと、その間同士の内部取引も概念上は定義できることになります。

　しかし計算単位を細かく分類すればするほど、数多くの内部取引を記録しな

ければならず、複雑になってくるので、京大式の農家経済簿記では「農家経済

を単に所得経済部面と家計経済部面の二計算単位にとどめる」としています。

従って、中間生産物の稲藁を農業経営内で移動したとしても取引としてみなさ

れません。あくまで所得経済部面である農業経営と、消費部門である家計経済

部面、この2つの間の取引のみを記録していくことになります。

　先ほどは財産の分類で単純化しましたが、2つ目の単純化として、農家経済

を所得経済部面と家計経済部面の2つに分けることで、内部取引もこの2つの

問のみで記録をするということになります。さらなる単純化として「家計経済

は自給生産物を所得経済部面より受けるのみであり、家計経済部面より所得経

済部面の物を給付することはない」としています。あくまで家計というのは消

費するだけであって、家計所得などは所得部面にすべて押しやって記録するこ

とが、取引を記録していく上での単純化になっていきます。

第三節　非現金取引

　以上で取引がどういうものかを定義してきましたが、さらに非現金取引をすべ
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て現金化することによって取引を単純化していきます。これが京大式簿記の大き

な特徴になりますが、非現金取引である物々交換や掛取引などをすべて現金化し

て記録することによって、浅見先生のレジュメ5ページにあるような単純化され

た1つの帳簿形式だけで、農家の取引がすべて記録できるようになります。

　外部取引における非現金取引および内蔀取引というものは、実際には現金の移

動が起きない取引ですが、「単記式簿記の記録計算を簡易化する手段として、現

金取引以外の取引もすべて現金取引に分解し、一切の取引を現金取引に一元化す

る」ということになります。これをどう分解していくかという点について説明さ

れています。

（1）物々交換取引の分解

　　　相手方に給付した財または用役を相手方に売ったと仮定して、その収入金

　　でもって直ちに受け取る財を、受け取った現金で買ったというように、2っ

　　に分解して現金化していくことになります。

（2）掛取引の分解

　　　掛売りであれば、相手方に物を売って、そこで売って得た代金を直ちに相

　　手方に貸してしまうと仮定し、また掛買いであれば、相手方からお金を借り

　　て、そのお金でもって例えば肥料を購入したものと仮定することによって、

　　現金を使った取引として解釈します。

（3）振替取引の分解

　　　振替売りであれば、組合に物を売り、その収入金を即座に組合の貯金通帳

　　に預金したと仮定し、振替買いであれば、組合の当座貯金から貯金を引き出

　　して、そのお金で物を組合から買う取引と仮定することによって、現金を使

　　つた取引として解釈します。

（4）内部取引の分解

　　　内部取引は所得的部面と家計的部面の2つのみで扱うということでした

　　が、この場合、家計仕向生産物をいったん所得部面から外部に販売し、それ

　　を所得経済部面の収入とします。その後、その収入金で家計部面が生産物を

　　購入したという2つの行為に分解して内部取引を現金化します。
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　このように現金取引でない場合も、入と出の2つの側面にそれぞれ分解して考

えると現金化できることになります。この現金化したものに従って、すべての取

引を記入していきます。

第四節　財産的収入・支出、所得的収入・支出および家計支出の定義

　ここでは、取引をすべて現金化したときに、取引というものがどのように定義

できるかを述べています。

　取引をすべて現金取引に分解した場合、取引を再定義することができます。取

引とはすべて現金を用いた取引になりますので、「取引とは現金とその他の財ま

たは用役との交換である」と定義しています。最初の大槻さんの簿記上の取引の

定義では、「単位経済間で行われる財と財との交換」ということでしたが、これ

を現金を通じた取引と考えると、「取引とは現金とその他の財または用役との交

換である」として単純化できることになります。このように取引を単純化すると、

「交換取引」や「損益取引」の分類も再定義することができ、「交換取引とは不

流動性財たる貨幣とその他の不流動性財（例えば牛などの固定財）との交換を意

味し、損益取引とは不流動性財たる貨幣と流動性財または用役との交換を意味す

る」としています。

　この京大式農家経済簿記では、貨幣とその他の不流動性財との取引を「財産的

取引」と呼んでいます。さらに損益取引を「所得的取引」と「家計取引」に分類

し、所得部面・生産部面が行った損益取引は「所得的取引」、家計部面が行った

損益取引は「家計取引」に分類され、レジュメ4ページの下の部分のようになり

ます。

　このように一切の取引は分類していくことができますが、もう1つ進めて、貨

幣が農家経済において増える取引であるのか、または貨幣が農家経済から減って

しまう取引であるのかによって、「収入取引」と「支出取引」に分類できます。

従って「交換取引」「損益取引」はすべて「収入取引」「支出取引」のどちらかに

分類されることになります。その結果、「財産的取引」は「財産的収入取引」と

　「財産的支出取引」に分類されます。例えば土地を売って貨幣が増える取引の場

合、「財産的収入取引」に分類され、自己所有地を買う取引であれば貨幣が減っ

ていくので「財産的支出取引」に分類されます。

　次に生産部面・所得経済部面が行う所得的取引は、「所得的収入取引」と「所
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得的支出取引」に分類されます。例えば生産されたお米を販売する行為が「所得

的収入取引」に分類され、肥料などを購入する行為が「所得的支出取引」に分類

されます。

　最後に家計取引については、大槻先生は単純化によって、家計部面が収入を得

る行為を認めていないので、単純に消費のための支出を行う取引である「家計支

出取引」のみとなります。

以上が取引のところで書かれていたことになります。

第6章補論1　簿記の取引（補足説明）

（浅見先生）

　ということで、ここも京大式簿記の非常に特徴的な考え方です。日々の取引の

記録を日記帳に書いていくわけですが、実はこのバックにあるのが普通の複式簿

記です。取引には大きく損益取引と財産取引の2つ、損益系統の取引と財産系統

の取引というものがあり、複式簿記ではそれをきちんと分けて考えます。現金の

出入りのことを簿記では取引というだけで、通常の経済でいう取引とは異なりま

す。損益が発生する。売ったり買ったりする。収入や費用。これが普通考えられ

る取引で、売ったり買ったりという現金の取引の定義です。

　もう1つ、取引には現金を引き出したり、預け入れたり、あるいは固定資産に

投資をしたり、固定資産を売却したりという取引がありますが、これを「財産系

統勘定」と呼びます。財産系統勘定というのは、財産の形態が変わるだけで損益

が何も関係しません。預貯金を下ろして現金にした場合、簿記上は現金が入って

きて取引として記録されますが、収益には何も関係しない取引になります。それ

に対して「損益系統取引勘定」というのは、売ったり買ったりして収入が発生す

る、費用が発生する、損失が発生する。これが損益系統の考え方ですが、単式簿

記にしてしまうと、日々のお金の出入りのみの記録で、毎日、お金がいくら入っ

たとか、いくら売ったとかを書いていくので、ごちゃごちゃになります。ところ

が、実際に収入・支出・費用・収益などを考える場合には、もう一度全部仕訳を

し直さなければなりません。単式簿記はそれで混乱も起きてしまいますが、仕訳

方法を随分工夫した複式簿記の研究成果から、この2種類の取引から整理される
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ことになる訳です。

　ですから、きちんと農家が最初から仕訳をするということです。単式簿記は現

金の出入りの記入ですが、その現金の出入りが持つ経済的な意味が、損益系統な

のか財産系統なのかを把握して仕訳します。財産の単なる交換（財務会計では交

換取引といいます）の場合、財産の形態が変わっただけで、損益には関係しませ

ん。そして、例えば現金で給料を払う場合、簿記上は損失になるので、損益に関

係する損益取引になります。それらの取引と、銀行でお金を下ろして現金が手元

に入ったという取引を何の区別もなく単式簿記で書いていたことを、その都度き

ちんと把握して仕訳し、自分で最終的に決算ができるような工夫がなされていき

ました。

　1）　ということで大槻正男は、単なる簿記上の技術ではなく、取引自体が経

済的にどういう意味を持っているのかということで苦労して（少し無理なところ

もありますが）、不流動性と流動性という財に分けて、そういう資産の間の簿記

上の取引を分けて単式簿記でも扱えるようにしたことが最初のポイントです。財

を流動性と不流動性に分けて、土地を含む流通財や固定財、負債といった不流動

性のものと流動性のものも分けて、その間の交換で、財産系統と損益系統を分け

るための工夫が最初に見られたということです。

　2）　不流動1生財と不流動性財との交換である「交換取引」は複式簿記でいわ

れる交換取引そのもので、損益に何も関係していない取引です。「損益取引」の

中の「損失取引」は、不流動性財と流動性財の交換になります。例えば不流動性

財であるお金を払って流動性財や用役を手に入れた場合、これは企業の支払いで

すから損失に関係します。次に「利益取引」は、流動性財である農産物・米を売

って、あるいは用役・労働で働いて、不流動性財である貨幣・現金をもらいます。

これは利益になるので損益系統の現金の出入りという形になります。

　ラウルをもとにした最初の簿記ではどうしていたかというと、やはり他計式簿

記で、調査員が1つ1っ拾い上げ計算しながら、どちらだということを判断して

いたと思いますけれども、京大式ではそれを交換取引なのか損益取引なのかを農

家がその都度仕訳けられるようにしました。当初は調査員が鉛筆をなめなめ、ま

だ複式簿記的な交換取引や損益取引という概念がないままに拾い上げて計算を

していたものを、だんだん分類がはっきりしてきて、最終的にこの京大式簿記の

段階できっちり分けられたのだと思います。ただ、この仕訳作業はやはり大変だ

ということで、戦後の農家経済統計ではまた他計式で調査員が仕訳けることにな
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ります。

　3）　次に「外部取引」と「内部取引」に分けますが、外部取引の中の現金取

引と非現金取引を、全部「現金取引」に直すということが最大の特徴です。現金

で押さえるという単式簿記の特徴を生かして現金勘定1つで出入りを計算して

いく方法で、典型的には「物々交換」「掛」「振替」というものが出てきます。

　現金取引に直して単式簿記としたことはいいのですが、実はキャッシュフロー

計算の分析ができなくなります。キャッシュフロー計算というのは、会計学のほ

うでいわれる「今使える現金がどれだけあるか」を分析するということです。買

掛・売掛で実際には手元に現金がないことが問題になります。現金がいっかは入

るけれども、今現在、手元にキャッシュがないことが倒産の大きな原因になると

いう計算ができないことになります。当時はキャッシュフローという発想がなか

ったとは思いますが、キャッシュフローの構造をすぐにつかむことはできないと

いう欠点があります。しかし少なくとも全部現金化することによって単純に計算

ができるようになりました。具体的にはさまざまな特殊取引事例で、結の場合は

どうするとか、講で当たったときはどうするとか、いろいろなパターンに分けて

説明がなされていますが、日常的に出てくるのは「物々交換」「掛」「振替」にな

ってくるかと思います。

【Q＆A】

C　　　キャッシュフロー計算ができないという意味がわかりません。物々交換

　　　の場合、1つの取引として同じ額を収入と支出の両方に入れますので、残

　　　金の部分には変動がありません。キャッシュフローは基本的に残金の部分

　　　で行うものですから、キャッシュフロー計算ができるのではないでしょう

　　　か。

浅見：　わかりやすいのは掛取引です。取引のとき、すぐその場で現金に分けて

　　　しまいます。後で入ってきたときに決済をするのではなく、その段階で現

　　　金が入ってきたとします。

C　　　でも掛取引の場合には、今度は収入と支出が、所得的な部分と財産的な

　　　部分とで、やはり同じ額を入れるから残金には影響しません。実際に掛取

　　　引で掛売した場合、実際にお金が入ってきた時に初めて財産的収入として

　　　計上して、残金の部分が初めて増えるわけですから、問題ないのではない

　　　でしょうか。
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浅見：最終的には問題ありませんが、記録した段階で現金が手元にあるかどう

　　　かという判断ができないということです。後に清算して現金が入ってくる

　　　まで実際に手元に現金が入ってきていないのに、この時点では現金が手元

　　　に入ってきたとして記入してしまいますので。

C　　　現金はないのでは？　現金記帳では残金が出ないですから。

浅見：　現金がないのに、現金が一応収入として入ってきたと記録してしまいま

　　　す。実際には後で入ってきた時に清算されて、本当に手元に現金が入って

　　　くるわけです。

C　　　キャッシュフロー分析独特の所得的収入、財産的収入、所得的支出、財

　　　産的支出を個別にやる場合にはそうですね。

浅見：　最終的には合いまずけれども、取引した段階で所得的収入、支出があっ

　　　たとしてしまう話です。

C　　　細かい項目の中での話ですね。

浅見：　そうです。

A　　　アカウンティングの上で、単式でありながら複式の効果を求めると同時

　　　に、農家が実際行っている取引の対象や形態を考慮に入れて組み立てると

　　　いうことと、大槻先生の第九図で組み立てられているモデルとの関係を、

　　　どのように理解したらよろしいでしょうか。「生産要素」「生産物買入商」

　　　「生産用材販売商」の取引それぞれの中に、財の種類や取引の形態による

　　　さまざまな形があるということでしょうか。

浅見：　この図は現金取引にするということとは直接関係していないのではない

　　　かと思います。実際に物が出てお金が入ってくる側面をどう記帳するかと

　　　いうことで、単式をいかに工夫するかということだと思います。

A　　　最終的には第九図のようなモデルに集計して、決算の段階でまとめ上げ

　　　た形にしますが、そのまとめ上げるプロセスの中で、それぞれの取引の中

　　　にいろいろな形態が含まれていて、それをどのように一元的に処理するか

　　　という工夫であるというわけですね。

浅見：　1回1回の取引の内容をどう理解するか。そして記帳をどのように正確

　　　に仕訳けていくかという話です。

　　　　ただ、ここで1っ議論しなければいけないことが、農業部門と家計部門

　　　のみと簡単にしてしまうことです。家計というのは消費経済として家計へ

　　　の仕向額だけを見て、あとは全部所得経済のほうで見ますし、所得経済の
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　　　中でも農業部門全体として見て、特に兼業部門を別部門としては見ません。

　　　中間生産物を評価しないということが典型的な表れです。兼業部門は大き

　　　いものですが、そこへの兼業仕向を一切省略して、ないものとみなします。

　　　農家経済調査の前の段階では、評価する必要のない中間生産物を計算する

　　　ことは非常にややこしいことでしたが、兼業仕向は大事だとして評価され

　　　ていました。それをこの大槻先生の段階で、すべて部門間のやりとりがな

　　　いと仮定して、その後の戦後のとらえ方でも中間生産物は一切計算しない

　　　ことになっています。

A　　　中間生産物を計算しないようになった理由は、記帳が非常に複雑になる

　　　ということだけだったのでしょうか。例えば部門を細かく割っていけばい

　　　くほど、その部門間での取引が表にあらわれきて、擬制的に所得部門の規

　　　模がどんどん膨らんでいくような弊害があったということではないので

　　　しょうか。

浅見：細かく割っていくと計算が非常にややこしくなるということが一番大き

　　　かったと思います。ですから部門計算を基本的にはしないということです。

　　　部門計算をするにしても、中間生産物は考えずに部門計算を行うという形

　　　です。

C　　　部面という2つの分け方が非常に面白くて、私が通常やっている経済学

　　　とは全く違っています。経済学のハウスホールド・モデルでは、家計部門

　　　には、実は消費の部分と所得をつくる部分まで入れています。それに対し

　　　て所得経済部面とここで呼んでいる部門のうち、農業経営の部分を農業経

　　　営に関する部分として見て、ほかに自営業をしていればそこも見ていきま

　　　すけれども、農業だけであればそこで。そうすると、これと同じように全

　　　く2部面で済みますが、随分分析の仕方が変わってきます。それが一番大

　　　きく出る話としては所有生産要素です。普通、所有生産要素の所有者を家

　　　計とみなします。それに対してこの分析では、所有生産要素を所有するの

　　　は所得経済部面になります。それが不思議に思うのですが、農業簿記の世

　　　界ではそれがスタンダードなのでしょうか。

浅見：　いいえ、スタンダードではないです。

C　　　やはりそれは京大式簿記の特徴ですね。

浅見：　単純化した結果だと思います。

C　　　大槻さんの第九図と、この取引との関係ですが、実は第九図の矢印全部
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　　　を確定できなくて、残ってしまうのは家族労働で、家族労働は別の形の労

　　　働日誌のような形で記録するという発想ですね。’

浅見：　そうです。

C　　　家計部門から農業経営部門への労働という生産要素の擬i制的生業という

　　　形はとらずに、単に別の労働日誌で記録するということですね。

浅見：　そうです。

D　　　取引の中で、手形による取引は全然考えないのでしょうか。

浅見：　考えます。農業の場合、手形はほとんどありませんので扱わないかもし

φ　　れませんが、考え方としては売掛金・買掛金のように、現金取引への分解

　　　ということで手形を現金化して、1つの財産として見るというやり方にな

　　　るはずです。今、見たところありませんが、同じ考え方で多分対応してい

　　　ると思います。

D　　　大槻さんの話の中に手形があまり出てこないということは、当時として

　　　は手形による取引がほとんどないということが前提になっているという

　　　ことですか。

浅見：　そうだと思います。

　　　　いずれにしても、大槻簿記はハウスホールド・モデルではないんですね、

　　　主体均衡論では。

C　．　そうですね。必要な情報が全部集められてはいまずけれども、整理の仕

　　　方が随分違う感じです。

A　　　それを組み替えることは可能ですか。

C　　　可能です。

　こういう概念を使って実際どのように記帳されていたのかということで、明日、

現金の分け方などについて具体的な数字を見ながら説明していきます。
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2009年9，月1日（第5講）

第6章補論2　簿記の取引（補足説明）

　これまでで、農家のとらえ方ということで、家計と経営が未分離の状態、ひと

つの財布になっているものをどのように分けていくかという考え方と、取引とい

うことで、外部との1回1回のお金の出入りをどのようにとらえたらいいのかを

理解していただいたかと思います。

　取引の特徴についてもう少し詳しく説明しますと、1つは現金取引化するとい

うことです。ほかの単式簿記では、現在でもそうですが、現物の受け払いの帳簿

も必ずありますので、現物は現物として取り扱われておりますが、農家経済調査

では、物々交換をはじめ、基本的に現物も含めて現金取引の中ですべて解釈がな

されているということです。もう1つは、取引を大きく「財産的取引」「所得的

取引」「家計取引」という3回忌分類に仕訳けていることです。単式簿記で現金

の出入りを、小遣い帳のように羅列的に毎日記録するのではなく、それらの性格

をきちんと仕訳けていきます。

（1）所得的取引

　　「所得的取引」は損益系統の勘定にあたり、代表的な取引になります。そ

　の結果として出てくるものが損益で、収入になったり費用になったりします

　が、大槻正男は流動性財と不流動性財の交換ととらえ、「所得的取引」とい

　う表現をしました。例えば現金などの不流動性財を流動性財と、あるいは用

　役と交換して利益や損失となる損益取引が「所得的取引」（所得に結びつく

　取引）です。その中で、費用として支払ったり、用役・労働を雇ったり、肥

　料を購入したりすることを「所得的支出」といいます。ここでの支出の意味

　は、通常の経済行為と同様で、簿記上では損失という言葉を使いますが、お

　金が出ていくことになります。また、農産物の販売など、流動性財を売って

　不流動性財の現金が入ってくることを「所得的収入」といいます。

（2）財産的取引

　　複式でいう交換取引、単なる財産形態の違いで何も損得には関係しないも

　のを「財産的収入」「財産的支出」という言葉を使って説明しています。財
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産の形態が変わって現金が手元に入ってくることが「財産的収入」で、大き

く2つに分けられます。1つは固定資産の売却、もう1つは預貯金の引き出

しです。両方とも経済学上の性格は異なりますが、簿記上は財産の損得にか

かわらず現金が手元に入るという意味で取引になります。ですから、それら

をすべて含めて「財産的収入」という言葉で呼んでいます。

　もう1つが「財産的支出」。現金が出ていくという意味で支出という言葉

を使いますが、手元の現金が財産の形態に変わるだけで、損失が発生すると

いう意味ではありません。この場合も大きく2つに分けられます。1つは固

定資産の購入、つまり投資です。もう1つは、預貯金に預け入れをしたり、

有価証券を買ったりすることで、これらも現金が手元から出ていくという意

味で支出という言葉を使います。

　ごく最近まで農家経済調査で使われていた「財産的収支」という言葉はこ

こから来ているものです。少しわかりにくい概念ですが、財産にかかわる収

支といってもあくまで簿記上の収支であって、経済上の収支ではありません。

（3）家計取引

　　「家計支出」とは、あくまでも家計を損失・支払いのみの消費経済とみな

　した上での支出です。収入に関してはすべて所得経済部面に含んで計算する

　ことで、農家の財布を簿記上で分けています。

　　こうした言葉はわかりにくく、通常の複式簿記の財務会計で使える言葉で

　はありませんが、農家経済ではこの後ずっと使われていきます。

第7章　現金現物日記帳：取引の記録

　ということで、今日はかなり実務的な話になりますが、こうした取引を念頭に

置いて、実際に帳簿がどのようにつけられてきたのかをお話ししていきます。教

材は『自計式農家経済簿』のコピーになります。これは大槻正男が昭和9年に出

した本と全く同じものですが、大槻簿記は昭和初期が対象で内容が古いので、戦

後の農家の人々に理解してもらうためにアレンジしてつくられたものです。農家

経済調査の調査農家はこの帳簿をつけていましたので、皆さんにも同じように帳

簿づけをしていただきます。大槻の『改著・農業簿記』や、菊地泰次の『農業会

一72一



計学』などの本でも京大式簿記が説明されていますけれども、この実際の帳簿で

話を進めていきます。

1）帳簿形式

　　京大式簿記には主簿と補助簿があり、主に「現金現物日記帳」「財産台帳」

　という2つの帳簿から構成されています。複式簿記では勘定科目ごとに貸借を

　つけていきますが、京大式簿記は動態計算（フロー）と静態計算（ストック）

　の2つの側面で見ていきます。その中でもメインとなるものが、基本となる現

　金の出入りを毎日記録した「現金現物日記帳」という帳簿です。そのほかにも

　労働日記帳、作業日記帳をはじめ、いろいろな補助簿をつけていたので、農家

　にとっては相当負担であったと思われます。

　　教材（1）ページ、または私のレジュメにもあるように、現金現物日記帳はど

　ういう形式になっているかというと、単式簿記ですが、少し複雑な湯桁式にな

　ります。京大式簿記では、農家が自分で仕訳を行うという意味で「自計式簿記」

　と名前が改められますが、自分で計算ができるということは、自分で決算まで

　できるということで、農家の経営分析や家計の把握など、いろいろなことに役

　立つことになるわけです。余談ながら、戦後の農家経済調査や現在の経営調査

　はこうした形式ではなく、農家は毎日の現金の出入りのみを記録し、それを後

　で調査員が仕訳けるという形に変わっていきます。

　　日々の現金の出し入れと家計仕向を記録してもらうということで、京大式簿

記の普及には2つ目的がありました。1つは統計の原簿として正確を期すとい

　うこと。もう1つは、農家が自ら帳簿をつけることで自分の農家経済の状態を

分析をするということです。アメリカなどで行われている農家経済調査でも、

農家自らが経営分析を行えるようにという大きな目的がありますので、日本で

　も、自分の農家の経済状態を把握して自分で分析をしてもらうということが念

　頭にあったかと思います。

　　農家経済調査の最初の段階として、農家が毎日何をしているかという『現金

　現物日記帳』を記録します。表に示すように、一番上が「現金取引」と「家計

仕向」の欄で、「現金取引」の下には「収入」と「支出」の欄があります。そ

　して現物取引は現金化されるが、家計のみが現物消費するということで、現物

　に関する記録はすべて「家計仕向」の中に入ります。基本的に「家計仕向」以

外はすべて現金勘定のみで取引の状態を把握します。出入りの記録は現物であ

一73一



れ、すべて現金に直すという特徴があります。初期のころは現物の受け払いに

関する記録もありましたが、それをやめて、すべて現金化するという形になり

ました。余談ながら、戦後の農家経済調査で、加用信文などによる改訂では、

現金化することへの繁雑さや必要性の有無などから、再び現物は現物のままと

いうことになっていきます。

（1）収　入

　　「現金取引」は、「収入」と「支出」、そしてもう1つ大事なものとして

　「残金」、この3つの項目で構成されています。「収入」の内容は、物を売

　ってお金が入る、通常の経済でいう収入である「所得的収入」と、損得に

　は関係しない簿記上の収入である「財産的収入」からなり、損益系統をし

　つかり仕訳けて記入する形になります。

　　テキストにも「……農産物・林産物・兼業生産物などの販売収入をはじ

　め、財産利用収入（配当金・利子など）、労賃・俸給収入、年金・恩給収

　入、および古新聞の売却収入のように、全額がその年のもうけになる収入

　が『所得的収入』である。……」と書いてあるように、それらを判断して

　「所得的収入」の欄に毎日記入していく仕組みになっています。これを後

　でもう一度、項目ごとに組み替えて自分で整理しなければなりませんが、

　今の段階では収入になるものを全部記録していきます。もう1つの収入が

　「……もうけ（すなわち所得）にならない収入、たとえば土地・建物など

　の固定資産および株券・債権などの有価証券の売却収入、貯金や預金など

　の引出し収入、貸付金や未収入金の返済受入れ、ならびに負債による収入

　のようなものと、二部がもうけにはなっても、全額がその年のもうけには

　ならない収入……」とあるように、損益には関係のない収入を、すべて「財

　産的収入」という項目で記録します。

（2）支　出

　　それに対して「支出」の項目も3つに分類されます。支出も損失になる支

　出とそうでない支出、財産系統と損益系統があります。まず損益系統の、そ

　の年の損失になる（その年に消費されてなくなってしまう）支出を「所得的

　支出」とします。これは費用にあたるもので、農家が所得を売るための種苗・

　肥料・飼料・小機具などの購入支出、労賃・小作料・賃料・利子の支払い支
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出などを記録します。

　次に「家計支出」。家計に使われる消費財も支出とします。農家の生活に

要したすべての現金支出、例えば飲食物・家具家財・衣服などの購入支出、

医薬料・教育費等を「家計支出」に記録します。

　もう1つ重要なのが「財産的支出」で、現金は出ていくけれども損益には

関係しない、財産の形が変わるだけの支出です。例えば土地・建物・機具な

どの固定資産を購入すれば現金が出ていきます。また、株・債権などの有価

証券購入や預貯金の預け入れでも現金は出ていきますが、財産の形が変わる

だけで損失には関係しません。さらには負債の返済も、負債が減って財産の

形態が変わるだけで損益には関係しません。これらをすべて現金が出ていく

ものとみなして「財産的支出」に記録します。

　さらにもう1つ「租税公課」といわれるさまざまな種類のものがあります。

その中には家計にかかわるものもありますが、すべて所得的支出として記録

します。家計は単なる消費経済としてしまうため、便宜上そうせざるを得な

いということになります。また、建物の新築・改築、大修繕などの減価償却

にあたるものは、1年以内に消耗しきれないものとして「財産的支出」に記

録します。ただし金額の小さい小修繕は1年間にすべて消耗されるものと考

え、「所得的支出」に記録します。また宅地・建物で、自分が住んでいる家

の地代・家賃に相当するものは、用役部分として所得部面から家計部面へ用

役が振り向けられると考えて、その見積額を月ごとに一括して「家計仕向」

に記載します。

【Q＆A】

C　・　なぜ家計仕向の部分をだぶって、所得的収入と家計支出にも同じ数字を

　　　3つ書くという形にせずに、一番右にだけ書くとありまずけれども、家計

　　　向振り分けを経済的に考えれば、まず同じ額を所得的収入に書き入れ、同

　　　じ額を家計支出に書き入れ、その上で一番右の生産物家計仕向に書くとい

　　　う形だと思うんですけれども。

浅見：確かに理屈の上ではそうですね、結論としては同じことになると思いま

　　　すけれども。

C　　　ただ、絶対にそれは徹底しないと混乱します。この記帳方式だと、所得
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E

C
E
C

E
C

を最終的に計算する際に、必ず生産物家計仕向の全額を加えないと正しい

所得にならないわけですよね。

所得と支出は完壁にイコールなので、家計仕向のほうの合計をしなくて、

それは家計仕向、所得という形で進めれば良いので。逆にそのやり方でや

ると、家計が膨らんでしまいますよね、見かけ上は。・

　見かけ上膨らむのが正しいんじゃないかと。

　でも結果的に、もう一方で家計仕向に記帳しているわけですから、逆に

それは差し引かれてしまうというか。

　差し引くのは現金部分であって。計算方法が合っていればいいんですけ

ど、混乱を招くのではないかと。要するに、こう書いてありますけど、経

済学的な意味での所得というのは、所得的収入一所得的支出＋家計仕向と

いうことなるし、経済的な意味での消費は家計支出の合計＋家計仕向とい

う話ですよね。

　そうです。

　そのほうがわかりやすいわけですね。

2）記入方法

　　このように振り分けて問題となるのが、実際に現金の動かない取引をどう扱

　うかということですが、これもすべて現金取引化します。具体的な例が掛売買

　取引（掛売り、掛買い）、振替取引（振替売り、振替買い）、物々交換取引で、

　この3種類を現金取引に分解し、現金が出入りしたと解釈しなおして記帳する

　特徴を持っています。

　　記帳時には、それがどういう内容の取引であるかの分類として、必ず種目の

　略称（6・7ページ参照）も同時記載します。勘定科目ではありませんが、記

　入された種目は、後の農業経営費等を種目別に分析する際に必要になります。

（1）掛売買取引

　　図を見ると直感的にわかると思いますが、卵を掛売りした場合、本来であ

　れば現金2，500円が入りまずけれども、掛売りなので入りません。そういう

　状態をどう記入するかというと、「所得的収入」欄に、種目「鶏」として売

　つた金額2，500円が入ってきたと記録します。しかしこの時点では実際には

　まだ現金が手元になく、現金に対する債権が掛売りをした商店に発生したと

一76一



考え、「財産的支出」欄に種目「未収」として2，500円を記録します。その

後、掛売りに対する未収金が支払われた時点で「財産的収入」欄に、種目「未

収」として2，500円を記録して相殺します。

　掛買いは、掛売りとは逆に、自分に債務が発生すると考えます。硫安4，250

円を買った場合、「所得的支出」欄に種目「肥」に記入しますが、実際には

支払っていないので、「財産的収入」欄に種目「未払」として記録し、後に

現金を支払った時に「財産的支出」欄に「未払」として記録して相殺します。

（2）振替売買取引

　　振替売買取引とは、当座預金、普通預金、農協貯金などの口座に現金が入

　る取引で、簿記でも同じ言葉を使います。掛売りや掛買いとは異なり、すぐ

　に現金が手元に入ると考えます。振替売りで玄米を売った場合、手元に現金

　は入りませんが、準現金として預貯金に現金が入ってすぐに使える状態にな

　るので、「所得的収入」欄に種目「稲」として記録します。それに対して、

実際に現金は貯金の中へ入っていきますので、「財産的支出」欄に種目「貯」

　として記録します。

　　逆に振替買いで過燐酸石灰を購入した場合、手持ちの現金から支払うので

　はなく、貯金から支払います。財産の中で収支を行うことになりますので、

実際の支払いは「所得的支出」で出しますが、その実態は「財産的収入」と

　して、貯金の中から現金を引き出して支払っているという形で対応します。

　　このように、「現金取引に分解する」という表現を使っていますけれども、

実際に現金が動かない場合でも現金取引があったかのように分けて考えま

　す。

（3）物々交換取引

　　これは直感的にもわかると思いますが、所得的な収支の交換です。物々交

換の場合も実際には現金が動いていませんが、現金の出入があったとして記

録していきます。

【Q＆A】

B　：　物々交換は同じ行に書くのでしょうか。
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浅見：　同じ行に書きます。同じ時点で行われたということですから、同じ日で

　　　す。

B　　　反対記入というか、財産的支出のように、掛売り・掛買いのような項目

　　　は入れないということですね。

浅見：そうです。物々交換や振替売買は、その日のうちにすぐ取引が終わりま

　　　すので。この辺が一番複雑なところで、例が出ていますので、後で先生方

　　　に1つ1つ理解していただきたいと思います。

　3つの代表的な現金取引への分解について説明しましたが、そのほかにも現

金が実際に動かない現金取引のパターンがいくつかあります。例えば委託販売

ですが、農業の場合、現在でもほとんど委託販売という形で農協を通して販売

が行われます。その場合、委託で売りますので、全額収入にはならず、仮受金

というもので一部分だけ受け取り、さらに販売手数料を支払った上で清算され

て決算になります。これも現金取引に分解しますので、非常に複雑な形になり

ます。例えばみかんを農協に委託して売る場合、仮受金として一部分だけを農

協から受け取りますが、これは委託した農産物を担保に預かっているお金なの

で、農協からの借入金とみなし、「財産的収入」欄に一時的に記入して、実際

のもうけではないと考えます。その後、みかんが売れて現金が入ってくると、

仮受金の返済を「財産的支出」欄に記入して相殺し、その上で今度は所得的な

収入が入ってくる形で記載をします。ただ、販売手数料等は「所得的支出」欄

に記入するというように、非常に複雑になりますが、1つ1つ分解して記録し

ていきます。

【Q＆A】

A　　　昭和の初めぐらいだと思いましたが、養蚕農家が乾燥させた繭を倉庫に

　　　預けて代金の一部分をもらう共同繭倉庫という委託販売がありまして、そ

　　　れは農家の意思で高い相場の時に売るというシステムでした。繭の場合、

　　　預けた時の相場と売った時の相場がかなり大きく動きますが、帳簿上の処

　　　理はどうなりますか。

浅見：　実際に売った時の値段が所得的収入として入ってきます。仮受金だけ二

一78一



けとった段階では、まだ取引は終了していません。

　そのほかにも、例えば水利費などを玄米で物納するような場合、まず玄米を

「所得副収入」欄に記入しますが、実際には水利費として支払っていますので、

「所得的支出」欄にも記載します。お寺への寄付や進物の場合は、家計は消費

経済として見なしますので、「家計仕向」欄に進物や寄付として記載します。

戦前の出仕事のような場合でも「所得的収支」として、「所得的収入」欄に労

働に値する金額を記載します。それに対応して「所得的支出」欄には税金の一

回忌して記載し、実際に働かない場合の出不足金などで評価を記入します。結

などが行われた場合も、実際にはもらっていない労賃の評価額を「財産的収入」

に記載すると同時に、「所得的支出」欄にも労働支出があったとして記載しま

す。そして実際に労働返しが行われたときに、それぞれ相殺して逆勘定で記載

します。

　このように、それぞれの細かい約束事で対応しているわけですが、非常に複

雑で、農家にとってもわからないことがたくさんありました。現実の農家の行

動を説明する仕訳の仕方が、単に現金の収支だけではないので、やはり記帳は

負担になりました。そういうことが農家経済調査では後で改定されてしまった

理由の1つかと思います。

（4）生産物家計仕向

　　現物の受け払いはすべて「生産物家計仕向」だけでとらえて、しかも内部

　取引としては、所得経済部面から家計経済部面への現物の仕向だけをとらえ

　ることで、実際の経済活動を理解しようとしていました。「家計仕向」欄に、

　家計経済部面に仕向けられた自分で生産した生産物を記入するわけですが、

　細かい金額を毎日記入するのは非常に繁雑なので、「毎月末に1カ月間の仕

　民謡を、各品目ごとに見積って記入するのがよい」と書かれています。

　　家計仕向には、所得経済部面のどこから来たかということで、種目の欄が

2つあります。（5）ページ右下図の1月5日、うるち米の「生産物家計仕向」

　の種目が「稲」「米」と記入されていますが、これは所得経済部面では稲作

　の種目が家計部面では米になって消費されたということになります。このよ

　うに、所得経済部面の種目と家計部面の種目が仕訳けられます。例えば「鶏」
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「魚」とありますが、これは鶏が魚になったわけではなく、所得経済部面で

はブロイラー等の「鶏」という種目、家計部面では魚・肉・卵・乳類の「魚」

という種目であるということです。

　家計用の建物・宅地も所得経済部面の資産から家計部面に振り向けられま

すので、「生産物家計仕向」欄に地代・家賃等の使用見積額を毎月記入しま

す。これも実際には発生していないものですが、家計で毎月消費している形

で記載をします6

　このように毎日の記帳を行っていきます。

3）記入例

　　（8）ページからが記入例になりますが、統計調査対象の農家がどう記帳して

　いたかを理解するために、例題を見ながら『自計式農家経済簿　演習用帳簿』

　に自分で仕訳をしていただきます。最初は（記入例）を見ながら、毎月どうい

　う記入が現金現物日記帳でなされていたのかを説明していきます。

〔1月1日「前年度からの繰越金」123，500円〕

　　現在123，500円の手持ち現金があります。

〔1．月2日「父年賀に行く（電車賃、お年玉）」11，200円〕

　　　家に関するものですから「家計支出」になります。普通の単式簿記であれ

　　ば、仕訳をせずに毎日の記録がなされますが、農家が自分でその都度仕訳け

　　て記入します。「種目」欄には交際・通信費として「交」、「家計支出」欄に

　　電車賃とお年玉の11，200円、そして123，500円から11，200円を引いた

　　112，300円が「残金」に記載される仕組みです。

〔1．月3日「はがき20枚購入」800円〕

　　　「家計支出」欄に通信費の「交」としてはがき代800円を記入します。「残

　　金」欄は毎日記載されるべきものですが、煩雑なので記入していないところ

　　もあります。本来は112，300円から800円を引いた111，500円が「残金」

　　に記載されます。

〔〃　　　「長女へお年玉」10，000円〕

　　　「家計支出」欄へ、種目は家族への小遣いとして雑費の「家雑」を記入し

　　ます。「残金」は111，500円から10，000円を引いて101，500円になります。

1．月4日　「農事研究会費を支払う」400円〕
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　　農事研究会費なので、所得・生産に結びつく支払いがなされたということ

　で「所得的支出」欄に記入します。’種目は研修費の「研」。本来は101，100

　円が「残金」に記載されます。

〔〃　　　　「牛肉600g購i入」’3，000円〕

　　これは自分で食べるために支払った金額ですので「家計支出」欄へ、種目

　は肉・魚類として「魚」を記入します。

〔〃　　　　「玄米5袋販売」50，000円〕

　　米を販売したということで、単なる収入ではなく損得に結びつく損益勘定

　ですので「所得的収入」欄へ、「数量」を150kgとして記入します。米の販

　売益の場合、種目は「稲」になります。「残金」は50，000円を加えたものが

　記載されます。

〔〃　　　　「鶏卵西山氏へ販売」600円〕

　　卵の販売ですので「所得的収入」になります。種目は鶏卵の販売ですから

　　「鶏」。売った数量40個。本来は148，100円に600円を加えたものが「残

　金」に記載されます。

〔〃　　　「玄米2袋家計仕向」20，000円〕

　　玄米を家計仕向しています。「生産物家計仕向」欄には、ネギや大根など

　の細かいものは月末に一括、大きい額のものはその都度記入します。これは

　現物の呉け払いだけではなく、評価額も含めて記入しますが、基本的には庭

　先価格で評価します。種目は、所得経済部面では稲作の「稲」、家計経済部

　面では「米」と記入して、後の整理のために記録を残しておきます。

〔〃　　　　「同上精米料」240円〕

　　同時に、玄米ですので精米費が発生します。米が所得部面から家計部面へ

　移り、精米費が家計支出として発生していますので、「家計支出」欄に種目

　　「米」として記入します。

〔1月6日「農協へ積立貯金する」30，000円〕

　　現金がだいぶたまってきたので農協へ積立貯金をします。手元にある残金

　は減りますが、所得には関係なく現金が出ていくので、財産系統の勘定科目

　に関しては同じ支出ですけれども、「財産的支出」欄に記入します。種目は

　預貯金の「貯」、財産形態が預貯金に変わるだけでプラスマイナスはありま

　せんが、30，000円を記入します。財産的支出ですが手元の現金は出ていき

　ますので、148，460円から30，000円を引いた118，460円を「残金」に記入
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　します。

〔〃　　　　「トラック修理（未払い）」8，000円〕

　　トラック修理を頼みました。これは現金取引がなされたかのようにして、

　後日相殺する掛のパターンです。トラックの修理は生産に関係しますので

　　「所得的支出」になります。トラック修理は、減価償却を必要とするほどの

　大修理ではなく小機具の修理ですので、種目を機具費の「機i」として8，000

　円を「所得的支出」に記入します。同時に、この時点では未払いですので現

　金のやりとりはありませんが、「財産的収入」欄に種目「未払」として、8，000

　円の現金が入ってきたかのように記入します。そして（9）ページ、1月9日の

　2番目、「1月6日のトラック修理代金支払う」。この日に、実際には入って

　いない1月6日の「財産的収入」8，000円を相殺するために、種目は「未払」

　として「財産的支出」欄に8，000円を記入します。振替と物々交換において、

　は同時に現金が取引されることになるので問題ありませんが、掛売り・掛買

　いに関しては実際の現金の流れと異なります。

〔〃　　　　「配合飼料山下商店から掛買い」22，000円〕

　　これも掛買いです。飼料ですので「所得的支出」欄に種目「飼」で22，000

　円を記入し、同時に「財産的収入」欄に種目「寝鳥」として22，000円を、

　実際に入ってきたかのように記録します。そして9ページの最終行、「山下

　商店へ1月6日の飼料代支払う」。この日に「財産的支出」欄で22，000円

　を記載して相殺します。

〔1．月7日「鶏卵i鶏政商店へ掛売り」7，500円〕

　　掛売りの場合も現金取引の分解がなされます。掛売りで卵を売った収入で

　すので、「所得的収入」欄に記載されますが、実際に現金は入らないので、

　同時に「財産的支出」欄に、後日回収する未収金として種目は「未収」とい

　　うことで、現金が入金されたかのように記入します。そして後日、実際に現

　金が入った時点で相殺する形になります。

〔〃　　　「ねぎ八百商へ掛売り」4，200円〕

　　これも同じように、「所得的収入」と「財産的支出」の2つの欄に分けて

　記載します。残金には全く影響を与えていませんが、後日相殺して残金の処

　理を行います。

〔1，月8日「雑誌『農業富民』1．月号購i入」430円〕

　　　『農業富民』は農業に関する雑誌ですので生産にかかわると考えて、「所
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得的支出」欄に記入します。

【Q＆A】

C　：　これを家計支出にするか所得的支出にするか、かなりあいまいなところ

ですね。

浅見：　そうですね。

〔1，月9日「みかん1箱購入」3，500円〕

　　これは家計仕向ではなく現金での支払いですので、「家計支出」欄に3，500

　円が記載さます。

　この時点で114，530円が「残金」として手元にあることになりますが、ここ

で「収入」と「支出」と「残金」の均衡関係が必ず成り立つ構造になっていま

す。今、確認のために計算してみます。「収入」の総計は、「財産的収入」は収

支に関係ありませんが、現金は手元に入っていますので、（「所得的収入」の合

計62，300円）＋（「財産的収入」の合計30，000円）＝92，300円。「支出」の

総計は、もうけにかかわらず現金として出ていますので、（「所得的支出」の合

計30，830円）＋（「家計支出」の合計28，740円）＋（「財産的支出」の合計

41，700円）＝101，270円。そこで、実際の現金の出入りがない簿記上の収支

はいくらになるかというと、92，300円一101，270円＝一8，970円ということで、

8，970円が支出になります。これは何を意味しているかというと、「残金」欄

の年度初めの繰越金：123，500円から、最後の残金114，530円を差し引くと

8，970円になりますので、ここで監査した時に一致することが確認できるわけ

です。このように、複式簿記ではありませんが、少なくとも「収入」と「支出」

と「残金」との関係で収支が一致することを確認できるという帳簿形式になっ

ています。
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2009年9，月1日（第6講）

　農家がどういうことをしていたかを皆さん方に経験していただきます。『自計

式農家経済簿　演習用帳簿』（1）ページの現金現物日記帳は、実際に農家が記入

していた農家経済統計の帳簿とほぼ同じものですので、これを使って記入例を見

ながら演習していきます。記入例（8）ページについては先ほど説明しましたので、

（9）ページについて、金額欄を見えないように隠し、実際に皆さん方に順番に記

入していただきます。

〔1．月9日「固定資産税（第4期分）支払う」12，000円〕

　浅見：固定資産税を12，000円支払った場合、どこに記入するでしょうか。

　G　：　財産的支出です。

　浅見：　この場合は「所得的支出」ですね。（2）ページの第2パラグラフに

　　　　　「租税公課は所得的支出として取り扱う」とあるように、費用として

　　　　考えます。ですから「所得的支出」欄に種目「税」として12，000円

　　　　を記入します。「残金」欄には（8）ページの114，530円から12，000円

　　　　を差し引いた額が入ります。

〔〃　　　　「1月6日のトラック修理代支払う」8，000円〕

　浅見：　トラック修理代を支払った。これはいかがでしょうか。

　D　：　財産的支出です。

　浅見：そうです。これは未払金：の支払いですので、種目は「未払」として

　　　　8，000円を記入します。残金は？

　D　：　94，530円です。

〔〃　　　　「冷蔵庫10万円を購i入し4万円支払う」〕

　浅見：　10万円の冷蔵庫を購入しましたが、そのうちの一部しか支払わな

　　　　いという形で、すこしややこしいですが。

　C　：　100，000円をまず家計支出に書き、実際に支払ったのは4万円です

　　　　から、残金のところに4万円を引いた54，530円を書き、そうすると

　　　　合わないので、6万円借金したことになるので、60，000円未払いの部

　　　　分を財産的収入に書きます。

　浅見：　今のように書きます。「家計支出」で実際に100，000円払っている
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メ
　　　　はずですけれども、実際に現金で支払っている部分は40，000円だけ
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　　　　ですから、種目「未払」の60，000円が発生し、これが「財産的収入」

　　　　という形態で記載されます。

〔1月10日「八百商から1，月7日のねぎ代入金」4，200円〕

　浅見：　これは販売ですが、どうでしょうか。

　H　：財産的収入になります。

　浅見：　なぜ財産的収入になるのでしょうか。

　H　：　掛売りですので、債権が同時に発生しています。1月7日に払って

　　　　もらう分を、1月10日にもらったという形です。

　浅見：　そういう形です。1，月7日をもう一度見直すと、ねぎを掛売りして

　　　　いるということで、債権が発生しています。つまり未収金で、まだ現

　　　　金はもらっていないわけです。その時は掛売りですから、処理として

　　　　は販売によって「所得的収入」があっても、それを「財産的支出」に

　　　　して相手への債権（未収金）を発生させるという形で同時記入をしま

　　　　す。実際にはその時点では現金のやりとりは発生していません。実際

　　　　の現金が入って相殺されるのが1月10日ですから、ここで「財産的

　　　　収入」の4，200円という形になって現金が入ってきまずから、残金は

　　　　いくらになりますか。

　H　：　58，730円です。

〔〃　　　「樋口養鶏場へひな購入を予約し手付金を支払う」20，000円〕

　浅見：ひなの購入を予約し、手付金だけを支払った。これはいかがでしょ

　　　　うか。

　E　：財産的支出。予約に対する手付金を貸付金として支出したというこ

　　　　とです。

　浅見：　予約して手付金だけですから、先ほどの委託販売などと同じで、借

　　　　金の反対です。貸付金に形を変えて現金を二部だけわたしているけれ

　　　　ども取引自体は完了していないということで、実際の損得にはまだな

　　　　っておらず、財産形態が貸付金の形に変化しています。ですからここ

　　　　に「財産的支出」として20，000円が記載される形になります。

　E　　：　残金が38，730円。

　浅見：　そういう形です。

〔1，月11日「二二i入」1，800円〕

　浅見：　次が魚を購入、これはいかがでしょうか。
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　1　　　家計支出です。

　浅見：　「家計支出」で実際に現金で支払っていますので、残金はそのまま

　　　　引いたものになります。

〔〃　　　「今西氏へ結婚祝」10，000円〕

　浅見：　その次が結婚祝。

　J　　　家計支出。

　浅見：　はい「家計支出」です。支出ですから、残金もそのまま差し引いた

　　　　26，930円が記載されます。

〔1．月12日「鶏政商店へ鶏卵販売」20，000円〕

　浅見：　次も簡単ですね。「所得的収入」ですから、そのまま鶏卵の販売で

　　　　20，000円という形です。

〔〃　　　　「同二三商店より1月7日の売掛金受け取る」7，500円〕

　浅見：　売掛金を受け取った。これはいかがでしょうか。

　K　　　財産的収入で、1月7日の金額7，500円を入れます。

　浅見：　そういうことですね。掛売りをしていますので、その時は両方とも

　　　　現金に分解して、「所得的収入」だけではなく、「財産的支出」として

　　　　7，500円を書いていますので、ここで未収金の回収として財産的収入

　　　　になります。ですから実際現金が入ってきて7，500円が手元に入りま

　　　　す。その結果として残金にそれを加えて54，430円。それが今の手持

　　　　ち現金です。

〔1月13日「農協定期貯金満期引出す」500，000円〕

　浅見：　これはいかがでしょうか。

　L　：　これは財産的収入ですか。

　浅見：　そうですね。預金の引き出しですから、損得には関係のない現金が

　　　　入ってくるということです。

　L　：種目が預貯金だから「貯」になりますか。

　浅見：　そうです。この金額が入ってきて、現金が手元に入ります。

〔〃　　　「同上利子」30，000円〕

　浅見：　次が同上利子、これはいかがでしょうか。

　F　：　所得的収入、種目が「財利」になります。

　浅見：　財産を利用することによって利子が発生して収入になりますので、

　　　　財産利用収入がここの種目になります。利子の現金が手元に入ってき
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　　　　ますので、584，430円が手元に現金として残ります。

〔1．月14日「銀行へ預金する」400，000円〕

　浅見：　次が銀行へ預金する。これはいかがでしょうか。

　M：銀行への預金は財産的支出で、種目が「貯」です。

　浅見：ということで、今度は支出といっても預け入れているだけですから、

　　　　財産的支出という項目に入れて、加えたものが残金になります。

　実際に仕分をしていただいて、皆さん方はそれぞれ理解されたと思いますので、

あとは説明していきます。

〔〃　　　「同預金通帳に利子記入を受ける」13，070円〕

　　　今度は利子を受け取りますから、財産利用に関する「所得的収入」です。

　　13，070円の収入になりまずけれども手元に現金は入らず、貯金の中に入っ

　　たままになっていますので、現金には影響を与えないが、収入と同時に支出

　　が行われるということで、「財産的支出」にも同じ金額の13，070円を記入し

　　ます。それに対応する種目としては、預貯金ですから「貯」を書きます。こ

　　のとき手持ち金額には影響を与えません。

〔1，月15日「種ばれいしょ農協から振替買い」7，200円〕

　　　農協からの振替買いですから、実際には現金取引ではありませんが、現金

　　取引があったかのように記入します。種いもは費用ですので「所得的支出」

　　欄に7，200円を記録します。それに対して「財産的収入」として、振替買い

　　ですから、そのまま引き下ろしたとして考え、貯金額は減っていますけれど

　　も、そこから引きおろして、手元の現金にして、それを費用に振り向けたと

　　考えていますので、「財産的収入」も同時に記入します。この時にすぐ相殺

　　されるということです。

〔〃　　　「さといも農協へ振替売り」6，500円〕

　　　これは販売ですので∫所得的収入」ですが、同時に振替売りですから、そ

　　のまま農協の貯金口座の中に同時に入るということで、その金額が財産的支

　　出として記入されます。残金はそのまま変わらずという形です。

〔1．月16日「廃鶏家計仕向け」900円〕

　　　廃鶏ですけれども自分たちで食べたと評価して「家計仕向」になります。

　　家計仕向は月末一括記入でもよいのですが、忘れないために記載しています。

〔〃　　　「山下商店へ1月6日の飼料代支払う」22，000円〕
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　掛買いの代金を相殺するための支払です。未払金に対し現金が出ていきま

すので「財産的支出」になります。

　ここで先ほどと同じように、種目ごとにばらばらに考えましたけれども、収支

が一致しなければなりません。「所得的収入」69，570円、「財産的収入」578，900

円が、この期間に現金として入ってきたもの。現金として出ていったものが、残

りの3つの「所得的支出」「家計支出」「財産的支出」を足し合わせたもの。その

差額が47，900円になります。この金額は、（8）ページと（9）ページの残金の増減に

一致します。（8）ページからの繰越114，530円と162，430円の差額は47，900円で

すので、この期間は47，900円の現金が入ってきたことになります。このように

現金の出と入と、実際の毎日の記録とが必ず一致する構造になります。これを月

ごと、そして年で総計し、最終的に合うように、これを拡大していく仕組みにな

っています。

　同じように（10）ページを見ていきます。

〔1月17日「経営主散髪代」3，000円〕

　　残金の繰り越し分として本来であれば162，430円の記入があります。そこ

　から散髪代を「家計支出」として差し引きます。

〔〃　　　「地下たび3足購i入」4，500円〕

　　地下たびは生産にっかうものとして「所得的支出」で差し引き、「残金」

　が154，930円になります。

〔1，月18日「和牛の交i換販売、肥育差益15万円受領」〕

　　これは物々交換と収益が一緒になったものです。

【Q＆A】

C　：　交換販売をこのように記入していますけれども、農家の意識としては、

　　　肥育した牛を40万円で売って、25万円相当の若い牛を買ったことを旧い

　　　ているので、1行ではなく2行に書いても別に問題ないわけですよね。

浅見：　そうですね。ちょっとこれはわかりづらいですね。

C　：　現金の決済が15万円だけだったので、このように書いたのでしょうけ

　　　れども、交換販売というのはそういう意味ですよね。

浅見：　そうです。現金で入ってくる差益15万円分を残金に加える形になりま
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す。

〔〃　　　　「山本氏病気見舞、鶏卵20個持参」300円〕

　　お見舞いは家計支出としてみなすということですので、「家計仕向」にそ

　のまま記載します。

【Q＆A】

C　：　こういうのが家計仕向になるのですね。

浅見：　そうです。贈答に関しては家計仕向と考えます。お見舞いというのは家

　　　計行為になるので、自分のところで消費することと同じ行動と考えます。

C　：　農家経済とは全然関係ないけれども、一応とおったことにする。

浅見：　ええ。

C　　　概念としては、山本氏が普通の友だちだから家計仕向に入れてますけれ

　　　ども、これが常雇いの労働者だったら所得的支出に入れるんですか。

浅見：　まかないというものに入れる場合もありまずけれども、見舞いは特別な

　　　ことなので。

C　　　もう少し現物的な賃金であれば所得的収入に額を入れて、所得的支出額

　　　として書くこともありまずけれども、基本的に見舞いは交際費として家計

　　　になるわけですね。

浅見：賃金とみるのであれば、所得的支出となります。見舞いでは、家計支出

　　　となります。それから労働に関しては、これがこの簿記の問題でもあるの

　　　ですが、労働調査とは別に労働日記帳をつけていきます。労働日記帳をつ

　　　けた中で、まかない支給というものを押さえていく方式になっています。

〔1．月19日「農業近代化資金の年賦償還金103，600円支払う（うち元金部分）」〕

〔〃　　　　「同上（うち利子部分）」〕

　　償還金ですから「財産的支出」としてとらえます。しかし利子部分は費用

　として支払いますので「所得的支出」に入ります。

〔1．月20日「セーター・靴下・手袋購i入」6，500円〕

　　これは「家計支出」です。それぞれここに書いてある収入と支出を加えて

　いって、本来であれば残金を示すわけですけれども、この辺は省略しても問

　題ありません。
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〔〃　　　「父町会議員手当（1．月分）」100，000円〕

　　議員手当ては賃金と同じですから「所得的収入」になります。

〔1．月21日「1．月9日冷蔵庫未収金を支払う」60，000円〕

　　1．月9日に40，000円を払っているので、この時点で60，000円の借金に当

　る部分を支払います。つまり未払金を現金で交換する形になりますので、「財

　産的支出」で現金が出ていくことになります。

〔〃　　　「トラックのガソリン代」4，600円〕

　　ガソリン代は「所得的支出」です。

〔1，月22日目長女の通学定期代」8，130円〕

　　通学は「家計支出」です。

〔〃　　　「長男の通勤定期代」17，100円〕

　　通勤は「所得的支出」です。

〔1，月23日「東山生命保険料払込む　掛金30，000円から配当金4，000円差引き」〕

　　30，000円分は自分の損得に関係なく支払われるので「財産的支出」。配当

　金は利益になりますので「所得的収入」。その意味合いは、利子と同じく財

　産利用収入と判断します。

〔〃　　　　「家畜共済金払込む」8，000円〕

　　共済金は生産に対する保険ですので、費用として「所得的支出」に記入し

　ます。共済金は財産にならないので、生命保険とは異なります。

〔1月25日「栽培管理機購i入」100，000円〕

　　農業機械は小農具や費用としての所得的支出ではなく、固定資産の造成、

　財産の形成とみなして「財産的支出」に記載します。

〔1，月26日「飼料空袋販売」1，600円〕

　　現物の残った部分の販売ですので「所得的収入」になります。

〔〃　　　「暖房用灯油2缶購入」3，400円〕

　　灯油は「家計支出」に記入します。

　ということで、毎日、取引ごとに判断して記入していきます。そして先ほどと

同じように、残金と収支の小計は一致します。続いて（11）ページ、月の締めを見

ていきます。

〔1，月28日「小川氏から賃下料を受領」8，000円〕
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　　　賃耕料の種目として、請負作業収入は雑収入になりますので、財産利用で

　　はなく「所得的収入」の雑収入とします。

〔〃　　　「樋口養鶏場からひな300羽入荷、代金66，000円から手付金を差引

き支払う」〕

　　　一部を支払ったということで、現金部分が差し引かれて残金に形成されま

　　す。まず「所得的支出」にひな代66，000円を記入して、手付金として支払

　　つた20，000円は返ってくるとして「財産的収入」となります。その差額分

　　が現金で実際に支払っている部分で、それが残金から差し引かれるというこ

　　とです。

〔1月29日「建物更正共済農’協貯金から振替納付」75，000円〕

　　　貯金での振替納付、貯金から貯金へということで、財産的収支の中で振り

　替えられる形です。

〔〃　　　「ひな20羽転売」5，000円〕

　　　ひな5，000円分を自分で育てずに転売をしたということで、「所得的収入」

　　として扱います。

〔1．月30日「電気料1月分支払う（家計使用分）」4，900円〕

〔〃　　　　「同上（農…業使用分）」2，100円〕

　　電気代は家計使用分と農業使用分とに分けなければ後で混乱しますので、

　　この段階でひと二分を「家計支出」部分と「所得的支出」部分に分けて記載

　　します。

〔1，月31日「鶏卵農協販売代金（1月分）清算、卵代から販売手数料差引く」〕

〔〃　　　「同上残額を農協貯金に振替受ける〕237，650円〕

　　販売代金の中から清算して手数料を差し引くということですから、販売代

　金245，000円が「所得的収入」として入り、「所得的支出」である手数料を

　差し引いて記録します。そして最後に農協貯金に振替を受けるということで、

　手元の現金ではなく農協貯金の中に入りますので、残額部分を「財産的支出」

　に記載します。

　以上、毎日の記録をつけていくと同時に、月末には締めを行います。家計仕向

については、大きいものはその都度記入しますが、細かいものは月末にまとめて

その時の価格で評価を行い、一括で記載します。
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【Q＆A】

G　　　価格評価は記入者の判断ですか。それとも価格表みたいなもので判断し

　　　ますか。

浅見：　記入者の判断です。

G　　　先ほど庭先価格ということでしたが、販売に乗らないような、本当に農

　　　家の庭先に自家用に買っている小さな畑の場合でも、こういう評価を受け

　　　るのでしょうか。例えば薪などは販売しないと思いますが。

浅見：　市価があるものは市価評価、庭先価格での評価、市場で売ったときの価

　　　格で評価しますので、ネギやホウレンソウなどは、自分でその時の価格で

　　　評価します。薪に関しても、ある場合には買ったらいくらかということで

　　　評価します。ない場合には、費用価評価とかいろいろありまずけれども、

　　　薪に関してはそういう評価ができませんので、やはり買ったらいくらか、

　　　燃料として使ったらいくらかということで自分が判断することになりま

　　　す。無市価物の現物は基本的に自分で評価します。

　　　　特にこれは自計式なので自分で評価しまずけれども、この後の昭和24

　　　年からの農林省の農家経済調査では、個々人の現物の評価と同時に、農林

　　　省の調査員が統一された一般的な評価額で評価するということもなされ

　　　ています。物々交換などは個々人の判断ですが、家計仕向に関しては、出

　　　張所が持つ評価表で判断するという形に変わっています。

M　　　菊地先生の農業会計学を読みますと、「家計仕向の評価を控え目にする

　　　べきである」ということが随所に出てきますが、なぜ控え目という表現が

　　　出てくるのでしょうか。ただ単に市場に出さないものは控え目に見積るべ

　　　きであるというだけのことなのか、それとも簿記の現金換算の評価全体に

　　　かかわることなのか、あるいはもう少し別の意味があるのかどうか、少し

　　　気になったものですから。

浅見：　基本的にはあまり自己判断で膨らみすぎないようにということです。評

　　　価が高ければ高いほど、意味もなく収益が増えてしまいますので、簿記と

　　　いうよりも、経営分析を考える場合、控え目に抑えることによって利益を

　　　膨らませることをさけるという意味合いだと思います。どれだけ科学的な

　　　論拠があって言っているのかわかりませんが。

M　　　簿記とは少しずれるかもしれませんが、農家の方が実際にこれを転記す
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　　　る際に、これを水増し気味に書く傾向があるのでしょうか、それとも隠し

　　　気味に書く傾向があるのでしょうか。

浅見：　その辺は現物評価のところで大いに議論すべきことだと思います。

C　：途上国の家計調査ではそれがすごく問題になっていて、現物などの帰属

　　　計算のひとつ、計測誤差の問題というのはかなり議論されています。控え

　　　目という言葉を菊地さんが使われているのは、この部分が大きくなると、

　　　人工的な部分のシェアが所得にしても消費にしても大きくなるので、それ

　　　は望ましくないという意味です。途上国はほとんど他計式なので、自計式

　　　のバイアスのものではありませんが、他計式の場合でもどういう価格を使

　　　うかで違いが出ます。実際に論文などでも、帰属計算の価格の設定の仕方

　　　によってどのくらい分析の結果が違うかをチェックすることは、結構約束

　　　事になっています。例えばリファレンスの市場価格をつくって、それに8

　　　掛けぐらいの価格でやるという機械的な扱いをするのか、それとも家計ご

　　　とにある各データを優先して計算するのかによって、かなりずれます。で

　　　すから正確な答えはなく、基本的には計測誤差なので、できるだけロバス

　　　トネスをチェックするのが望ましいということになると思います。昔の文

　　　脈で、これがどういう計測誤差をしていたかというのは面白い指標ですけ

　　　れども、確かめようがない感じがします。

D　　　先ほど冗談で「この家の長男は親から通勤代をもらっているのに家にお

　　　金を入れてない。どら息子だ」という話をしていましたが、昨目のお話で

　　　は「内部取引については所得部面から家計部面だけしかとらない」という

　　　ふうに書いてあるので、家計内の所得の移転みたいなものは、ここには載

　　　らないということですか。

C　　　概念としては所得的収入のところに載るはずです。雇われている世帯員

　　　の給料はここに入れなければいけないのでは。

浅見：　仕送りとか、全部入ってきます。

D　　　では、この人は入れてないんですね。

C　　　たまたまL月1日から31日の間に給料をもらわなかったのかもしれま

　　　せん。

M給料をもらっている場合は「父町会議員手当」のような形で計上される

　　　はずですか。

浅見：　農外の収入として全部入るはずです。これは昔ですから少ないですが、
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　　　だいぶ後になれば農外のほうが主流になります。俸給賃金や仕送りはすべ

　　　て入ります。

G　　　1，月29日の「建物更正共済農協貯金から振替納付」ですが、1月23日

　　　の「家畜共済金払込む」が所得的支出で払い込んでいるので、これも所得

　　　的支出での支払いではないでしょうか。共済金は財産ではないということ

　　　で。

浅見：　家畜共済は費用です。

G　　　生命保険は財産ですか。

浅見：　そうです。

G　　　これも共済であれば、所得的支出ではないかと。

C　　建物更正共済は一括して財産的支出に入れているという判断もできます

　　　し、日本の農家が建物更正共済をかけている部分はほとんど母屋であって、

　　　人間の住む部分であるから、消費生活にかかわる貯蓄・生命保険の一種と

　　　して扱っているということです。ですから逆にいうと、自分の農場の建物

　　　の部分だけに建物共済をかけている農家は所得的支出に入れていいと思

　　　います。

　　　　これはすごく計算が大変ですけれども、電卓なしで昔の人はやったんで

　　　すよね。

浅見：　そうですね。

C　　　現代はこのパソコン版もありますか。

浅見：　パソコン版はないです。

C　　パソコン版であれば、普通のスタンダードの複式簿記でつくったほうが、

　　　あえてこれをつくる意味はないという感じですね。

浅見：　そうですね。

D　　　これはいつのものですか。

浅見：今から20年忌らい前のものです。

D　　　実際に使われたものですか。

浅見：20年前ぐらいにこの教材で説明されました。ですから実際には30年前

　　　ぐらいの数値です。

H　　　1，月31日の「鶏卵農協販売代金（1．月分）清算、二代から販売手数料

　　　差引く」で販売手数料を「料」という種目で扱っているように、（7）ペー

　　　ジの「所得的支出種目別記容例示」の「料」を見ると、出荷手数料等の販

一94一



　　　売費にかかわる部分と、家畜・大機具等などの賃借料等の生産にかかわる

　　　部分が、全部一括して料金という種目でまとめる形になっています。これ

　　　では原価計算がしづらくなりますので、やはり大槻さんは生産性のような

　　　ものを分析しようと思っていなかったのではないかという気がします。

浅見：．原価計算や生産費計算は、最後にもう一度部門別に計算をしますので、

　　　そういう意味ではここで分けたほうがよいかもしれませんが、種目の中で

　　　分けられないこともないと思います。

H　　　確かに摘要を見ていけば分けられまずけれども、この方法ですと基本的

　　　には種目のところでどんどん機械的に振り分けられてしまうので、経営費

　　　を出すには問題ありませんが、生産費は出しづらいと思います。

浅見：　ほかにもそういうところはあるかと思いますが、まずは農家全体の経済

　　　状況、その次に農業経営の分析、最後に生産費の計算。

H　　　もしやるのであればという感じですね。

浅見：経営分析をするだけでも、すごく組み替え、組み替えで煩雑になります。

D　・　大槻先生は、こういう簿記をつくりはしたけれども、その簿記のデータ

　　　を使って厳密な分析をあまりしなかったというような話を聞いたことが

　　　あります。もしこれが本当だとすると、大槻先生は厳密な分析をしょうと

　　　いう考えをもともと持っていなかったということですか。

浅見：　もちろん、農家経済調査でも京都大学で行われていた簿記調査でも、集

　　　計して、それぞれの農家の経済状況は逐一報告されていました。だから大

　　　槻先生自身は実証的な分析がなかったのですが、その周囲でそういうデー

　　　タを使っていた方はいらっしゃいました。当時はまだ、経営学、経済学が

　　　発達している段階ではありませんので、まずは経営分析的な、あるいは農

　　　家経済の状況を知ることを念頭に置かれていたのだと思います。ただ、原

　　　簿までさかのぼれば、バラバラにして、今、使うことはできると思います。

　　　とりまとめでの最終的な集計表は、そのままでは使いづらいかと思います

　　　が。

　最後の欄に日常の「家計仕向」を記入します。先ほど言われた家計向けの宅地

用役も家計仕向に加えます。（11）ページの最後に60，000円と記入してあります

が、毎月60，000円が所得部面から家計部面に仕向けられているという見積りの
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下で家計仕向に加え、最終的な決算を．月ごとに行う形になります。「，月初めの繰

り越し残金123，500円」と「最後に残った手持ち残金29，200円」の差額と、，月

ごとの「収入」と「支出」の差額は、毎月必ず一致するはずです。毎月そのよう

に押さえていけば、現金収支に関する検算、自己監査ができるということです。

それを用いて、演習用帳簿にある「農家経済決算A表」というものに、日記帳か

ら経済の状況を把握するということをまず行います。

　ここではひと月比の金額を愚計と仮定して見ていきます。所得的収入を1年間

記録して最終的に出てくる「所得的収入年計」として495，470円を記録します。

そして「生産物家計仕向年計」として87，780円を記録します。実際に仕向けら

れた金額が1年間を通して毎日の取引の結果として出てきます。そしてこれらを

加えたものが「所得的総収入」になります。まだ財産の増殖部分などを加えてお

りませんので正確な値ではありませんが、もうけ部分がだいたいどうなっている

かというひとつの指標として「所得的総収入」を計算します。「所得的支出年計」

には、1年間を通して所得に関する支出項目を合計した金額を加えます。そして

「所得的総収入」から「所得的支出」を差し引いたものを「所得的純収入」と考

えます。これが日記帳のみから得られる、年間を通した経済活動全体（仕送りは

もちろん、農外も農業もすべて含む）の収入になるということです。

　家計費のほうは、家計支出の合計額である「家計支出年計」に、現物で仕向ら

れた金額の合計である「生産物家計仕向年計」を加えたものが「家計費」となり、

「所得的純収入」から「家計費」を引いたものが「農家経済余剰収入」となりま

す。ほかにも動物が太ったり、植物が大きくなったりという財産の変化で調整し

ますが、日々の取引の結果として、動態的な計算から農家経済余剰が計算できる

ことになります。

　　「まかない支給額概算表」ですが、当時は雇用労働に対するまかないがあり、

その金額も見積らなければいけないということで、現金現物日記帳のほかに労働

日記帳という別の記録を毎日つけていました。そこに記入されている、まかない

に対する年の見積り支給額を家計費から差し引いたものが、最終的に家族のため

に使われた家計費になります。農業雇用者と一緒に料理をしたり食事をしたりし

た部分の見積りも差し引いて、実際に家族が負担した家計費を計算します。

　このように日記帳からおおよその決算を行ってひとつの目安にします。これは

本来の決算ではなく、財産に対する静態的な帳簿から再度調整する作業がありま

すが、まずは日々の取引が記録された日記帳から計算していたということです。
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　これを全部っけさせられていたので、実際、調査農家は非常にやりづらかった

と思います。当時の教育水準から考えても、サンプルがかなり上層農に偏ってい

たということも事実であったようです。

【Q＆A】

J　　　時代の問題もあると思いますけれども、買い物の形態として、例えば魚

　　　だけを買うというように、非常に種目が分かれた買い方をしています。社

　　　会状況が変化してくると、スーパーなどでまとめて買うようになったり、

　　　クレジットカードで買い物をしたりしますが、そういうことをこの時点で

　　　は想定していないと思いますが、そういうことを考慮した形で今は家計簿

　　　をつけるというふうには変化していますでしょうか。

浅見：　もちろん家計簿にしても複式簿記にしても現在に合わせてパソコンでつ

　　　くられています。パソコンでできない部分は人間がやらなければいけませ

　　　んが、かなり便利化されて、現在に合わせて使われています。複式簿記の

　　　場合、勘定科目をつくったり消したりすることが簡単にできますので、時

　　　代に合わせて勘定科目もどんどん変えています。これは昭和50年代を対

　　　象にしていますけれども、昭和初期の大槻簿記の記録を見ると、光熱費は

　　　木炭とか炭団とか、時代を反映したものになっています。

E　　　記帳農家としては平成まで続きますね。

浅見：　記帳農家は続きます。

E　　　平成の時代に分けていたかどうかというのは、大変ですよね。

J　　一般的な感覚でいくと食費で一括してるような部分もあると思いますが、

　　　その辺も平成に近づいた時代でも分けてたのかなという。

浅見：　実際にこの簿記はだんだん先細りして、各農家が記帳するものはほとん

　　　ど複式簿記に変わります。簿記自体が時代にはだんだんそぐわないものに

　　　なります。これは昭和初期から戦後を想定してつくられたものですが、実

　　　際にそのように記録されていますので、これがわからなければ当時の記録

　　　は読めないことになります。

F　　掛買いなどでは個別に書くようにという指示はあったのでしょうか。「配

　　　合飼料山下商店から掛買い」と書いてあれば、肥料を買ったということが

　　　すぐにわかりまずけれども、普通の町の商店から掛買いという記録があっ
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　　　ても、服を買ったのか、歯ブラシを買ったのか、ハガキを買ったのか全然

　　　わかりません。そうすると分解のしょうがないので、掛買いで商品を一括

　　　購入したにしても、その品目は1つ1つ細かく丁寧にという。

浅見：　どの程度かはわかりませんけれども、恐らくそこまで細かいことは書い

　　　てないと思います。歯ブラシ1本いくらまで書かせたかどうかはわかりま

　　　せん。

F　　　前の帳簿を読んでいると、調査官が集計をするときに掛買いをどう分割

　　　するかで手間取っていたようです。7掛けといって7割衣服というように

　　　便宜的に配分して、家計費を種目ごとに計算していたようですが、それが

　　　どのくらい妥当であったのか、気になるところがありましたので。

浅見：　農家がつけるのも難しかったとは思います。判断もできないですし、実

　　　際の行動をどれだけ反映できたかどうか。

　ほかに動態的なものとして労働日記という簡単なものがありまずけれども、こ

の日記帳がメインになっているものです。午後からは財産台帳と決算の仕組みに

ついてお話しします。
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2009年9月1日（第7講）

第8章　補助簿

1）農家経済分類諸表

　これから補助簿について説明していきます。まずは農家経済分類諸表です。現

金現物日記帳にすべて記入し、その後、一時的な決算の仕方として先ほどのよう

に所得的収支・財産的収支をまとめますが、種目ごとにまとめるという作業も

後々のためには必要になります。それが『自計式農家経済簿（1）』の、現金現物

日記帳種目別分類集計表です。例えば（6）ページからの所得的収入に関して、種

目ごとにどのぐらいの収入があったかということで、直接の決算には関係ありま

せんが、後の経営分析や生産費分析などの部門分析に必要ですので、種目ごとに

まとめるという作業が必要になります。

　見ていきますと、稲作であれば「稲」で「所得的収入」と「家計仕向」。そし

て「稲」「麦・雑穀・いも」「野菜」「果実」「牛乳」「鶏卵」などと続き、（10）ペ

ージ以降では「林産物」「加工品」「財産利用収入」となっていきます。基本的に

はきのこ類も農業収入に含めますので、「林産物」までを農業収入、みそ・しょ

うゆなどの一次加工品を含めた「加工品」以降を農外収入としてまとめ、「労賃・

俸給収入」「年金・恩給収入」「被贈・補助金収入」「雑収入」などの兼業収入が

記載されます。これは主に農家の帳簿なので、もう少し農外に関する細かい種目

が記載されてもよいのかもしれませんが、一応この形で種目ごとに収入をまとめ

ることになっています。（12）ページからは所得的支出に関するもので、種目ごと

に「種苗費」「肥料費」「農用薬剤費」と続いています。これを再度、当時はそろ

ばんとえんぴつでそれぞれ転記して、農業と農外に仕訳けた種目の整理を行いま

した。これは日誌帳ですので詳しく分けておりませんが、実際にはこれ以外の兼

業にかかわる費用などもあると思いますので、農業以外の費用としてつけ加える

ことになるかと思います。同じように、家計支出あるいは家計仕向に関しても日

記帳で記載されていますので、種目ごとに整理をして、家計簿の分析が可能な形

態にしておきます。

　これらは後の整理のために使われ、農家経済分類諸表と一括して呼ばれるもの

です。　　1
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2）労働日記帳

　今までの記録は、現金あるいは現金化した取引に関するもので、実際に賃金を

払った雇用以外の労働に関する取引は記録されておりませんので、同時に「労働

日記帳」の記入が必要になります。労働日記帳には家族と農業雇いの労働を記帳

しますが、作物部門形態によって労働の内容が異なりますので、（15）ページの第

1型から第6型の分類に従って毎日記録します。常勤形態の学校教師や役場勤務

などの場合は後でまとめて記入してもよいことになっていますが、基本的には農

業や農外の日々の労働を日で記入します。

　（16）ページの記入例は、乳牛飼養を中心とした4型の酪農家の労働日誌になり

ます。毎日の労働時間が決まっているわけではありませんので、1日を単位とし

て0．4や0．1というように、だいたいどの程度働いたかを自分で記録し、農業以

外の労働についても「農外」欄へ記録していきます。

　これで労働の動きを押さえていくことになりますが、毎日の労働の記録をつけ

ているだけということですので、昨日も少し話題になりましたが、労働を投入し

て得られる労働所得、主体均衡あるいはハウスホールド・モデル、そういう形で

考える記帳ではありません。そのようにせざるを得なかったのだと思いますけれ

ども、労働の日数を別個に記入していく形態になっております。大槻先生は一方

で主体均衡論を農業労働論等で考えていますので、私は以前、「どういう関係で

しょうか」ということを大槻先生の教え子にあたる頼平先生（京大名誉教授）に

聞いたことがありますが、「大槻先生は両者の結合のようなことを考えられてい

たようですが、やはり労働の日記帳をつけるにとどまっていたようです」とお答

えをいただきました。実際にこれで余暇時間など、いろいろ工夫しようとはされ

ておられたそうですが、具体的に形にはならなかったようです。

　そこで実際には毎日の労働を日数で記入し、同時に「雇用労働」も記入し、そ

れに要する機械を「動力」に記入し、「雇人への支給まかない見積額」も記入し

ます。また労働に関連して「現物の産出・投入」もすべて記入し、「作業種類」

などもすべて記入します。このように毎日帳簿をつけていました。ただ、農家経

済調査の統計には、雇用労働に関して村仕事や結などの細かいことも全部書いて

ありました。大槻簿記ではそこまでは細かくありませんので、統計ではこれ以上

に詳しい原簿が使われていたと思われます。戦後の農家経済調査でも、結とか手

間換とかいうところまで集計表で出ていますので、そういう原簿だったのだと思

います。
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　いずれにしても、帳簿を労働日記帳という形でつけていたわけです。労働に関

する男女の違いは、能力換算率で計算していました。

【Q＆A】

A　：　ここでいう労働単位の日というのは、この注意書きを読んだ限りでは、

　　　何時間という定義が明確にあるわけではなく、慣行としてこれぐらい働け

　　　ば1日働いたことになるということを基準として、その何割働いたという

　　　書き方になるのでしょうか。例えば5．月3日の例を見ると、その地域の標

　　　準的な、だいたいこれぐらい働けば1日というもの以上に働いているので、

　　　1．2日分働いたということですか。

浅見：　そうです。

A　：　かなり主観的な定数ですね。

B　：　この摘要欄に「本旬の1日標準労働時間10時間」と書いてありますけ

　　　れども、これを基準にしているということですか。

浅見：そうです。夏と冬では労働時間が違いますし、それを基準にしています。

A　：　1日の標準労働時間が何時間かというのは、調査対象の農家が判断して

　　　書き込むということでしょうか。

浅見：　そうです。

M　：能力換算率は妻が0．8、母が0．6、経営主が1となっていますけれども、

　　　これには何か基準があるのでしょうか。

浅見：　これも主観的になりますが、自分の労働能力に対して年齢、男女の差で

　　　換算して書き込むという形です。

M　：　これも主観的であるということですか。

浅見：　主観的ですね。

M　：例えば地域で雇われ耕作をした場合の賃金水準の差などが反映されてい

　　　るわけではないのですか。

浅見：　反映されているわけではありません。

K　：菊地先生の記述では「一般農層の賃金水準に基づくものである」と書い

　　　てあるのですが、これが基準になるのですか。

浅見：主観的ではありまずけれども、もし働いたとしたら賃金水準でどのぐら

　　　いもらえるかを相応に対応させています。完全に独善的にやっているわけ

一101一



　　　ではないと思います。現在の労働調査にも書いてあったと思いますが、男

　　　性を1として女性を0．8にするという取り決めが確かあったはずです。

H　　　この能力換算は戦後も続きますか。

浅見：　続きます。

H　　　能力換算してしまう理由がよくわからないのですが。

浅見：　当時としては裸の労働力で、機械化されていないからだと思います。

H　　統計のために必要であるのに、能力換算は経営主ごとに違うわけですね。

　　　そうすると、それを行う意味があるのかどうか、非常に不思議なところが

　　　あります。

M　　　中国の労働点数計算もこれと同じように、確か女性が0．7であったかと

　　　思います。ですから将来共同化を進めることを前提にすると、こういう能

　　　力換算は不可欠なのではないかと思います。

F　．家事労働を入れないのはなぜですか。家族労働賃金の見積りに家事労働

　　　を含めないからでしょうか。

浅見：　家事労働はごく初期の統計にカウントしているだけで、家事労働という

　　　のは労働にカウントしていないです。

F　　　農林省の農家経済調査では、京大式に切り替わる前までは家事労働のデ

　　　ータがありますので、これが区切りになるのですか。

K　．　大槻改正の前までは家事労働が入っています。

F　　　農林省のほうでも家事労働はなくなってしまうのでしょうか。1942～

　　　1943年ぐらいから大槻改正になっていますが、その時点で家事労働はな

　　　いのですか。

浅見：　家事労働はないです。

B　・　労働日記帳には、何歳ぐらいから労働力として認められて、登録される

　　　のでしょうか。（14）ページを見ても年齢制限が特になかったので。中学生

　　　ぐらいであれば換算率は低めなのでしょうか。

浅見：　基本的には主観的に対応すると思いますけれども、最初に家族台帳とい

　　　うものに家族構成を記帳するときに、学校に行っているか働いているか、

　　　いろいろ記載した上で、それにのっとって労働点数をつけていくことにな

　　　っていると思います。家事労働は大槻改正から記入していませんでしたか。

　　　地代や見積りは入っていましたが。

K　　　家事は、その前のものは結果表のほうで確認できたと思います。
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浅見：　差し引いていましたか。家事労働を費用として見ていなかったと思いま

　　　すが。

F　：　多分、見ていないと思います。農業労働だけだと思います。

浅見：　計算はしていたということですね。

F　：　自家労賃の見積りに家事労働はもちろん入りませんが、家事労働は家事

　　　労働で、労働時間としてデータをとっていました。ですから、なぜここで

　　　バッサリなくなってしまったのかなと。

　こういう形態で毎日労働日記を記録し、牛馬（畜力）や機械（動力）をどのく

らい使ったかということも毎日記録していきます。その労働日記帳が、『演習用

帳簿』の「人別労働（能力不1換算）分類：集計表」（下部16・17ページ）、「部門

別労働（能力換算）分類集計表」（18・19ページ）として整理されていきます。

　さらに「貸借整理帳」（20・21ページ）と「現物整理帳」（22ページ）という、

後の整理のため、あるいは巖家が自分の経営を理解するための補助的な帳簿もあ

ります。『記帳の解説』の（22）ページに説明があるように、貸し借りがすぐわ

かるように、あるいは現物が今いくら残っているのかがわかるように、補助的に

つけておく帳簿です。ほかに「経営地略図」「作付表」「家畜飼養表」もあります。

これらは補助簿ですので集計表とは直接関係しません。

3）家族台帳

　帳簿と直接関係してくるのが台帳です。日記帳は毎日の取引の記録になります

が、台帳はストックの状態、静態計算の基礎となる情報になります。そこでまず

家族台帳です。家族構成を記入するわけですけれども、ここで労働能力を換算し

ます。（23）ページに「……男性一人前の働きのあるものを『1．0』……」とあり

ますが、これに対して0．8とか0．7とか、女性は0．8というように主観的に記入

し、それに応じて能力換算も行うということで、家族構成に関する情報を家族台

帳に記入します。

第9章財産台帳：財産の記録

一103一



1）固定資産の帳簿と記入例

　　以上が労働力の側面に関するものでしたが、次に財産の側面について説明し

　ます。財産の帳簿として「財産台帳」というものがあります。財産台帳には、

　それぞれの財産内容の記録として、年度初めの価額、そしてその間に変化した

　価額、そして年度末の価額を記入していくことが基本的になります。ただし台

　帳は連続的になっていますので、年度末＝次年度の初めと考えます。

（1）土地

　　財産の中で大きなものが土地です。当時の農家は分散二三であったと思い

　ますが、それぞれ畑や田んぼが持つ名前を「摘要」欄に記入します。基本的

　には自分の財産である自作地を記入していきますが、自分の財産ではない借

　入れ地も同時に記入します。ただし後に財産の集計から差し引きますので、

　混乱を避けるためにかっこ付けで記入しますが、借入れ地についても計算が

　なされるということです。

　　「年度始」の「価額」には基本的に買い入れ価額を記入します。代々持っ

　ているもので買い入れ価額がわからない場合、周辺市価で評価します。そし

　て基本的に評価額は変えないように記載していきます。本来、土地価額には

　変動がありますが、実際に売買することはまれなので、できるだけ評価額に

　関しては常に一定で評価していきます。ですから簿記の処理は比較的楽にな

　ります。「数量」（面積）も記入します。

　　次に「償却額」です。財産には償却がありますが、土地に償却はあり得ま

　せんので、欄にはすべて実線の斜線が入っています。・それに対して隣の「増

　殖額」欄には破線の斜線が入っていますので、開墾や土地改良などで土地の

　価値が上がった場合に記入をします。評価としては費用価評価になります。

　土地改良に用いた家族労賃見積、自給の材料であってもその見積、雇人に対

　するまかない、実際に払った賃金など、さまざまな費用価評価により増殖額

　を評価して記入します。

　　次が「財産的取引による増減」ですが、これがこの簿記の特徴でもありま

　す。土地の売買をした場合、財産の形態が現金から土地に変わるだけで、も

　うけにはかかわりませんので、日記帳に「財産的支出」として記録されます。

　そして年度末に日記帳の「財産的支出」を集計しますが、年度末に財産台帳

　を作成するときに、その集計額を「財産的取引による増減」欄に転記します。
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これは日記帳と財産台帳が別々に計算されているのではなく、有機的に結び

ついていることになります。財産の差額で損益を考える財産法と、毎日の取

引を集計して計算する損益法という2つの方法は原則的に一致するはずで

すが、さまざまな評価法や、手持ち現金の管理の仕方によって一致しないこ

とがしばしばあるので、単記式簿記というのは非常にまずいわけです。しか

し、常に動態上の損益計算を行い、その裏側にある財産計算につながる財産

的収支の結果も日記帳に記載し、それを台帳へ転記することによって、動態

的な日記帳と静態的な台帳が結びつき、その結果、財産法と損益法の計算が

必ず一致することになります。それまでの単式簿記では別々に計算をしてい

たので、現金がどこへ行ったのかわからなくなってしまうこともありました

が、すべて有機的に結びつけて記帳する形態になったことによって、検算、

自己監査のできる正規の簿記といえるような形になったわけです。

　そこで、「財産的取引による増減」欄に「財産的取引」で購i入・売却した

部分を加え、最終的に年度末の財産額とします。土地については年度末＝「年

度始」になります。小作地は財産ではありませんので記入しません。このよ

うに土地に関する台帳は、年度初めに金額を記入し、年度末に財産的取引や

増殖額を加えることによって完成します。

（2）建物

　　建物の場合、それぞれの種類をまず「摘要」に記録します。そして「年度

　始」欄の「数量」（面積）と「価額」を記入します。金額は、基本的には調

　達価評価ですが、わからない場合には見積額あるいは市価額などを用いて計

　算します。建物には「償却額」も発生しますので、「新築見積額から残存価

　額を引いて耐用年数で割る」という通常の定額法で毎年の償却額を見積りま

　す。固定資産に関しては費用として見積るのではなく、「償却額」として毎

　年耐用年数に応じて見積ることになります。

　　新築・増築または改築をした場合は、土地と同じように費用価評価を行う

　ことによって「増殖額」に記入します。また、現金支出があった場合は「財

　産的取引による増減」欄に記入して調整します。日記帳のほうで現金が支払

　われて新築や増築で固定資産に変わる、不流動性財から不流動性財への交換

　取引で、財産的取引になります。建物を売却した場合にはマイナス、増築し

　た場合にはプラスの形で年度末に調整します。
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これは通常の固定資産の評価と同じです。

（3）大植物

　　農業独自の固定資産として大植物と大家畜を評価します。

　　大植物とは木本性・永年性の植物のことで、典型的には果樹を指します。

　大植物も年度初めと年度末の評価と、その間に償却や財産的取引があれば日

　記帳から転記しますが、大植物の場合に重要なことは増殖があるということ

　です。植物が年々大きくなっていく部分は農家の収入と考えますので、それ

　をこの台帳でとらえます。増殖などを日記帳でとらえることはできません。

　　果樹の評価方法は、まずある程度大きくなって実ができるまでを「育成期」

　と呼びます。その育成期までの期間、まだ果実として取ることができない段

　階ですけれども財産としてはありますので、それにかかる費用が「価額」に

　なります。育成のために必要であったすべての肥料、労働費、資本などをす

　べて見積って費用価評価を行い、「価額」という形で評価を行います。次に、

　育成期間が済んで果実が取れ始める「用役期」の段階では、減価償却として

　見積ります。果実が取れ始めてから育成価評価した価値を耐用年数で割って、

　毎年減価償却をさせる形で財産の評価を行います。

　　つまり育成期においては、育成にかかった費用で財産が増えていくものと

　して、その育成評価額を「増殖額」とします。そして、育成して大きくなつ

　た用役期においては、減っていくものとして減価償却を行います。こうして

　大植物を評価していきます。

（4）大動物

　　大動物（大家畜）も同じように評価していきます。まず大動物の育成に必

　要であった費用を、財産の価値が上がったものとして育成価評価を行い、そ

　れを「増殖額」とみなします。育成価評価が難しい場合には市価評価を行わ

　ざるを得ませんが、基本的には育成価評価を行い、育成にかかった費用で財

　産の価値を見出し、その分を財産の増加分として毎年加えていくことになり

　ます。そして、育成して大きくなった動物（乳牛や馬など）は用役期に入り

　ますので減価償却を行います。大動物の財産価値を耐用年数で割っていくこ

　とで、毎年の減価償却分を評価します。

　　大植物の場合には財産的取引があまり行われませんが、大動物の場合には
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牛を売ったり買ったりする財産的取引がしばしば行われます。日記帳に、例

えば牛を購i入したという財産的取引の記載があった場合、「財産的支出」欄

の金額を必ず台帳に転記し、動態計算と静態計算の齪齪が起こらないように

合わせておきます。

　ですから大動物も固定資産としてみなし、増殖・償却を行い、年度初めと

年度末の金額を決定し、台帳の「年度始」欄に記録していきます。

（5）大機具

　　もう1つ財産として重要なのが大機具です。機械となると60年忌以降と

　いうことになりますが、まず調達価原価を基準として財産の「年度始」の評

　価額を計算：し、そこから減価償却額を差し引いて年度末の財産価額を計算し

　ます。この場合も財産的取引があった場合、日記帳から転記して損益計算と

財産計算の間で齪齢がないように合わせておきます。

　以上が固定資産の財産台帳になります。「年度始財産」と、「年度末財産」あ

るいは門下の「年度始財産」の間を、「償却額」「増殖額」「財産的取引による

増減」で調整を行い、「財産的取引による増減」には目記帳の金額が組み込ま

れ、動態計算と静態計算が一致するという仕組みになります。そして、動態計

算の中では計算ができない「償却額」や「増殖額」を財産台帳で計算し、動態

計算で農家経済余剰を計算する際に「償却額」や「増殖額」を組み入れる仕組

みになります。

2）流動資産・流通資産の帳簿と記入例

　　次に流動性財がどう取り扱われるか。基本的には財産台帳で扱いますが、増

　殖や減価償却などはありません。現物として増えたり減ったりするだけなので、

　簡便法を用います。

（1）現物

　現物は3つに分かれます。

　①　未販売現物

　　　販売もされず、家計仕向もされない生産物などが未販売現物で、現在手

　　元にある米や麦といったものです。評価額としては基本的に庭先価格評価
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　を行い、棚卸しで年度初めと年度末をおさえます。年度初めにどのぐらい

　未販売現物があるのかを記載し、年度末にもう一度棚卸しを行い、その時

　点でどのぐらい未販売現物があるかを計算し、その差額を「増減額」に記

　載します。

②　購入現物

　　購入はしたけれども使わずに次年度に繰り越される肥料や農薬です。年

　度初めと年度末に庭先購i入価格で評価を行い、その差額分のみを記入しま

　す。いろいろな種類がありますが、すべて金額換算をして、年度初めと年

　度末の差が金額としてどのぐらいになるかを記載します。

③　中間生産物

　　生産の途中で出てきて再び生産に投入されるものです。耕畜連携であれ

　ば特に多く現れ、わらや堆肥などが現物として多く残ります。この取り扱

　いをどうするかということですが、この京大式簿記では、まず評価します。

　わら・もみがらでも、年度初めにはあって、使うわけですから、それを財

　産としてきちんと評価するということです。本来は市価で評価しますが、

　基本的に市価はありませんので、同じような効果を持ったもので類推市価

　評価を行い、財産としての金額を記入します。ただしこの帳簿では「中間

　生産物は変化しないもの」と仮定しますので、毎年同じものが継続的に投

　入されると考え、最初に決めた財産額が毎年記載されていきます。財産と

　しては存在するので評価しなければなりませんが、変化額を計算する必要

　はなく、損益にかかわらないということで、同じ金額が記載されていく形

　を取ることが基本になります。ただし中間生産物においても大きな変化が

　あった場合、財産の変化になりますのでこれは記載します。しかしもし毎

　年評価するとなると、評価自身も煩雑になりますので、中間生産物につい

　ては毎年は評価しないという簡便法をとっています。

　　ただ、統計の原簿では中間生産物の中に評価欄があったように記憶して

　おります。後で確認します。また中間生産物は戦後の農家経済調査では全

　く評価されていません。

（2）準現物

　　準現物とは、「大植物」「大動物」「大機具」に対して「小植物」「小動物」

　「小農具」という言葉で対応させたもので、その年のうちに流動性財として
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生産に投入されるものです。

①　小植物

　　現物としてある麦や野菜などの作物を評価します。本来は費用価評価を

　行いますが、実際に畑に実っている麦や米も財産として評価しなければな

　りません。その評価基準としては、どれだけ肥料がかかったか、どれだけ

　労働がかかったかという費用価評価になるわけですが、煩雑であるという

　ことで、販売市価から収穫費や販売管理費などを差し引いて、おおよその

　評価を行います。今、畑にある作物は1年のうちに刈り取ってしまいます

　ので、年度初めと年度末に棚卸しを行います。その差額分を「増減額」に

　記載して台帳を完成させるという作業を年1回行います。

【Q＆A】

C　　　会計年度を1月1日から12．月31日にしたことで面倒なことになりま

　　　すけれども、なぜアグリカルチャル・クロップ・イヤーにぴったり分ける

　　　ようにしなかったのでしょうか。

浅見：基本的には合わせているはずですが、裏作などがありますのでぴったり

　　　切れる時がないわけです。

C　　その場合、会計年度の初めと終わりを少しずらしてしまって、クロップ・

　　　イヤーぴったりにしてしまったほうが、こういう作業が要らなくなって楽

　　　だと思いますけれども。

浅見：確かに、もしぴったりできればそうですね。

C　　　日本の場合は難しいのでしょうか、裏作に結構長い時間があると。裏作

　　　がなければ簡単ですね。　　　　　　　　　　，

浅見：　そうですね。特に多毛作が普通のように行われている段階では、立毛も

　　　大きな財産であることは間違いないですし、これが借金4）形にもなること

　　　もあるわけですから、評価をきちんとしなければいけないわけです。

A　　　中間生産物をあえてこういう形で計上している積極的な意味は何ですか。

浅見：　財産として存在しているということです。

A　　　所得部面は所得部面として一本でとらえていて、それを分割して内部取

　　　り引きずることを考えてないわけですから、その取引を見ようとしている

　　　わけではないのですね。
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浅見：　はい。本来は生産費計算など、部門ごとに考える場合には中間生産物が

　　　重要になりますし、畜産と耕地との関係でも非常に重要になりまずけれど

　　　も、それはできません。どこの調査でも中間生産物の評価というのは難し

　　　いと思いますけれども、そういう構造にはなっています。

H　　　もし中間生産物に大きな変化があった場合、どのように処理するのでし

　　　ようか。どこか個別に収支などを記入するのでしょうか。

浅見：　収支は大きく増えたら「増減額」に書きます。それは財産の増加ですか

　　　ら収益になります。

H　　　日記帳のほうには、その収益は出てこないですね。

浅見：　出てこないですね。

H　　　そうすると、静態的なほうから計算すると合わないことになります。静

　　　回忌のほうから出た純財産増加額と、フローとが合うはずですが。

浅見：　それは財産的取引で合うわけであって、これは財産の増減ですから、別

　　　にフローとは関係ないわけです。

H　　　しかし純財産の増加としては扱われるわけですね。

浅見：　そうです。フローからの計算では、後で「所得的収入」から「所得的支

　　　出」を引いて、それに増加額を加えたものが、収入になるわけです。ほか

　　　の減価償却額などはフロー計算では出てこないので、それは別個に、フロ

　　　一計算から出てきた損益部分に減価償却費で調整するわけです。複式簿記

　　　でも最後に調整するのと同じで、それで帳尻が合うということです。

A　　　未販売現物とか中間生産物とかもそうですし、立毛のケースもそうです

　　　けれども、摘要の欄に「単価は年度始とほぼ同じ」と書いてありますが、

　　　これはたまたまそうなっているということで、終戦直後の急速なインフレ

　　　ーションの時代でしたら、それぞれの年度の当初の価格は変わって記載さ

　　　れることになるわけですね。

浅見：　そうですね。ましてこれが使われたのは終戦の境ですので、そこまで私

　　　もさかのぼって見ていませんが、インフレの時はどうでしたか。

H　　昭和二十何年ぐらいに、一気に10倍ぐらい増えている年がありました。

　　　農家経済調査では、それを最後に財産などと合わせて、表のところで格

　　　差・誤差のようなところに全部押し込んでいました。

浅見：　「土地および有価証券売却による損益」という項目がありまして、差が

　　　少ない場合にはストックからもフローからも一致しますが、インフレ期に
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はものすごい金額になりますので、最後にここで調整しているはずです。

②　小動物

　　この段階では、販売方法や規制方法が現在とはだいぶ異なるので豚まで

　入りまずけれども、基本的には鶏などの年内に売れる中小家畜を育成費評

　価します。鶏が大きくなるまでにかかる費用を財産の価値として年度初め

　に評価し、年度末にも同じように評価し、その差額を「増減額」として記

　即していきます。例外として種無などがありますが、基本的には現物の増

　減だけで評価をすることになります。

　　準現物の場合、本来は増減額を計算するところですが、大きく収益に影

　響を与えないという前提で簡便法が用いられます。農家の負担をできるだ

　け減らすという意味が大きいと思いますが、細かいものを評価する必要は

　なく、変化しないものとして毎月同じ金額で見積ってもよいということに

　なっています。小家畜に関しても、毎年同じ金額でもよいということです。

③　小機具

　　かまなどの細かい農具ですので、逐一評価するのは大変です。現在ある

　ものは新しいものも古いものもあるので、それらが交ざると半額ぐらいに

　なるだろうということで、新調価格に0．5を掛けた額で評価します。これ

　も年度初めと年度末で本来は財産の変動があるはずですが、小農具という

　のは常に補充されて財産としては一定であろうということで、財産として

　の変化はなしという簡便法で対応しています。

　　準現物は基本的に簡便法を用います。現物に関してはきちんと評価しま

　すけれども、準現物に関しては財産として収益に結びつくような評価はし

　ないという方法をとります。

　（3）現金・準現金

　　　現金・準現金はきちんと評価しなければいけないもの、また、評価が必ず

できるものです。

　　　現、金　資産としての価値である価額を記載します。1行目の「前年からの

　　繰越金」は現金現物日記帳と結びついています。現金現物日記帳もここから

　　から始まり、現金の出入りが毎回「残金」として記載されます。そして最後
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に残ったものが台帳の年度末現金と一致することになり、現金の「増減額」

も記載されます。

　準現金　預貯金、貸付金、未収金、有価証券など、すべて年度初めと年度

末の評価を書き入れますが、年に1度、台帳をつくる時に日記帳から転記し

ます。日記帳の計算した収入金額と支出額の差額と、台帳の「増減額」が一

致するように、静態と動態、ストックとフローが別々に書き込まれることな

く必ず連動して間違いなく決算が行われるように、検算、自己監査が行われ

るように、支出と収入を「備考」に書き入れ、そして「増減額」を書き入れ

ます。実際の貯金の残高と、財産的な収入と支出、引き出したり預け入れた

りした金：額の1年間の記録が合っていることを確認して記入します。貯金や

預金を記入し、年度初めの金額から「財産的収入」「財産的支出」を差し引

いた部分が、年度末の残額になっていることを必ず確認しながら記載するこ

とになります。有価証券については、まさにインフレのときに非常に問題に

なりますが、変動するものなので売買して初めて損失や収益が発生しまずけ

れども、これを変動しないものと仮定し、毎月同じ金額の財産として帳簿に

記載します。実際に売買したときに欠損や収益があった場合に帳尻を合わせ

ますが、売買が行われない限り、含み益や含み損のような形で記入すること

はありません。

（4）負債

　　財産として負債も当然あります。負債に関しても、それぞれの償還（支出）

　と借入（収入）といった日記帳からの記載を台帳に転記して、負債の残高が

　きちんと一致するように確認しながら「増減額」を記入します。

　　もう1つの負債である売掛けの未払金ですが、これも日記帳からの財産的

　な支出・収入を計算し、年度初めと年度末の差額だけを計算するのではなく、

　日記帳の財産的な出入りが一致するような形で記載して、初めて台帳が完成

　します。

という形で1つ1っ財産に関して計算し、台帳を作成します。
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2009年9月1日（第8講）

第10章　集計

　財産台帳の取りまとめに入ります。簿記を締めるにあたってどうしているかと

いうと、まず財産台帳に関しては、最後の「財産台帳集計表」に転記します。こ

れは土地や建物など1つずつ計算したものの総計額です。例えば土地であれば、

（25）ページの一番下、年度初めが5，530，000円、年度末あるいは次年度初めが

6，130，000円となっていて、その間、600，000円の財産的収入があったことにな

りますので、これらをそのまま「年度始価額」、「財産的取引による増減」、年度

末にあたる「年度始価額」にそれぞれ転記します。「財産的取引による増減」と

しては、土地を購入して現金が出ていきましたので、財産的支出の結果として

600，000円が財産に加わっていることになります。『演習用帳簿』にもそれぞれ

の台帳が空欄で記載されていて、最後に集計表がありますが、それぞれの台帳か

らそれぞれの集計表に転記して、静態計算の締めを行います。

（1）固定資産

　　『記帳の解説』（51）ページに具体例が記載されています。「土地」「建物」

　「大植物」「大家畜」「大機具」の「計（固定資産）」として、年度初めの「年

　度始価額」、年度末の丁年の「年度始価額」、その間の変動を表わす「固定資

　産償却額」（減価償却費として減ってくるもの）と「固定資産増殖額」（財産

　が増えてプラスになるものと、記帳のフロー計算で増えたもの）がすべて記

　載される形になります。この場合、私のレジュメ8ページ「3）財産台帳集

　計表」にも説明してありますが、土地に減価償却費はあり得ませんので、そ

　ういうものには斜線を、そしてあまり発生しないもの、あるいは簡便法では

　無視してもよいけれども、発生した場合は記載するものについては破線を引

　いてあります。このように財産台帳へそれぞれ転記をして締めを行う。これ

　が固定資産の評価です。

（2）流動資産

　　流動資産もそれぞれ転記を行います。「未販売現物」は「供用財」（生産に

　仕向けられる流動性財）ではなく「結果財」でしかあり得ませんので、「結
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果財」としての増減額がどうなっているかということで現物の棚卸しをしま

す。実際には減っておりますので、その減った部分が財産として小さくなっ

ているということで、「流動資産増減額」の「結果財」欄に「一）」で金額を

書き入れます。こうしてそれぞれの台帳から転記をすることによって集計表

を計算します。「購入現物」「中間生産物」等も同じように計算できますが、

「中高生産物」や「小植物」の「結果財」、あるいは「小農具」の「供用財」

などは、大きく変化した場合は記載されますが、簡便法を用いる場合は必要

ありません。そのほかの斜線部分は、あり得ないことですので記載する必要

はありません。このようにそれぞれ転記がなされ、流動資産についても年度

初めの「年度始価額」、年度末の「年度始価額」、「供用財」としての増減に

あたるもの、「結果財」としての増減にあたるものがここに記入されます。

流動資産ですので、「財産的取引による増減」は、あり得ないということで

記載されません。

（3）．流通資産

　　流通資産としての「現金」と「準現金」も財産台帳の集計をそのまま転記

　します。全額を転記していった結果、「計」欄に流通資産の合計額、年度初

　めの「年度始価額」、年度末の次年の「年度始価額」、その間の「財産的取引

　による増減」が記入されます。「財産的取引による増減」には財産的取引の

　みのプラスマイナスが記入されます。

（4）負債

　　負債も最後にそのまま転記を行います。

　　このように財産台帳すべてに関して記載がなされ、「財産的取引による増

　減」の全体が計算できます。固定資産に関しては減価償却額によるマイナス

　部分、増殖額によるプラス部分が年始・年末の財産の違いとして発生し、流

　動資産に関しては棚卸しをしたときの存在量の違いが財産の違いとして発

　生するという構造になります。

　財産台帳を集計した後、日記帳を集計します。繰り返しになりますが、日記帳

は、毎月あるいは1つ1つの取り引きに関して、〔「前からの繰越部分」と「収入

（所得的収入と財産的収入）」の合計〕と〔「支出部分（所得的支出、家計支出、
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財産的支出）」と

れています。

「次への繰越部分」の合計〕が常に均衡を保つ形で記入がなさ

第11章　決算

　そして最終的な決算として「農家経済決算B表」を作成していきますが、それ

がどういう構造を持つのか、レジュメ9ページをもとに説明していきます。

1）動態的計算方法をベースにしての決算

　①　粗所得算出

　　　農家全体の総もうけ高である「粗所得」を算出します。

　　　〔「所得的収入の集計」（1年間を通した所得的収入の集計額）〕と〔「現物

　　家計仕向け年計」（現物として家計に仕向けられた年計額）〕の合計。これは

　　動態計算（日記帳）から集計できるものです。そこに静態計算（財産台帳）

　　からの計算も組み入れます。まず「増殖額」として、固定資産の大動植物が

　　育って財産としての価値が増した部分を加えます。さらに「流動結果財増加

　　額」として、未販売現物で簡便法を用いた場合が重要になりますが、棚卸し

　　をしたときに財産として現物が増えていた部分を加えます。これらが日記帳

　　と財産台帳の両方からとらえた、その年につくり上げられた総価値、つまり

　　粗所得になります。

②　所得的失費

　　（レジュメ10ページ1行目の「＋現物外部支払い年計」、8行目の「粗所

　得の現物外部支払い年計は、所得的失費の現物外部支払い二一と等しくな

　る。」は削除）

　　それに対して費用として差し引くものが「所得的失費」の合計額になりま

　す。農家全体として所得を上げるために必要であった総費用を、所得を上げ

　るための失費、所得的失費として計算するということです。

　　まず、動態計算（日記帳）からの集計である「所得的支出の集計」に、「償

　却額」部分を財産台帳から失費として加えます。減価償却部分は財産台帳か

　らしか計算できません。複式簿記でいえば精算表で最後に帳尻合わせをする
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（決算整理）ことと同様で、財産台帳から固定資産の減価償却費を失費とし

て加えます。さらに「流動供用二二少額」として、現物・準現物で供用財と

して減少している部分、これも財産台帳から失費として加えます。最後に「賄

支給額」として、雇い人に対する支払い部分を動態計算（労働日誌）から失

費として加えます。雇い人へのまかないは、当時は農家にとって大きな費用

になっていました。

　これが費用として存在しますが、流動資産の中では簡便法を用いています

ので、購入現物のみを考えればいいということになります。年度初めと年度

末の差額がマイナスであれば投入したということで、ここではプラスとマイ

ナスを反対にします。費用としてはプラスになるわけですからプラスの形で

転記して計算をします。こうして「所得的失費」を計算していきます。

　『演習用帳簿』（40）ページの「農家経済決算B表」を参照してください。

最初に「粗所得」として、日記帳から計算される「所得的総収入」、台帳か

ら計算される「固定資産増殖額」と「流動結果財増加額」、これらの合計が

生み出された総価値額、「粗所得」になります。次に、所得を生み出すため

に犠牲になった費用部分の「所得的失費」として、日記帳から計算される「所

得的支出」、台帳から計算される「固定資産償却額」と「流動供用財減少額」。

ここでは減少額ですが、台帳のほうでマイナスになっているものをプラスに

して書き込まなければなりません。ですから下に〔注〕として転記する際に

は符号が逆になると書いてあります。そして労働日誌から計算される「まか

ない支給額」を合計して全体の犠牲額を計算します。その結果として、「農

家所得」というものを出していきます。

③農家所得算出

　　「粗所得」から「所得的失費」を差し引いた部分が、最終的に得られる「農

　家所得」になります。

④　家計費算出

　　「家計費」を「家計支出年記」と「家計仕向年計」とし、そこから雇用者

　へのまかないである「まかない支給額」を差し引いて、実際に家族が負担し

　た「家族負担家計費」を計算します。
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⑤農家経済余剰算出

　　そこで「農家所得」から、純粋に家族が負担した「家族負担家計費」を引

　いたものが最後に残る「農家経済余剰」になります。統計の集計表にも「農

　家経済余剰」が計算されていますが、このように計算されていきます。

　これが動態的計算（日記帳）をベースに計算されるものになります。ただ、

それだけではなく、財産法（ストック計算）あるいは静態的計算方法からも

計算を行います。

2）静態的計算方法からの決算

　①　農家財産純増加減

　　　「複計算簿記として、静態計算からの計算も同時に行う。簿記の構造上こ

　　ちらから計算しても、動態計算からの計算に一致する。まず財産の純増加温

　　を計算する」ということで、「年度末財産額」から「年度初財産額」を引い

　　たものが「農家財産純増高額」で、これが「農家経済余剰」に本来は一致す

　　べきものになります。

②　財産価値変動による損益

　　最後に、日記帳に記録されない資産価格変動による損益も考えなければな

　りません。これは土地および有価証券の売却による損益で、その価格変動部

　分も差し引いて計算すると、「農家財産純増加額」（ストックから計算される

財産の変化額と）と「農家経済余剰」（フローをベースにして計算されるも

　の）は、複計算で計算してきた結果として必ず一致します。ここで検算、つ

　まり自己監査が機能し簿記としてクローズしており、すべての計算がもれな

　く入っていることが確かめられるわけです。どこかにミスがある、あるいは

　現金の勘定がわからなくなると、計算が合わなくなりますので、計算の過程

　で検算できる構造であるということです。

　流れをわかりやすく図で表わしたものが、『自計式農家経済簿　記帳の解

説』（53）ページの「決算手続き」です。

　まず現金現物日記帳の結果として「所得的収入年忌」と「家計仕向年計」

が出てきます。それを加えたものが「所得的総収入」になります。さらに財
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産台帳のほうで計算される「増殖・増加額」を加えることによって、「粗所

得」が計算されます。

　一方で費用の部分は、まず日記帳からの「所得的支出活計」が出てきます。

それに財産台帳から「償却・減少」部分を加え、さらに労働日記帳から「雇

い人まかない支給年計」部分を加えることによって、全体の費用が計算され

ます。これが「所得的失費」になります。

　ここで日記帳からも台帳からも組み合わさって、初めて全体としての損益

が出ていることになりますので、それを差し引いたものが「農家所得」にな

ります。一方、現物「家計仕向紅血」と現金「家計支出年忌」を合計した「家

計費」が計算され、そこから「雇い人まかない支給額継紙」を引いたものが、

実際に家族が負担した「家族負担家計費」になります。そして「農家所得」

から「家族負担家計費」を引いたものが「農家経済余剰」になり、そこへ有

価証券などを売却した価格変動による損益を加えたものが、財産台帳だけか

ら計算した損益、つまり年度初めと年度末の差額部分である「財産純増加額」

と必ず一致します。なぜならば、財産台帳の「財産的取引による増減」の部

分に、現金現物日記帳で記載される変動部分をすべて組み入れているからで

す。この結果、最終的な「財産純増加額」と、「農家経済余剰」＋「土地お

よび有価証券売却による損益」が必ず一致する構造になります。これが最終

的な京大式簿記の構造です。

　等式としては、〔「年度始繰越金」に、現金が入ってきている部分の「所得

的収入年計」と「財産的収入小計」を足したもの〕と、〔現金が出ていった

部分の「所得的支出年回」「家計支出年計」「財産的支出一計」の合計に、「年

度末残金」を足したもの〕が常に等しくなるように現金現物日記帳では記入

されていますので、最終的に財産計算が一致する形になっています。ただし、

財産的取引による増減は、現金の出入りによる増減とは逆であるとみなして、

現金は出ていくが財産としては増えると考えますので、注意が必要です。

　これが帳簿上の仕組みになります。さらに、記入している段階から帳簿上

の仕組みまで、全部ひっくるめて必ずストック計算とフロー計算が一致する

という説明が必要になりますが、少なくとも帳簿の構造上、必ず一致するよ

うに簿記が構成されていることが決算の仕組みということになります。

一118一



【Q＆A】

K　　　単記式複計算簿記というのは大槻先生だけがっくって、日本だけで用い

　　　られたものですか。

浅見：　そうです。

K　　海外は複式ですか。

浅見：私の知る限りでは複式ではなく、単計算単記式の他計式で、調査員が集

　　　平するというやり方です。

K　　　大槻先生の文献がないということですが、どこから複計算が出てきたの

　　　か、やはりよくわからないのでしょうか。今日ここまで講義を受けてきて、

　　　よくここまで整合的にできているなと驚いているのですが。

浅見：統計の原簿を第1期から見ていくと、やはりだんだんこれに近づいてき

　　　ています。最初は、他形式は他計式でしたが、全然一致する保証もないの

　　　に多分一致するだろう、財産の増減額と家計費を加えたものが総所得にな

　　　るはずであろう、というだけでした。それからストックとフローと合わせ

　　　ることはせずに、基本的にフローで成果をとらえるということになってい

　　　ますが、帳簿は単式簿記なので、財産系統と損益系統とを常に一緒に書か

　　　ざるを得ないわけです。とにかく現金が入った・出たという記録だけで、

　　　それを調査員が鉛筆をなめなめ仕訳をしたわけですが、その仕訳の仕方に

　　　「臨時支出」「特別支出」という科目が徐々に出てきています。つまり「臨

　　　時支出」「特別支出」とか「臨時収入」「特別収入」とかいう形で、やはり

　　　投資などは別に考えなければいけないという形式に変わっていきます。そ

　　　の後、きちんと簿記的・会計学的に財産系統勘定と損益系統勘定で整理し

　　　た結果、この京大式簿記になっているようです。恐らくいろいろ試行錯誤

　　　して、農林省の統計についても大槻先生が加わって、また実際に自分でも

　　　集計されたはずですので、その中で思いついたのではないかと思います。

　　　あるいは、いろんな人とも相談されたのだと思います。

　　　　大槻改正の1つ前では、集計表の中で現金の収支がきちんと合うと書い

　　　てあるのですが、その解釈が何も書いてありませんでした。それが、大槻

　　　改正の後はまた他計式に戻るのですが、解釈の仕方は「臨時収支」とか「特

　　　別収支」とかではなく、「財産的収入」「財産的支出」という形でとらえな

　　　おされています。
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　　　　余談ですが、「財産的収支」という言葉はわかりにくいので、最近は使

　　　われなくなり、単純に「固定資産の売却」や「預貯金の引き出し」という

　　　項目に分かれていきます。しかし、農家経済調査では、2番目の項目は必

　　　ず現金収支で均衡するような、いうなれば自己監査機能がきっちり示され

　　　た上で、後のいろいろな項目、指標が紹介されるという形になっています。

C　．　簿記と農家経済の全体像をうまく結びつけた構造がよくわかりました。

　　　この大槻式の自計式農家経済簿は、農家経済の決算をきちんと出すことに

　　　関して非常に優れていて、特にB表のつくり方がとても優れていました。

　　　ただ、特に米農家が主流のような農業経済を考える上で必ずつくる米のバ

　　　ランスシートが、この簿記ではとてもつくりづらいです。つくれないこと

　　　はありませんが、ものすごく膨大な計算と拾い上げが必要になります。日

　　　本の戦前の農家経済調査の原簿では、もう少し米のフローチャートがわか

　　　りやすくなっていて、生産量が合うようなつくりになっていました。そう

　　　すると、この形に日本の農家経済調査が変わった時に、比較的米の総生産

　　　のようなものが把握しづらくなってしまったのですか。

浅見：　おっしゃるように、ものすごく部門計算しにくいですし、農業だけをと

　　　らえることも難しいです。農家全体をとらえる、農家を分析することから

　　　入ろうとして、それは経営と家計の未分離ということだけではなく、部門

　　　問の未分離ということもあったのかどうか、すべて1つの所得経済部面と

　　　してしまう、そういう発想でっくられたのだと思います。ですから次の段

　　　階で、『自計式農家経済簿　記帳の解説』（54）ページにある「農業経営分

　　　析諸表」というもの出てきて、少なくともまずは農業の計算がなされるわ

　　　けです。

C　　　「A　農業経営計算表」まではできるかなと思うんですけれども、「B

　　　部門計算表」となると、この簿記からは部門計算をやる気が全然起きない

　　　です。となると、もともとの発想がそこではなかったというか、それが主

　　　たる目的ではなかったということですね。

浅見：　農家全体をどう把握するかという発想だったと思います。

C　　この形で、稲作が主たる農家だけをサンプルとして拾って、稲作の生産

　　　関数をやろうとと思っても、今回のものは米の総生産量がないですね。

浅見：　この後で種目別に分けていきますが、その中の数量と価額でとらえられ

　　　ないこともないです。
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C　　　落ちさえなければ、家計消費に仕向けた部分と、販売部分と、現物支払

　　　いや掛売りで使った部分とを足し合わせて、期末の現物のストックの変化

　　　を書けば生産になりますが、総生産というのはそういう形でしか書けない

　　　わけですね。

浅見：　そうです。

　　　　経営分析に関して補足します。このように農家全体で計算して、部門ま

　　　ではいきませんが、少なくとも農業と農外、いわゆる農家ではなく農業所

　　　得や農業経費をどのように出していくのかということです。ご指摘にもあ

　　　りましたとおり、さらに部門別にするのはかなり煩雑になりまずけれども、

　　　まず種目別に再整理を行います。その上で農業だけを集めて、農業の粗収

　　　益という形で計算します。しかも最初は「粗所得」としていたものが、な

　　　ぜ「粗収益」になるのかということですが、「粗所得」だけではなく、（54）

　　　ページ下の計算式に「農業粗収益」＝「農業粗所得」＋「農業から兼・副

　　　業への仕向価額」とあるように、「農業から兼・副業への仕向価額」も加

　　　えなければなりません。この記録は現物整理表という補助簿にあります。

　　　仕向価額がなければ問題ありませんが、あった場合には、「農業粗所得」

　　　と「農業粗収益」という概念はかなり違ってきます。それでもこうして調

　　　整をすることによって、「農業粗収益」（農業だけが生み出す価値額）が計

　　　算されることになります。

　　　　同時に、種目別に再整理することによって、費用のほうも、今までは「所

　　　得的失費」としていたものを「農業所得的失費」として農業に関する失費

　　　部分だけを集め、それに「兼・副業からの仕受価額」がある場合には調整

　　　して、本来の意味の農業独自にかかった費用ということで「農業経営費」

　　　とします。ここで初めて、統計で使われている「農業経営費」や「農業粗

　　　所得」という用語と一致することになります。「農業粗所得」と「農業経

　　　営費」が対象としているものは一緒になりますし、「兼・副業への仕向価

　　　額」が現実にはどの程度のものかわかりませんが、あまりなければ一致す

　　　るということなります。

　　　　次に「農業純収益」＝「農業粗収益」一「農業経営費」、この「農業純

　　　収益」です。最初に大槻正男は「経済主体によって言葉の概念が異なる」

　　　と言いましたが、ここでいう「農業純収益」は小農経済的な農業純収益で

　　　すし、「農業経営費」も小農経済的な農業経営費で、家族経営が対象です。
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D

ここでは家族農業労働力と自己資本と自作地から経営される農家を考え

ますので、その上での「農業粗収益」一「農業経営費」＝「農業純収益」

ですから、これはすなわち統計でいう「農業所得」と全く等しいものにな

ります。ですから、この計算結果が、統計の集計表、あるいは公表されて

いる集計表の「農業所得」になります。

　さらには「農業所得」から、今は「自己資本」まで見ているわけですか

ら、その部分まで差し引いたものが、次に出てくる「家族農業労働報酬」

です。それも計算して、最終的に（56）ページの「農企業利潤」＝「農業

粗収益」一「農業生産費用」ど労ります。ここでの生産費とは、所有にか

かわりなく投入されている費用のことですので、最終的に残る企業利潤に

なります。

　このように、この自計式簿記でずっとやってきましたけれども、農業と

いうことに関連して若干調整をすることで、統計や一般のスタンダードな

農業経営学でいわれている概念と、ここで一致しているということになり

ます。ですから統計の結果で出ている「農業経営費」などは、それまでの

統計、あるいはそれ以降の統計と全く同じものになっています。その当時

の計算はちょっと大変だったと思いますけれども。

　大槻先生がこの簿記をつくった時に、データをとってはいるけれども、

あまり分析向きではないという方向で進んだことの背景には、農家経済は

家計と経営が分離できないから、実際に農家が自分たちの利潤を追求しな

がら経営をするとか、どれぐらい自分が投入して、どれぐらいの利益を得

られているのかとか、そういう効率性の面に対して無自覚に経営している

がゆえに非常に苦しい状態に追い込まれているという感覚がもしあった

とするならば、それは戦前の中小小売商の話と全く同じような気がします。

中小の小売商というのは、ざるが置いてあって、そこに売上金を放り込ん

で、自分の家のものを買うときはそのざるからお金を取って買うというよ

うに一緒くたになっていて、自分たちがどのくらい利潤を得ているのかよ

くわからない、まさにどんぶり勘定で進んでいるから経営が行き詰るんだ

という議論がありました。もし大槻先生が同じような感覚を持っていたと

すると、とにかく農家の人たちに、自分たちが何をしているかということ

をまず気づいてほしい、どのように利益を得ているか実際に帳簿をつけて

気づいてほしいと考えて、まずつけやすい帳簿をつくろうとされていたの
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　　　でしょうか。生産費の話があっても、とりあえずそちらのほうへ進んだと

　　　すると、大槻先生は京大式の農家経済調査に限らず、それ以前の農家経済

　　　調査にしても、非常にサンプル数の少ない、情報にバイアスがあるような

　　　サンプルだけを取って調査をしていますけれ’ども、ゆくゆくはサンプルを

　　　もっと下のほうに広げて、経営概念というものを下のほうにも普及させた

　　　いと考えられていたのでしょうか。

浅見：　自計式という名前にもあるように、農家が自分で記帳して、自分で経済

　　　状態を把握してもらいたいというところがら出てきていると思いますが、

　　　逆にいえば統計の原簿としては使いづらい。ですから改正されてしまった

　　　のだと思います。ただ、財布が1つで非常に困窮状態にあった当時の農家

　　　はとても複式簿記を使えるような段階ではありませんでした。そういう中

　　　で、まず農家が自分の経済状態をわかるようにするための工夫をされたの

　　　だと思います。統計のほうにも携わっておられたので、両方とも考えてお

　　　られたとは思いますが、まずは自分で記帳するという発想であったかと思

　　　います。

D　・　もっとサンプルを増やそうとか、もっと下のランクの経営状態をつかま

　　　えようとか、そういう動きなりご意見なりが大槻先生ご自身にはあったの

　　　でしょうか。

浅見：　簿記会計のほかの先生が言うには、当時の状況から考えると、こんなや

　　　やこしい簿記をつけている状態ではないという農家がほとんどであった

　　　そうです。もっと広げるためにはさらに簡単にしょうということで簡易式

　　　農業簿記というものがっくられましたので、下に広めようという意識はあ

　　　つたと思いますが、やはり簿記としてきちんとしたものをつくりたいとい

　　　うことが最初の発想であったと思います。

A　　　統計調査として考えるよりも、むしろ啓蒙的な手段と考えていらしたの

　　　かもしれないですね。

浅見：　それがまずあったのだと思います。

A　　　戦後の統計局が実施した家計調査では、3カ月間あるは半年間だったか

　　　と思いますけれども、その間に自分の家計の構造がわかって家計状況がよ

　　　くなっていきました。そういう意味で、調査されることによって調査対象

　　　が変化してしまうというバイアスをどう取り除くかということで、サンプ

　　　リングに非常に工夫をして、全サンプルのうち6分の1ずつを順次入れ替
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　　　えていくというサンプリングの仕方をしているぐらいですから、統計デー

　　　タを正確に得るというところに主眼があるとすれば、そういう工夫が多分

　　　どこかで出てきても不思議はない気がするのですが、そういうことはお考

　　　えにはなっていないような感じですね。

浅見：　そうですね。まずは自分で記帳させようという。

F　　　これが出てきたのが昭和恐慌を過ぎて経済更正運動の時期で、その時の

　　　先生の事例などを読んでいくと、やはり調査簿としてはほとんど念頭に置

　　　いてなかったのではないかと思います。多分、農家はB表までわかればい

　　　いというぐらいの感じで、本当に農家が自分で計算できて、自ら決算でき

　　　るという簿記をまず開発したいということで、多分大槻式の簿記が生まれ

　　　たのではないかと思います。

A　　　お話を伺っていると、そういう印象を受けますね。

F　　私もそういう感じがすごくします。

A　　　それにしても、これは記帳する側として相当面倒なことは確かですね。

　　　戦後の家計調査の場合にも、あまりにも面倒なので調査拒否する世帯が非

　　　常に多くて、あまり表には出てきませんけれども、代替サンプルを選ぶ率

　　　が50％近くになるという話もありました。この場合、調査拒否はなかっ

　　　たかもしれませんが、相当な負担がかかったと思います。

F　　　実際の調査で使われたとき、集計したのは調査員ですか。

浅見：　自計式ですが、最終的な段階は調査員ということになります。

F　　　B表ぐらいまでは農家がやっていたということですか。

浅見：　明確ではありませんが、最終的に農業所得などを全部出すところまでは

　　　やっていないと思いますので、B表までは出させようとしたのだと思いま

　　　す。

H　．　京大にあるものを見ると、集計表に調査員の名前が書いてあります。

F　　集計の手間が省けるからこれを導入したわけではなく、簿記としての完

　　　成度が高いからこれを導入したということになりますね。

浅見：　もちろん、簿記としてでしょうね。

H　　　農林省のものが、どこまでこれを問うやり方をしているか、わからない

　　　ですね。

浅見：　でも集計表を見る限りは、ほとんど一緒になっています。

H　　集計表はそうですけれども、補助簿もつけさせていますよね。当然、三
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　　　目ごとに、統計表では入れていますよね。

浅見：　恐らくはつくっていると思います。

M：調査員1人当たり、何世帯ぐらいを受け持っているものなのでしょうか。

K　：　大槻改正の時に確か1県30世帯ぐらいで、その前までが1県で6世帯

　　　か9世帯でした。

A　　　我々がデータベース化している時期のものに関していえば、1県はほと

　　　んど同じ手で書かれています。

K　　　大槻改正の後が1県当たり30世帯になっているので、そうなると技師

　　　のハンデが増えます。

A　　　どのくらい手間がかかるものか、調べてみる価値はありますね。

M　．技師をどう養成するかという話ともつながってくると思いますが、どう

　　　していたのでしょうか。

浅見：　まず技官の方がこれを理解していなければなりません。

A　　　私は台湾のことを調べていますが、大槻改正の時期よりずっと前の台湾

　　　では、自計式なのか他計式なのか帳簿の様式はわかりませんけれども、農

　　　家世帯に記帳させて、それを基に集計したと書かれています。異民族とい

　　　うこともあると思いますが、調査対象の世帯よりも調査員のほうが多かっ

　　　たようですけれども、日記帳までチェックして転記することまで調査員が

　　　やるとなると、それぐらいの手間はかかるかと思います。

K　　戦後に大槻先生が全国いろんな所へ行って、京大式農家簿記の講習会を

　　　開いていました。国のほうをそのイメージでとらえていいのかわかりませ

　　　んが、そういう形でやっていかないと技師は育たないと思うので、何らか

　　　の形でやっていたかとは思いますけれども、調べてみないとわかりません。

K　　　京大の学生が灘賀に行って帳簿の監査をざれていましたが、効果はどう

　　　だったのでしょうか。

浅見：あの時は私も行きましたけれども、農家に対する効果ということですか。

K　　はい。農家が自計式でやって、それを浅見先生がチェックしたのですか。

浅見：そうです。帳簿は農家がつけていて、学生が農家に行ってそれを集計す

　　　るという簿記の演習がありました。

M　・その農家はどのように選別したのでしょうか。定点観測でずっと続けて

　　　いるわけですね。

浅見：　そうです。
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Mそうすると、初めに対象になった農家が継続的に対象になるということ

　　　ですか。

浅見・　すべてがそうではないですが、比較的多いですね。

M先生がなさった時は、数にしてどのぐらいの農家が対象になりましたか。

浅見：それぞれ1人1戸ぐらいで、私もそれについて農家に行って、記帳の結

　　　果を見て集計をするという作業でした。京大には専門の技官の方が何人も

　　　いらしたので、実際にはその方が全部集計をして経営分析までされている

　　　形でした。

A　．　今もされていますか。

浅見：　していないです。

M　　　していないということは、技官の方がその仕事を対象としなくなったと

　　　いうことですか。

浅見：　実用性の面からいって、同じ努力をするなら複式簿記のほうがいいとい

　　　うことです。農業経営の形態も変わっていきますし、今は農家の方も教育

　　　の程度が高く、パソコンも十分普及していますから、現在では複式簿記が

　　　普通になっています。中にはファンがまだ何人かいらっしゃいますけど、

　　　基本的にはほとんど複式です。

F　　京大簿記を書き続けた自分、みたいな本が2冊ぐらい出ていましたね。

1　　農家経済統計は生産費の調査から経営費の調査に変わっていると聞いた

　　　のですが、調査方法も変わってしまったのでしょうか。

浅見：　農水省農家経済調査（農家経済調査報告）は、1995年に生産費統計と

　　　統合して農業経営動向統計となりますが、さらに2004年かち経営形態別

　　　経営統計（個別経営）となって、様式が大きく変わります。一番大きなこ

　　　とは、家計費の把握を中止したことです。家計費がわからなければ緯合的

　　　な調査はできませんが、家計費は統計局の家計調査で調査しているわけで

　　　すから、何も農家だけ特別にする必要もないということで、基本的には予

　　　算や人員の関係だと思いますけれども、家計費調査がとりやめになったの

　　　で、帳簿形式や集計方法も今は全く変わってきています。

1　　利用する場合、生産費と経営費を目的に応じて使い分けをしなければい

　　　けないと思います。経費費は収益、生産費は効率性を見るのに適していま

　　　すが、経営費だけしかない場合、効率性とかの分析はできないでしょうか。

浅見：　効率性の定義にもよると思います。残余報酬部分が農業所得ですから、
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　　　収益性という意味で申し上げただけで、経営費の情報を見ることによって、

　　　特に物財や土地面積の情報から、適正なインプットがなされているかとい

　　　うことで、効率性の分析は十分できると思います。

1　　96年ぐらいから経営費になった関係でデータの値が変わっていたので、

　　　調査方法も変わってしまったのかなという疑問を感じましたので。

浅見：　現場の段階で調査そのものが変わっているわけではありませんので、組

　　　み替えれば計算できると思います。

J　　実際、農家にとってものすごい手間だと感じています。調査にあたって

　　　協力費が出ていたにしても、脱落してしまうとか、投げ出すとか、拒否す

　　　る事例はあったのでしょうか。それから、本当に自計をさせなければいけ

　　　ないところまで、技官の人がかなり深いところまで立ち入るような調査が

　　　実態としてあるのでしょうか。ここまで複雑なものを、当時の農家の人た

　　　ちがどこまで理解していて、それが実態としてどう反映されていたのでし

　　　ようか。．

浅見：　データでは途切れている名前がたくさんあるので、脱落したのか、デー

　　　タとしてなくなったのかはわからないのですが、随分変わっていることは

　　　事実です。どれだけ農家がわかっていたかというは、集計表としてはきち

　　　んとしたものが出来上がっていますから、少なくとも帳簿の仕訳まではし

　　　ていたのではないかと思います。この仕訳が難しいので、指導はされてい

　　　たと思いますが、実態がどうだったかは私もよくわかりません。ただ、今

　　　でも1人1人、作業日誌と労働調査と現金収支の日誌を渡して、毎日全部

　　　つけるように農水省の出張所の技官の方がかなり指導されていますし、帳

　　　簿がいい加減にならないように台帳もあるわけです。ですから基本的な形

　　　態は、日誌をつけたり台帳をつけたりする段階まではきちんとされていま

　　　す。戦後は他計式で、仕訳を全部出張所の人が伝票に書き入れていました

　　　ので、事務所のほうでは膨大な作業になっていますが。

J　　農家経済調査には何回か段階がありましたが、方向が変わっても農家は

　　　そこそこ柔軟に対応していったということになるのでしょうか。

浅見：負担であったことは間違いないと思います、単式のものから多桁式の仕

　　　訳をするというやり方には。しかも農家数が急激に増えていますので、多

　　　分、一から指導されていったのだと思いますけれども。

A　　　日誌や台帳をはじめとして、農家が記入した資料はすべて農林省が引き
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　　　上げたのですか。

浅見：　恐らく初期のころは、台帳や日記帳が残っていますから、引き上げたの

　　　ではないでしょうか。

A　　　大槻改正の後に関しても、そのように考えてよろしいでしょうか。残っ

　　　ていないのはどうしてなのかと思うのですが。

浅見：　確かに1つも残ってないですね。

A　　　それが残っていれば、何か調査員が手を入れた跡もわかって、今の話に

　　　関しても考えられるかなと思ったのですが、やはり破棄されてしまったと

　　　いうことでしょうか。

浅見：　今の段階ではどうしているのか、聞いてみます。

F　　　中央集査方式が大正十何年かで終わって、その後は地方分査方式になつ

　　　ていたと記憶しています。

A　　　地方分査方式はどこで集計していましたか。

F　　地方で集計して、その集計表が中央に送られてきたということかと思い

　　　ます。

A　　　地方というと、県の農会のレベルですか。そうすると、資料を引き上げ

　　　たとしても、そこで止まっている可能性が高いですね。

F　　　記入した原簿のレベルでは、そこにとどまっている可能性があるのでは

　　　ないかと。

A　　　そうすると、残っていない可能性が非常に高いですね。

F　　　そうですね。大正10年～12年ぐらいの農林省の原簿が京大に残ってい

　　　ますが、その年度が中央集査方式の時期で、大槻正男がちょうど農林省に

　　　いた時でした。ですから、そのコネクションで一部だけ凍簿を京大に持つ

　　　てきたのではないかと。

A　　　それで台帳から日誌まで、すべてあるわけですね。

F　　　そうです。それは農家経済調査簿（その1）、（その2）という、農家レ

　　　ベルで記入してあるものです。

A　　1県分だけでも出てくれば、資料の成り立ちがわかって面白いのですが。
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2009年9月2日（第9講）

第12章　京大式簿記の理解（林祐賢による）　［発表者：林　幸司（一橋大学）］

　これから発表していただく柏祐賢という先生は、農業哲学といいますか、一

般の農業経済学とは少し違った分野をご専門にされているのですが、たくさんの

著書がある方です。たとえばその1っに『経済秩序個性論』という、戦前の中国

の経済秩序をマックス・ウェーバーとシュムペーターの観点からとらえたものが

ありまして、その中で中国は「エージェンシー関係で形成されている社会である。

市場経済ではない」という面白い考えをされております。一方で、この理解しに

くい大槻簿記に対して非常に鋭い解釈をされる方でもありましたので、後にも先

にも、柏祐賢の論考が一番的確に大槻式簿記をとらえているものと思われます。

当時の文体でわかりにくい言葉遣いもあると思いますが、以下の資料について発

表をお願いします。

柏祐賢「現金受払式簿記の複式簿記的性格一大槻教授『自計主義、農家経済簿

記』の理解一」

（柏祐賢著作集第11巻『農…学のゆくえ』、京都産業大学出版会、1987に所収）

　この論文は昭和13年（1938年）に出ているものですが、大槻正男先生につい

て、どのように理解すればいいかを書かれています。その際のたたき台になって

いるものが、昭和11年（1936年）に出された『自計主義、農家経済簿記（草案）』

についての解釈です。

（一）序説

　序説の中では、複式簿記の一般的理論についてまとめています。

◎　簿記学上の基本理論

（1）簿記の記録対象たる取引は、常に「入り」と「出で」の相平衡する二側

　　面を持ち、会計結果の貸借平均を可能にする。

　　　ここでいう「簿記学上の取引」というのは、「私経済の記録すべき対象
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をなすもの」であると。ですから、「私経済の財産又は資本の在高及び内

容形態に、増減又は変化を惹起せしむるところの一切の出来事」のことを

指すということです。この「取引」というのは「出で」と「入り」という

2つの側面を持っていて、「この二重側面は相均衡し、常に相等しい」は

ずであるということです。この2つの側面を持つ「すべての取引について、

ありのままに記帳する」というのが複式簿記であるということです。この

貸借平衡の原理というのは、「随時勘定記入の正否を検証しうる」もので

あるから、「複式簿記の強制的自己完了作用の其の一」をなしている。こ

れがまず第1の指摘です。

（2）簿記の記録対象たる取引は、財産在高の増減に従って資本の額に変化を

　　及ぼすものと、財産形態に変化を及ぼすに過ぎざるものとの二系統に分別

　　せられ、会計結果の二重表示を可能にする。

　　　つまり「取引が私経済体を構成する財産・その抽象的総和たる資本にい

　　かなる変化を与えるか」ということです。これについて、

　　　①　具体的形態たる財産に形態変化を及ぼすのみにて、従って抽象的

　　　　総和たる資本に増減を及ぼさざる取引…　　財産取引、交換取引。

　　　②　具体的形態たる財産にその在高の増減を惹起せしめ、従って同時

　　　　に抽象的総和たる資本にその額の増減を招かしむる取引…　　財産

　　　　資本取引、損益取引。

　　という2つの側面があります。こうしたものを端的に容認して、会計結果

　　を簿記上に見出そうというのが複式簿記です。

　　　その勘定についても、

　　　①　具体的形態たる財産に属する勘定…　　資産負債勘定、財産勘定

　　　②　その抽象的総和たる資本に属する勘定…　　資本勘定、損益勘定

　　という2つの分類があります。

　　　このような複式簿記の組織は、会計結果の二重表示を持っています。

　　　　・資本勘定において貸方残高として損益余剰が表示される。

　　　　・財産勘定において借方残高として純財産増加額が表示される。

　　そして「資産負債対照計算残高と損益計算残高が終局的に一致する」。こ

　　れが「強制的自己完了作用（自己監査）の其の二」であるということです。
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◎　複式簿記の問題点

　　この論文の面白い点は、複式簿記の問題点を提示してそれにフォローを入

　れるという形式をとっていることです。

　　①　その借方、貸方の観念の仕方、財産、資本の概念の理解は、現在に

　　　おける商工業者よりも遙かに知識程度の低き農業者においては、極め

　　　て容易ならざること。

　　②農業又は農家経済は極めて複雑多岐なるものではあるが、その取引

　　　回数は多からず、複雑なる勘定の分割設定及び二重記帳は却って繁多

　　　に過ぎ、その効果必ずしも高からざること。

　　この2つの点で問題があるとしています。ですから、「そのままの形態で

　は、農業・農家経済適格性を有し得ない」のですが、しかしかといって「単

　なる決算計算・数量計算を出ない単式簿記では、資本主義経済社会への適応

　ができない」ということで、「現金受払式簿記が発達してきたのである」と

　まとめています。

（二）『自計主義、農家経済簿記』の複式簿記的性格

　次に大槻先生の自計式農家経済簿記の複式簿記的性格について分析します。

（1）現金取引を続っての本簿記の組織

　　　「本簿記においては一切の取引を現金取引に分解し、その現金側面のみ

　　を記録計算することによって一切の取引を現金だけの出入によりて洩れ

　　なく把握し記録計算を簡易化し機械化しようとするのである」とし、次の

　　問題を指摘しています。

①　複式簿記における財産系統勘定としての現金勘定の外形的拡大

　（イ）あらゆる取引はこれを現金取引に分解して考えること。

　（ロ）本簿記においては、あらゆる取引はその二側面中（2つの側面の

　　中で）現金なる側面についてのみ単記し、他の側面については別に記

　　入をなさない。

　つまりこれは

　　・記帳全体が一体として財産勘定としての現金勘定を構成している。

　　・多旧式構造を設けている一それぞれ別々の勘定をなしていると見る
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　のではなく、現金勘定の借方および貸方欄の内訳をなしていると理

　解すべき。

ということです。

②「財産勘定としての現金勘定の残高欄への内面的退化」というものが

　見られ、これが「本簿記の内面的複二三」を表わしているということで、

　ここでいくつかの事項について検証しています。

　　◎　本簿記が複記を前提とする複計算組織であるかどうか。

　　　（イ）取引の二重側面が記帳面へ如何なる形で現れているか。

　　　　　・　物々交換、掛取引、振替取引の場合、「別々の三つの取引

　　　　　　すなわち物々交換の場合は売及び買の両取引、言及び振替取

　　　　　　引の場合においては売買及び貸借の両取引の結合されたる

　　　　　　ものという擬制に立つ」ということです。これはつまり、「実

　　　　　　際上の一取引を二つの取引に分解し、分解された二つの各々

　　　　　　の取引の各一面の記入」ということで、「二つの単側面の記

　　　　　　入」ということになって、「元の一取引のみについて見れば

　　　　　　結局複記入」ということになります。

　　　　　・　現金取引については「外形上は単記入」ですけれども「残

　　　　　　高欄が他側面の記入をなしている。元帳勘定口座をなしてい

　　　　　　る」ということになります。

　　　　　＊　「他の口座とは形態を異にする残高欄」ということで、残

　　　　　　高欄は「収入と支出との二二がない、累積記入」の形になつ

　　　　　　ているということです。

　　　（ロ）二系統の勘定口座が如何なる形で設定されているか。

　　　　　①　　「資産負債勘定（財産勘定）」について、現金勘定は「残

　　　　　　高欄」になっており、その他の資産負債勘定については「財

　　　　　　産的収入・支出の二欄」が設けられているとしています。

　　　　　②　　「損益勘定（資本勘定）」については、所得経済勘定が「所

　　　　　　得的収入・支出の二欄」になっており、家計経済勘定は「家

　　　　　　計支出の一欄」になっているとしています。

　　　　　☆　これらは「決算上必要最小限」の勘定口座を設定している

　　　　　　ということになり、「小農の現実に照らしたもの」であると
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指摘しています。

◎　ここで問題点を指摘しています。

　・　「外形二上はすべてが財産勘定としての現金勘定であり、多桁

　　の各口座はその内訳分類」であるということです。そして「内面

　　的にはその内訳口座こそ真の勘定口座」ということですから、「本

　　簿記組織中には財産勘定としての現金勘定が存在しない」という

　　ことになります。

　　　このように「形態上退化した現金勘定口座」ということになつ

　　ているわけですから、「現金勘定の内訳として現れている諸口座

　　のなかに、一現金勘定口座を設定することは許されない」という

　　ことになります。ですから「全体を締めくくる現金残高欄が、実

　　質的な現金勘定欄になっている」という指摘です。

　・　現金勘定の内訳分類の形式によって設定された各口座は、実質

　　的には現金勘定とは別の勘定であり、現金勘定の反対勘定をなし

　　ている。

　　　記入を外形態的に現金勘定記入として見れば、その借方欄、貸

　　二二の記入が正常体をなしている。

　　　→同一の記入を、その内訳口座即ち現金勘定の反対勘定の立場

　　　　から見るならば、普通の元帳組織の場合の記入とは正反対に

　　　　なって、借方、貸方の関係は全く逆になる。

　・　「残高欄は累積的記入であるから、このような問題はない」と

　　しています。

☆　このような指摘があって、：最後に「本簿記は、外形上単記式

簿記」であるけれども「内面的には複式簿記の単記式化したもの」

であるという理解が示されています。

（附）本簿記における分類集計の意義

　　昨日も分析を主眼にしていないのではないかという質問がありま

　したが、そこを鋭く指摘されています。

　　　「必要最小限の勘定口座」ということですから、「決算後に各取引
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の分類集計を行わなければならない」わけです。これはつまり「分類

集計は、簿記の本質的部分ではなく、補助的な意義しか持たない」と

いう性格を持っているということです。これについては「貸借整理帳

などの補助簿を用いれば、容易に分類集計ができる」というフォロー

を入れています。

（2）本簿記における強制的自己統制

　　①この自己監査機能については「静態、動態なる外形的仕組み」が設け

られている。

　　　　　「一切の取引を分解することによって現金取引として取り扱うという

　　　　事実から、財産台帳は静態的計算帳、日記帳は動態的計算帳という2

　　　　つの側面が引き出されている」ということです。

　　　　　日記帳は、「一切の取引を包含」している。「外形二上は現金取引帳」

　　　　であって、取引の「動態を把握」するもの。財産台帳は、「日記帳に対

　　　　比される静態計算帳」である、としています。

②財産、資本の両計算による自己統制の性能

　◎　静態的計算

　　　ここではいろいろな式を用意して説明しています。

　　　まず静態計算について式が続き、レジュメ4ページの3品目に整理

　　された式が設定されています。

　　　　　年度末財産評価額一年度始財産評価額

　　　　　　　　＝固定資産増殖二一固定資産減価額

　　　　　　　　　　＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　　　　＋財産的取引に依る財産増加額一財産的取引に依

　　　　　る財産減少額

　　　　　　　　　　一年度始現金在高＋年度末現金在高

　　　　　　　　＝年度内純財産増加（減少）額　　　　　　　　　　　L

　　という式が示されています。

　　　財産台帳においては、財産取引による財産増加額、減少額として次

　　のような式が設定されています。

　　　　　財産的取引に依る財産増加額＝財産的支出
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　　　財産的取引に依る財産減少額＝財産的収入一財産価格の変動

　　　による益（損）

ということです。

◎「財産的収入は、ある財産の財産的取引による財産減少額を現して

いない」という指摘がなされます。「資産の売却価額と年度始評価額

との差額は、所得的収入（支出）ではなく、財産的収入欄に含まれる」。

つまり、「財産的収入を以て財産的取引による財産減少額とすること

はできない。財産価格の変動による益（損）の額だけ差し引いた額と

しなければならない」と指摘されています。

　年度内純財産増加（減少）額において、次のような式が設定されて

います。

　　　年度内純財産増加額

　　　　　　＝固定資産増殖三一固定資産減少額

　　　　　　　＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　＋財産的支出一（財産的収入一財産価格の変動による

　　　　　　　益（損））

　　　　　　　一年度始現金在高＋年度末現金在高

こういう式が設定されております。これらが静態計算です。

◎　動態的計算

　　動態的計算については、

　　　　（所得的収入＋固定資産の増殖額一固定資産の減価額

　　　　　　　　　　＋流動資産の増加二一流動資産の減少額）

　　　　　　　　　　一（家計支出＋所得的支出）

　　　　　　　　　＝年度内純資本増加額即ち余剰（純儲け額）

　となります。

　　自己統制作用という側面からすれば、静態計算と動態計算の結果が

　一致しなければならない。つまり「年度内純財産増加額」というのは

　「年度内余剰即ち儲け高」とイコールにならなければならないという

　ことです。

　　ただ「実際は、年度内において売却せる資産の価格変動による益

　（損）額だけ、財産増加額が大となっている　　財産を売却した価額
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の全額を財産的収入としているから」。つまり、

　　　年度内純財産増加額一財産価格の変動による益（損）

　　　　　　＝年度内余剰即ち儲け高

ということから、いろいろ式がありますが省略して、レジュメ5ペー

ジの6行目に飛びます。

　　　（財産的支出一財産的収入）＋（年度末現金在高一年度始現金

　　　在高）

　　　　　　＝（所得的収入一所得的支出）＋（0一家計支出）

となるはずであるとします。ここで、左辺のほうが「静態計算の簡易

化された表現」で、右辺のほうが「動態計算の結果の表現」であると

いうことです。

　つまり、左辺の計算結果は、財産勘定系統に属する「現金勘定口座」

の残高と、「その他の財産勘定口座」との和を示しており、「財産計算

または資産負債計算を表している」ということになります。

　右辺の計算結果は、損益勘定系統に属する「所得経済勘定口座」の

残高と、「家計経済勘定口座」との和を示しており、「資本計算又は損

益計算を表している」ということになります。

☆　ここで、本簿記における静態、動態の仕組みによる自己監査が確

認できるとしています。「複式簿記における財産、資本の二計算によ

る自己監査の巧妙な加工」であることが理解できるのだということで

す。

　各月末についても同様の検証力を持っているとしています。

　（各月財産的支出一各月財産的収入）＋（各月末現金在高一各月始

現金在高）

　　　＝各月所得的収入一（各月所得的支出＋各月家計支出）

ということです。

☆　ここでまた鋭い指摘がなされておりますが、ここでいう自己監査

能力というのは、「取引記入上の誤謬に対する監査能力を意味するの

み」なのだとして、「計算における評価（年度始及び年度末財産評価
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額が適正かどうかなど）は監査能力の範囲の外である」という指摘が

なされています。

◎　財産計算帳と日記帳の関係　　　　　　　　　　　　　　・

　　では財産計算帳と日記帳の2者の関係についてはどうなのかとい

　うことで、複式簿記の立場からすれば、日記帳の「所得的収入・支出」

　及び「家計支出」欄というのは資本計算である。同様に日記帳の「財

　産的収入・支出」及び「残高」欄というのは財産計算である。という

　ことです。

　　一方、財産台帳の「財産的取引による増減」欄というのは、日記帳

　における「財産的収入・支出」欄の分類転記されたものであって、財

　産計算に属する。財産台帳の「増殖」欄及び「減価」欄というのは、

　資本計算にも財産計算にも関する、両者を修正する数字の算出欄であ

　る。財産台帳の「年度始及び年度末の財産価格」欄というのは、財産

　状態に対する一種の貸借対照表であって、記入結果の意味の完成であ

　る。ということです。

☆　ここで、「本簿記においては、日記帳＝財産計算帳であると同時

に資本計算帳」である。「財産台帳＝財産計算帳であると同時に資本

計算帳」である。そして記帳の順序から「財産台帳は、日記帳に対す

る補完の意味を持つ」とまとめられています。

そして、財産台帳と日記帳の関係を次のように表しています。

1　財産（資産負債）計算帳

①日記帳における「財産的収入、支出」欄

②日記帳における「残高」欄

③財産台帳における財産の「増殖」欄及び「減価」欄

④　　（財産台帳における「財産的取引による増減」欄）

⑤　財産台帳における「年度始及び年度末価格」欄

以上の5つがあるということです。
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■　資本（損益）計算帳

①　日記帳における「所得的収入・支出」欄

②　日記帳における「家計支出」欄

③　財産台帳における財産の「増殖」欄及び「減価」欄

④（資本計算系統においては、資本勘定は退化し、損益勘定のみとなって

　いる）

　このような関係があるということです。

◎　財産の「増殖及び減価」欄

　　ここで、財産台帳について注意するべき点として、財産の「増殖及び減価」

　欄について指摘されています。

　　複式簿記においては、単一勘定によらず、混合勘定によっているわけです

　が、本簿記では、「混合勘定を排除、別個に計算された減価又は増殖額を、

　財産、資本の両計算に追補する形式」をとっているということです。

☆　このようなことから、この簿記においては「二つの計算の発揮と消化」

の性格があるということです。

　（1）財産構成部分の変動を見る計算

　（2）資本の増減を見る計算

ということがなされているということです。

（三）むすび

◎　現金受払式簿記の特質とその性格

　　むすびとして、現金受払式簿記の特質についてまとめています。

　　（1）一切の取引は現金取引に分解還元し、その現金側面を単記するが、

　　　　現実ありのままの取引として見れば、なお複記の性格を保持している。

　　（2）現金取引による外形的単記化に起因して、動態計算、静態計算の仕

　　　　組みを構成しているが、なお現金取引の内訳分類の形式によって、財

　　　　産、資本の二勘定系統が青山できる。

　　　　→このことから「簿記結果の自己監査性能が遺憾なく具備されてい

　　　　る」と解釈されています。
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◎　このような現金受払式簿記の性格は、簿記一般にも通じる性格を持ってる

　ということで、『産業組合簿記』などが引き合いに出されています。

◎　これはなぜ出てくるのかということで、これが柏先生の強調されたいこと

　であろうと思いますが、「農業経営者の記帳余裕やその経営経済内における

　取引の実情に照らすと、単式簿記の簡易さを保持する必要がある。しかし複

　式簿記の性能によらなければ、経営結果の経理は困難である。ここに、日本

　において単式・複式の両簿記が総合され現金受払式簿記が発達した理由があ

　る」というむすびにされています。

第12章二二　京大式簿記の理解（補足説明）

　ありがとうございました。内容について細かく説明していただきましたが、私

自身も昔の論文は難しいなという印象を受けているところです。京大式簿記を複

式簿記でどう解釈したらいいのか。つまり複式簿記は誰もが認める正規の簿記と

いうことで、もれのない構造になっているわけですけれども、それと比較してど

うなのかを細かく検証されているのではないかと思います。

　ここで少しだけ複式簿記の考え方を述べると、基本は〔財産＝資本〕です。貸

借対照表を考えていただければいいと思いますけれども、資産から負債を差し引

いたものが財産面においてとらえられる最終的な利益部分を含む、所有関係を考

えた上での自分が持っている全財産（資本）になるわけです。それに資本という

のは自分が持っているもともとのお金ですから、それが経済活動の結果、損失も

発生しますが、その後の利益が形成されることによって資本が増えていき、財産

面と損益面で均衡が成立します。この等式関係をどんどん書いていくのが複式簿

記になっていくわけです。もともと持っている部分に対して加わっていく部分と

解釈できるかと思いますが、静態的な部分と動態的な部分を両方表します。つま

り〔財産＝資本〕は、〔資産一負債＝資本一損失＋利益〕であり、これを移項す

れば、〔「資産」＋「損失」＝「負債」＋「資本」＋「利益」〕、こういう等式が常

に成り立つように記入をしていくことになるわけです。ですから、「出で」「入り」

という2つの側面がありますから、常に両方とも記入していぐということと同時

に、財産面と損益面を常に考えていくということが、複式簿記の一番最初のとこ

一139一



うに出てくることです。名義上、右側を貸方、左側を借方と呼び、利益が出たら

右側に、損失が出たら左側に書きますが、必ず反対勘定を書いていきましょうと

いうことで、最初の仕訳帳が記載されるわけです。それが右左と言っていること

です。

　先ほどもご質問がありましたが、反対になるのはなぜかというと、複式簿記の

書き方では利益は右側に書くものですから、例えば何らかの売上があったら、反

対勘定で現金が入ってきて、何らかの売上として右側に○○、左側に現金が○○

というように、反対勘定で常に「入り」と「出で」を書きます。費用部分が出て

きたら、何らかの費用は左側のほうに書いて、それに対して現金が出ていきます

から、反対勘定として右側に書きます。約束事ですけれども、複式簿記では必ず

反対勘定を書いていきます。単式では現金だけでどんどん押さえていくので一本

化されてしまいまずけれども、複式であれば必ず反対記入をしていきますから、

最終的に「入り」と「出で」が一致する構造になっています。ですから、普通の

複式簿記では最終的に貸借均衡の結果、財産計算も損益計算も一致する構造にな

っていますが、単純な単記式単計算ではそういう構造になっていないので、この

京大式簿記ではどうなっているのかということを説明されているのだと、私は解

釈しております。

　ですから最初の「入り」と「出で」は反対記入。必ず出ていけば入ってくる。

現金が入ってくれば何らかのものが出ている。牛を売れば現金：は入ってくるけれ

ども、牛は出ていくという反対記入。これは売上とされ、牛の販売という科目が

つくられます。複式簿記は細かく勘定科目をつくって、それをばらばらにしたも

のをまた統合する作業を行って、しかし全部が反対記入をしているので必ず最終

的に一致するという仕組みになっているので、それが京大式簿記ではどうなって

いるのかという議論がなされているわけです。「出で」と「入り」と、もう1つ

は「財産勘定」と「損益勘定」がどうなっているのか、必ず両方を考えているわ

けですけれども、単式簿記の場合ではその2つの側面で考えないところを、どう

やって一致させているのかという問題点に対して回答するという形になってい

ると思います。

　なかなか文章等が難しくてわかりづらいところも多いと思いますが、じっくり

説明していただきましたので、私もあらためて納得したところがありました。こ

の方式で考えてみましょうということで京大式簿記の構造を見ると、2っの特徴

として、1つは、「外形的拡大」という独特の用語を使っておりまずけれども、
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すべて現金勘定1つにしてしまうということ。これが単式簿記たるゆえんですけ

れども、現金勘定へすべて分解することで、当時の農家としては煩雑な複式簿記

的な仕訳をする必要なく、現金の記入だけですべての活動をとらえることができ

るとしたわけです。

　もう1つは、現金勘定だけであれば、反対記入をしなければいけないことに対

してどういう工夫をしているのか、どのように反対勘定をとらえているのかとい

う説明がなされています。ひとつは現金取引に分解します。分解しているという

ことは、「入り」と「出で」を分けているということになっていますので、それ

がすなわち二重記入となります。二重記入のところを思い出していただくと、

物々交換のときに必ず「所得的支出」と「所得的収入」の両方に記入することで、

ちょうど複式簿記のように反対記入をなしていることになります。そのほかの買

掛けや振替などでも、現金取引に分解すること自体が二重記入であることから、

複式簿記と同じことをしているということでした。

　ところが、ほとんどの場合である現金取引のときは二重記入をしていない、ど

こで二重記入をしているのかということに対して、これが面白い解釈なのですが、

重要なところで、「残金」欄で二重記入をしているということです。つまり現金

取引の分解であれば「所得的取引」とか「財産的支出」とかの問での取引であっ

て、残金には触れません。しかし現金に動きがあったときには、「所得的収入」

とか「家計支出」とかのいろいろな欄に1っ書いて、それに対応して「残金」欄

も変わるわけです。そして、通常の複式簿記のようにその変わった額を書くので

はなく、残高を書いていくわけですが、変化は二重でとらえている、という解釈

ができるのではないかということです。この現金勘定を「残金」でとらえること

を「現金勘定の残高欄への退化」という言葉で呼んでいます。大槻正男があえて

このように考えていたのかはわかりませんが、柏祐賢は複式簿記を理解して、残

高勘定というものを上手に解釈しています。だからこそ、単式簿記でありながら

複式簿記と全く同じことをしているという評価をしているわけです。それが柏論

文の内容ではないかと思われます。

　そういう構造ですので、自計式簿記を財産勘定・損益勘定で考えると、財産勘

定としては2つの勘定でとらえます。1つは現金勘定を「残金」欄でとらえ、も

う1っは財産勘定であるその他の財産を「財産的収入」「財産的支出」欄でとら

えるとしています。

　それに対して損益勘定は所得経済部面では「所得的収入」「所得的支出∫、そし
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て家計経済部面では「家計支出」だけに絞り込んで、実態とかけ離れているかも

しれませんが、会計学上の勘定体系としては非常にきれいに単純化されています。

「家計支出」だけに絞ると5つの勘定科目だけで複計算ができると評価していま

す。膨大な数の勘定科目を逐一分解して整理しなければならない複式簿記は、発

展途上にあった小農的な農家には意味がないとして、農家勘定科目をできるだけ

少なくすることからそういう構造になったのではないかと考えています。

　簿記の一番重要な自己監査機能、検算機能でありますが、財産勘定系統の等式

と所得系統の等式とが等しくなる形できれいに均衡式ができます（柏論文レジュ

メ5ページ2っ目の式参照）。左辺の（財産的支出一財産的収入）＋（年度末現

金在高一年度始現金在高）が財産勘定、右辺の（所得的収入一所得的支出）＋一（0

一家計支出）が損益勘定なっているということです。このように常に自己監査で

きる構造になっていることが、柏論文の一番言いたかったことなのではないかと

思います。

　当時の農家の教育水準の問題もありますが、勘定科目を商業活動的にバラバラ

にする意味合いはほとんどなく、昨日もご指摘がありましたように、小売商がざ

るにお金を入れて、そこから適当に取っていくのと同じようなことを農家もして

いたわけで、年度末と年度初めの現金が本来は合うはずであるのに、途中で子ど

もがアイスクリームを買うために取ったかもしれないし、何をしたかも全然わか

らない。そのような自分の経営状態を把握することが非常に難しい状況の中でも、

しっかり記録を取ることができるように工夫された簿記であったと解釈できる

と思います。

　ということで、当時から現在に至るまで、柏祐賢が一番正しく構造を理解して

いたのではないかと思います。この枠組みの下で、さらに京大式簿記の仕組みを

もう少し説明していきます（浅見先生レジュメ10ページ参照）。

第13章　京大式簿記の仕組み

1）残金勘定と反対勘定の二重記入

　　複式簿記的な構造であるということで、第一に残金勘定と反対勘定の二重記

　入が常になされます。見かけは現金勘定のみの単式簿記そのものですが、残金

　は単なるとりまとめではなく、残金自身に意味づけがあるということで、残金
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勘定もひとつの勘定であり、常に現金収支を分類して記録していると理解でき

ます。複式簿記は必ず反対勘定で、現金に対しては「入り」と「出で」を記入

することと同じように、現金の動きがあった場合、残金をとらえることによっ

て「収入」「支出」という形で反対勘定を常に記入する構造になります。

　現金現物日記帳を見ると「残金」欄は基本的に引いたり足したりしている累

積額にすぎませんが、その差額分を現金勘定として考えれば、すべて常に記入

していることになります。現金の動きに対して具体的にどういう取引、どうい

う経済的な行為が発生しているのかをきちんと記録する。その記録の具体的な

内容を「財産的収支」「所得的収支」「家計支出」という科目に分けることで、

現金の動きの反対勘定を常に記録している形式になるということです。

　繰り返しになりますが、複式簿記の仕訳をするように、日記を書いて仕訳を

していきます。最初の段階で常に「入り」と咄で」を書くのと同じように、

現金に対する反対の具体的な行動を記録する構造になっています。残金は基本

的に財産勘定である「現金勘定」です。その反対勘定の財産的収支である「現

金以外の財産勘定（損益に関係しない勘定）」も財産勘定です。その「現金勘

定」の反対勘定として、財産勘定の「財産的収支」、損益勘定の「所得的収支」、

そして「家計支出」を別勘定で毎回記入します。それにより、貸借均衡と同じ

ように、〔「所得的収入」一「所得的支出」一「財産的支出」＋「財産的収入」

一「家計支出」＝「残金」〕という等式が成立します。つまり、大槻正男は単

記入であると言っていますが、実際に記入していることは複記入と同じである

ということです。

　集計段階で最終的に調整する財産価格の変動を除いて考えると、〔「年度末残

金」一「年度始繰越金」＋「財産的支出」一「財産的収入」＝「所得的収入」

一「所得的支出」一「家計費」〕という等式が得られ、左辺は財産計算（静態

計算）、右辺は損益計算（動態計算）にあたります。この両辺に財産台帳の増

減部分、現物の増減部分、減価償却部分を加えると、静態計算と動態計算の結

果が農家経済余剰と一致する構造になるということです。

2）動態計算と静態計算の一致と自己監査

　　決算を行った段階で、現物日記帳（動態計算）の純儲け額（農家経済余剰）

　と、財産台帳（静態計算）の財産の純増加が一致するということですが、なぜ

　決算の段階で一致するのかというと、常に均衡式が成り立つように複記入をし
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ているためということになります。

　柏論文にもありましたが、静態計算からは実際に何をしているのかというと、

「農家財産純増加額」は、まず「財産的支出年計」から「財産的収入年計」を

差し引きます。（財産台帳で財産的収支の結果が出ていますが、これは動態計

算（日記帳）と一致するように記録されています）。そこから「資産価格変動

による利益」（固定資産の売却などを行った場合）を差し引きます。そこから

さらに減価償却費を差し引き、大動物・大植物の増殖減部分を加え、流動資産

（現物）の増減額で調整し、そこに「年度末残金」から「年度始繰越金：」を差

し引いた手持ち現金の変化額を加えます。これが財産計算から算出されるもの

です。

　動態計算ではどう計算しているかというと、「粗所得」から「所得的失費」

を引いて、「家族負担家計費」を引いていたものを「純儲け額（農家経済余剰）」

としています。もう少し具体的に見ると、「粗所得」とは、「所得収入年計」と

「生産物家計仕向年計」を加えたものに、大動物・大植物の増殖部分と現物が

増えた部分を加えます。これは財産台帳からですから、静態計算と全く同じも

のが加えられることになります。そこから「所得的支出年計」（日記帳（動態

計算）から計算）、減価償却費、現物の減少部分、まかない支給額、そして家

族負担家計費を差し引きます。

　差し引くとどういう状態になるかというと、〔「財産的支出年高」一「財産的

収入年計」＋「年度末残金」一「年度始繰越現金」一「資産価格変動による利

益」＝「所得的収入心計」．一「所得的支出年計」＋「生産物家計仕向心計」一

「家族負担家計費」一「まかない支給額」〕という等式が成立します。

　結局、柏さんと同じことになるわけですけれども、レジュメ12ページの（1）

式のように、〔（財産的支出一財産的収入）＋（年度末現金一年度始繰越現金）

＝（所得的収入年計一所得的支出年計）＋（0一家計費）〕となります。家計は

消費主体であって家計収入は考えないということから「0」とします。この結

果として、「現金以外の財産勘定」＋「現金勘定」、つまり財産勘定と、「所得

経済勘定」＋「家計経済勘定」、すなわち損益勘定が最終的に均衡します。「入

り」と「出で」を複記入することにより、財産系統と損益系統が均衡するよう

に計算されると解釈されます。

　これが単記入複計算簿記ですが、実は複記入複計算簿記になっています。も

ちろん複式簿記のような細かい勘定で、もれなく全部の経済活動を記録するわ

一144一



けではありませんが、非常に単純化した勘定科目の、均衡している、もれのな

いクローズした簿記、簿記の内部ですべてが完結する、そういう簿記構造にな

っているということです。

【Q＆A】

C　：簿記全体に関する質問です。ここで出てきた静態的・動態的というのは、

　　　簿記では標準的な使い方なのでしょうか。

浅見：　標準的といえるかと思います。

C　：　ミクロ経済学とは逆で、財産の年度末変化をミクロ経済では動態的と呼

　　　んでいるものですから。もう一点は、柏論文に関するレジュメに「取引記

　　　二上の誤謬に対する監査能力とは自己監査能力を意味するのみで、計算に

　　　おける評価はその範囲外」とありまずけれども、これは簿記すべてに共通

　　　する問題ではないでしょうか。別に大槻さんのフォーマットだからそうな

　　　るわけではないと思いますが。

浅見：そうですね。ただ計算が間違っていないかどうかという。ジャンクイン、

　　　ジャンクアウトと同じで、記入していること自体が、自己評価自体が間違

　　　っていたら、どうしょうもないところです。

K　：柏論文に関するレジュメの最終ページ、現金受払簿記の記述の中に産業

　　　組合簿記が出てきますが、これは当時の簿記システムに影響力を持ってい

　　　たものなのでしょうか。

浅見：　京大式簿記が有畜農業経営に関する調査で試行錯誤的に使われていて、

　　　昭和17年から農家経済統計で農林省が実際に帳簿として使ったと同時に、

　　　産業組合簿記に関してもこの形式で普及されるようになったのではない

　　　かと思います。

2009年9．月2日（第10講i）

第14章　農林省農家経済調査の簿記様式の変遷について

1）　はじめに

　戦前からの農家経済統計の全体の流れの中で京大式簿記がどういう位置づ
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けになっていたのか、『農家経済統計の簿記様式の変遷（改訂版）』に沿って説

明していきます。農家経済調査が簿記でつけられているということで、その簿

記構造に注目してレビューしていきます。

　統計としての農家経済調査は、いろいろな分類がありますが、簿記様式から

すると、1913年の帝国農会による農家経済調査の様式が最初（第1期）に導

入されたものと考えていいかと思います。それから農林省によって行われるこ

とになりますが、2番目に個票の簿記様式の中身から見ると、「農家経済調査

成績カード入れ」という集計表が第2期、そして内容的に少し変わって第3

期になります。それから第3番目に「農家経済調査結果表」、これが一橋大学

で主にやっていただいているものです。そして第4番目、1942年に大槻改正

があって、それまでの簿記構造とは大きく変わります。そして戦後1949年（昭

和24年）に再度大きく変わりました。ひと言でいえば京大式があまりにも煩

雑で、調査原簿の簿記には向かないということが原因だと思います。その後、

若干の改定はありまずけれども、同じ簿記の形式で、農家経済調査統計で非常

に長い間引き継がれていきます。1995年に生産費統計と総合して、統計の名

称が「農家経済調査」から「農業経営統計」に変わりますが、簿記の形態は大

きく変わることはなく、1949年につくりだされたものが2003年まで続けら

れました。ただしその後、2004年忌非常に大きく変わります。一番大きな違

いは家計費の把握を全く行わなくなったことで、今までのように農家経済全体

としてとらえるのが不可能になり、農業経営としてとらえていくという形にな

りました。集計表も「農業経営統計調査個別結果表」という形態で現在まで来

ています。農家経済調査として億終わりますが非常に歴史も古く、経済発展途

上の段階から経済発展段階に至るまでの個別レベルのデータがあることには

間違いなく、大いに価値があることになります。

　簿記に関してはどうかというと、簿記そのものは明治時代から導入され、当

初は複式簿記で、商業簿記がそのまま農業へ直輸入された形でした。精緻：では

ありまずけれども、商業簿記・工業簿記を基にしたものから経営だけをとりあ

げて、そのまま農業にあてはめていたり、当期純利益を対象にしたりしていま

した。当時の小農がこういう形態の複式簿記を使うことは難しいということで、

最初に農家向けの簿記として紹介されてきたのが、スイスのラウルという人の

簿記形態でした。ラウルの簿記自体は非常に緻密で、当時の文献はドイツ語の

ひげ文字ですから読解も専門家でなければ難しい状況でしたが、それを単純化
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して、最初に日本で農家向けに出されたものが、佐藤寛次の『農家の簿記』と

いう本でした。これがラウルを基に農家を対象にした最初の簿記といえるかと

思います。しかし、これはうウルの中でも単計算簿記を導入したもので、かな

り粗雑な部分があり、計算結果も齪歯吾やもれが生じやすく、簿記としての完備

性に関して非常に問題がありました。これに対する反省として近藤康雄が『農

業簿記学』を完成させていきまずけれども、家事費用も労働の再生産過程とみ

なしての複式簿記の形態のため、記帳の煩雑さが残る状態で、注目はされまし

たが、普及までに至ることはありませんでした。その一方で、単式簿記を複式

簿記のように扱う工夫をした『京大式簿記』が大槻正男によって開発されて、

これが農家経済調査でも採用される形になりました。

　戦後においても、日本の農家をさらに分析していこうということで、簿記の

普及が図られていくわけですけれども、しかし農業経営形態が大きく様変わり

し、独立的・資本家的・企業家的に運営されるような状況になりましたので、

実際の帳簿としては農業の概念を適応させるような複式簿記が定着して、農業

経営部門を経営と家計に分離して、経営を分析する簿記というものが出てきま

した。特に採卵経営などの農企業を対象にして、財務会計あるいは管理会計と

いった会計学の分野において複式簿記が完成するようになり、かつて採用され

てきた京大式簿記は使われなくなりました。複式簿記に関していろいろ教科書

等が出て、農業大学等の実務科レベル、あるいは農業高校等でも当然のように

複式簿記で教育がなされていきます。ですから現在では、複式簿記を標準とす

る農業会計学という形になってきております。たとえば『農業会計の新展開』

という本が出されておりますが、数少ない農業簿記や農業会計の研究者が農業

会計をまとめようとした一例です。

　余談になりますが、大槻正男は京大の退職後、東京農大に就職されています

ので、東京農大にも京大式簿記のファンがたくさん出てきて、東京農大でも研

究や普及がされてきたのですが、実用性という意味はだんだんと欠けてきたと

いうことです。『農業会計の新展開』編者の松田藤四郎は東京農大の理事長を

されていた方ですが、この方は典型的な大槻簿記の継承者です。そういう方向

で、簿記としてはほとんど使われなくなりましたが、個票の記録はこの簿記で

されているので、この簿記を理解しないと意味がわからないということです。

　もう一方で、農家経済統計はどういう形になってきたかというと、戦後、大

槻改正の後も、加用信文さんたちによって、非常に大きく様変わりして現在の

一147一



体系ができ、あくまでも統計の原簿として、簿記記帳そのものを目的とするの

●ではなく、統計をつくるための簿記であるということで、もう一度単純化され

て単式簿記になりました。ただ、大槻簿記で考え出されたような概念や自己監

査の仕組みは十分に吸収しながら、発展的に簡略化されていきました。

2）単式簿記と複式簿記

　　全体の流れを考えてもらうために、簿記というものがどういうものなのか、

　共通する部分もあるかと思いますけれども、単式簿記や複式簿記と比較しなが

　ら、京大式簿記の位置づけを考えていきます。

（1）複式簿記

　　複式簿記というのはどういう構造になっているのか、そこから考えていき

　ます。通常の企業はすべて複式簿記を使いますので、非常に緻密な、もれの

　ない計算方法が確立されています。今でもどう評価したらいいのか、どちら

　に費用を組み入れたらいいのか、いろいろ議論されまずけれども、そういう

　中で最も単純化して考えると、日々の現金の収入を考えた場合、複式簿記や

　単式簿記ではどうとらえるのかを話していきます。

　　技術的に計算を現実に合わせるために、経過勘定、繰延費用、引当金、資

　本名目勘定など、いろいろな勘定科目がつくられますが、現金現物日記帳と

　の比較のために、現金出納帳が実在（現にあるということ）勘定から構成さ

　れているものと単純化して、現金だけで構成される場合に複式簿記であれば

　どのように対応するのかを考えていきます。

　　現金を代表とする実在勘定だけでは損益計算はできないことになります。

　つまり、今、勘定はありますが、日々の現金を書いていくわけですけれども、

　そこからは資本や収入や損益というものは計算できないので、実際の簿記で

　はどうしているのかというと、名目勘定というものをつくります。それが収

　入や費用という勘定科目になりますが、そういう勘定科目に対応させて、複

　式簿記では計算をしていくことになります。

　　実在勘定と名目勘定ということを考えれば、財産系統の勘定と損益系統の

　勘定が理解しやすくなります。交換取引というのは何かというと、財産形態

　の違い。財産の存在そのものを見ているのが「財産系統実在勘定」です。財

　産系統実在勘定は、交換取引で財産系統実在勘定に対応します。実在勘定の
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中でも損益に関係するもの、もうけや損失に関係するものがあります。これ

は実在勘定の中でも「損益系統実在勘定」と簿記では呼んでいます。交換取

引では、財産系統実在勘定に対応するものとして「財産系統実在勘定」があ

りますが、損益取引では、損益系統実在勘定に対応する実在勘定がないので

「名目勘定」がこれに対応します。

　複式簿記では、ストックを含めたすべての取引が勘定として網羅されて、

資本金でも何でもすべて勘定科目として取り上げ、期首の状態から日々すべ

てバラバラにして、フローも書いて、それを集計して、最初の段階では仕訳

帳に書きます。仕訳帳にする前に元帳（日々の計算をつけていく日記帳）が

あります。それを仕訳けて、仕訳帳をつくって、それをバラバラにして、統

合して、検算を行う試算表があって、それを組み替えて、減価償却などで調

整して、最終的に損益計算書と貸借対照表をつくっていくのが通常の複式簿

記です。

　すべての取引は貸借均衡のルールに従って必ず反対勘定で複記入されま

す。3ページの図を参照してください。財産に関係する勘定と、損益に関係

する勘定があるわけですけれども、財産に関係する勘定であれば、複記入す

る場合には、土地の購入であれば現金の反対勘定は土地、あるいは固定資産、

あるいは具体的な財として出てきます。ですから財産系統の実在勘定と、他

の財産系統の実在勘定の交換（交換取引）であれば、両方必ず複記入ができ

ますから簡単にできます。しかし損益に関係する勘定は、毎日の元帳の段階

ではそれに対応する勘定科目がありませんので、これをつくらなければなり

ません。それを名目勘定と呼びます。これは柏祐賢のところでも出てきまし

たけれども、財産系統実在勘定の交換であれば、そのまま複記入していきま

すが、損益系統勘定になると収入の側面も考えていかなければなりません。

ところが単式簿記ではこういうことができず、そのまま計算することができ

ないということが説明されています。

　繰り返しますが、損益系統勘定に関しては名目勘定をつくります。名目勘

定（資本、費用、利益など）を合計することによって、損益系統の結果が出

てきます。財産系統の計算に関しては、そのまま財産に関する勘定を加えて、

最終的に残る在高の勘定科目を合計します。財産系統と損益系統とが貸借が

均衡するように、必ず一致するように記入していますので、計算結果も必ず

一致しなければいけないわけです。そこで最終的に試算表というものをつく
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って、計算の結果、財産系統からの利益も損益系統からの利益もぴったり合

うということで検算をしていきます。それが複式簿記の通常のやり方になり

ます。

　ですから、常に反対記入をしていきます。現金に対して、実在勘定であれ

ば（例えば土地であれば）、反対記入は実際にある財産ですから、すぐでき

るわけですけれども、損益の場合は「売上」などの名目勘定をつくることに

よって対応します。後でこれをバラバラにして、仕訳けて、まとめていくわ

けです。今はパソコンですぐできますが、昔はこれを伝票でバラバラにして、

それをまとめ上げるという作業をしていました。右と左とが必ず均衡するよ

うに記入していきますので、結果として右と左は均衡し、試算表の段階で一

致して、財産系統と損益系統の利益計算結果も一致します。これが複式簿記

です。ひと言でいえば、一致するように、最終的に検算できるような仕組み

になっているものが、通常の複式簿記です。

（2）単記式単計算簿記

　　それに対して単記式単計算簿記はどうなっているのかというと、4ページ

　の第2図を見ると、財産系統の実在勘定と損益系統の実在勘定があって、毎

　日記録をしていきますが、反対記入をするわけではなくて、現金出納帳に現

　金の出入りをずっと書いていきます。これが損益に関係するものなのか、財

　産の交換にあたるものなのか、特に考えることなく、とにかく現金の記録を

　ずっとつけていくのが単式簿記です。複式簿記であれば、きちんと名目勘定

　をつけて、反対記入をして、仕訳をしていくという形ですが、単式簿記の場

　合には、そのままずっと書いて、最終的にどうするかというと、拾い上げ計

　算をして、損益に関係するものだけを取り上げます。毎日の現金だけではわ

　からない減価償却などがありますから、それを調整して決算を行うというこ

　とが、基本的な単式簿記の考え方です。

（3）単記式複計算簿記

　　両者を対照させながら考えていくと、いったい京大式簿記というのはどう

　なっているか。複式簿記であれば名目勘定を書くので、それがすぐ損益系統

　なのか財産系統なのかということがわかりますが、一般の単式簿記では、2

　つの系統が一緒くたに記入されて、、実際に農家がつけている帳簿も、常に現
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金の出入りだけを書いていますので、どちらかわからないということになり

ます。それを調査員が拾い上げて、どちらかを判断する他計式で計算をして

いたというのが、統計でのもともとのやり方だったのだと思います。

　それに対して京大式簿記はそうではなく、帳簿をつける段階で、財産系統

なのか損益系統なのかを仕訳けて記録していきます。財産系統であれば財産

的収支を反対勘定として書きます。現金勘定を残高として考えれば、その反

対勘定が財産的収支であれば、財産系統勘定だとすぐわかるように記入をし

ます。損益系統勘定であれば、所得的収支あるいは家計支出という形で振り

分けて記入をするという形態になっています。ですから単純な単記式単計算

簿記が、とにかく現金の記録だけを書いて、年度末にその記録を見ながら、

この現金の出入りはいったいどっちなのだろうかという判断を逐一しなけ

ればならない構造であるのに対し、京大式簿記は財産系統と損益系統をしっ

かり分けているということが非常に大きな特徴になります。

　財産系統勘定で複計算・複記入をしていきますので、財産的収支や残金が、

静態的な計算書である財産台帳のほうにそのまま最終的に記載されます。財

産台帳のほうに日記帳からの財産的な収支による動きが記載される項があ

りましたけれども、それをきちん書きます。それだけではなく、もちろん残

金の出入りも最終的に財産台帳のほうへ、年度初めと年度末の現金を連動さ

せて書く形になっています。年度末の決算の場合にも、所得的収支であれば、

それだけを合計したものを集めればよく、だからこれはいうなれば自計式な

のです。他計式であっても、調査員がどちらに振り分けられているのかを見

て、記入して、決算が行われます。そういう、単記式単計算簿記ではなく、

また複式簿記のようなきっちりした構造ではありませんけれども、単記式の

記入にしながら複式の特徴をつかんでいるということです。

　繰り返しになりまずけれども、複式簿記の場合には必ず反対記入をして、

一致するように記入していくわけですから、一致するはずです。そういう構

造になっているのに対し、その点を単記式単計算簿記というのは何も考慮さ

れておらず、一致する保証はありません。間違いなく計算すれば一致するで

しょうけれども、何の保証もなく財産の動きと毎目の取引の結果が一致する

だろうと考えているわけです。それに対して京大式の場合には、単式簿記で

あっても、やはり一致するように仕訳をする仕組みになっているので、農家

経済余剰と財産の純増額は一致します。単式でありながら複式と同じ構造を
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持っていることになります。もちろん、この京大式簿記にも不十分な点があ

って、さまざまな勘定科目が出てきた場合、それを分析するためには複式簿

記のほうがはるかにいいわけですが、戦前のこの段階では十分に京大式簿記

で対応できたということになると思います。

3）単記式単計算簿記でのストック計算とフロー計算の乖離（第1期農家経済調

査）

　　以上の予備的な知識の下で、農家経済統計がどういう簿記を使ってきたのか

　を説明します。1913年に帝国農会が初めて農家経済を知るために調査を行い

　ました。この時にはラウルを基にした佐藤の簿記が基礎的には使われました。

　どういう計算をしていたのか、説明が今は残っておりませんので、佐藤の簿記

　から類推するしかありませんが、これを考えてみたいと思います。

（1）帳簿

　　帳簿等はしっかりつけさせていて、少なくとも作業日誌、現金出納帳、現

　物受払帳、財産台帳という、最も必要な帳簿はつけていたようです。単式簿

　記なので記帳は容易ですけれども、財産面でのストックの変化、つまり農業

　独自の、動植物が増殖をするということも、この時から理解して導入してい

　ました。

　①　作業日誌

　　　それぞれ労働日記を書いていきます。

　②　現金出納帳

　　　現金の出入りを書いていきますが、完全な単記式単計算簿記で、現金が

　　一日ごとにどうなっているかということをただ羅列していくだけです。

　③　現物受払帳

　　　現物のやりとりも、出入りを記録していくだけです。現物の評価も、そ

　　れぞれの段階で評価をします。

　④　財産台帳

　　　財産の状態を全部記録します。もちろん、調査員が行って確認などをし

　　たと思いますけれども、当初から農業用と非農業用をきちんと分けて記帳

　　させるなど、いろいろな工夫がなされて、年度初めと年度末の財産をしつ

　　かり押さえるという構造になっています。
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（2）決算

　　当初から、フローからの計算とストックからの計算の両面でとらえようと

　していましたが、別に連動して記録されているわけではなく、一致する保証

　は何もありませんでした。

（2－1）　フローからの単計算

　　佐藤の『農家の簿記』に従って話を進めていきます。

　①　農業総収入

　　〔「農業総収入」〒「販売代金」＋「農業財産利用収入」＋「農産物の農

　業・副業・家事仕向け」（家事仕向けをここに含めています）＋「未販売農

　産物」＋「動植物の増殖額」（この辺はきちんと押さえています）＋「現物

　の増価」〕と評価しています。

　　　カード入れの統計調査の原簿を見ると、〔「農業総収益」＝「販売額」＋

　　「家事仕向額」＋「小作米支払額」＋「その他仕向額（兼業、現物払い出

　　し、固定資産造成）」＋「年度始に対する年度末現物」＋「動植物増価」

　　＋「特別収入（牛馬の賃貸など）」〕としています。中間生産物は含みませ

　　んが、兼業仕向額を農業総収益に計算してしまっています。また本来は投

　　資にあたる固定資本造成分までも農業総収益に含めてしまっています。こ

　　れは交換取引にあたるものですから、単純に総収益に加えていいものでは

　　ありませんけれども、最初は総生産額にかかわるものを全部加えていまし

　　た。ですから当初は非常に混乱して計算がなされていたことになります。

　②　農業経費

　　　『農家の簿記』では「農業経費」という言葉を使いますが、〔「農業経費」

　　＝「現金支出」＋「現物支出」＋「減価償却」＋「家族労働報酬」〕とい

　　う形で定義しています。ここでは家族労働報酬を費用として見積っている

　　ことが以降とは大きな違いです。ですから、現在の所得とは違う概念が、

　　最初は求められているということです。

　　　特に統計調査のほうでは「農業経営費」という言葉を使いながら、家族

　　の見積労働報酬も含めています。これは同じ用語ですけれども、その後の

　　定義とは全く違いますので、仕訳けて解釈しなければならないことになり

　　ます。固定資産造成に用いられた場合は計上しておらず、中間生産物も含
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　めないということです。農家は自己資本経営とみなして、小作料、負債利

　子は費用に含めないということです。つまり当初は純収益としての企業利

潤に近いものを成果としてみなそうとしていたと思われます。また、損益

　系統や財産系統という概念もありませんので、混在しているものを調査員

　が1つ1つ検討しながら拾い出してまとめあげたのだろうと思われますが、

　これに財産台帳の情報を加えて計算がなされることになります。今、使わ

　れている農業経営費の概念、定義とは異なります。

③　農業純収益

　　その結果として『農家の簿記』では「農業純収益」、統計では「農業純

　生産」という言葉を使っていますが、これはあくまでも家族労働費まで含

　めて計算した結果です。

④　農業所得

　　次に「農業所得」が計算されます。これは所得ということですから、「農

　業純生産」に「家族・手伝人の見積労働報酬」まで含めて、農業所得と考

　えているわけです。ですから当初は、農家というのはいったい何かという

　混乱がまだあって、この次の段階で小農的という今に至るまでのとらえ方

　になるのだと思いますけれども、ドイツからいろいろな概念が入ってきて、

　日本の農家をどうとらえていいのかわからない段階で、雑然とした概念や

　言葉が使われているという段階です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハノ⑤　家族労働報酬

　　「家族労働報酬」にしても、そのまま計算するのではなく、〔（「農業所得」

一「農業純生産」＊0．05）／労働日数〕という、あくまでも便宜的な使い

方がなされています。

　　こういうごとを考えると、定義が一致せずに混乱が見られる状態ですか

　ら、最初の段階の集計表を使う場合には、それ以降の統計とそのまま比較

　せずに、言葉の定義をしなおすことが必要です。

（2－2）ストックからの単計算

　　同時にストックからも計算しなければならないとしており、財産の純増額

　からも計算できるはずだとしています。

　①　農家の総所得

　　『農家の簿記』では、「農家の総所得」を「所得とは農家の総収入額と二
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産の増加額の合計とし、生計の維持と貯蓄にあてる」と定義しています。つ

まり、「財産増加額」＋「農家の生計費」を「農家の総所得」という定義に

してしまっていますので、その後の概念とも違いますし、そのままフローか

らの計算と一致する保証は何もありません。しかし、これを「農家の総所得」

とみなして計算をしているところがあります。

　『農家の簿記』では、さらに「家事労働見積賃金まで含めて差し引かなけ

ればならない。これも費用としてみなす」というような記述があります。た

だ統計のほうでは「家事労働見積賃金」は引いていませんので比較できます

が、もともとは家事労働賃金も見積らなければならないという考えがあった

ようです。

②　農業所得

　結局、ストック面から農業所得を考えると、『農家の簿記』では農業以外

のもの（家事労働報酬、住宅地代見積額）を差し引いています。それに対し

て統計では、家事労働は差し引いていませんけれども、自分の土地に対する

地代・家賃等は収益のほうに見積っていることになります。

（3）特徴

　　いずれにしても最初の段階では、ストックとフワーと連動して記述されて

　いるわけでもなく、その定義も異なっていますので、「財産純増額」＋「家

　計費」が「総所得」になるはずだと言っておりますが、そういう仕組みの簿

　記でもありませんので、まだ最初の段階では不十分な形で調査が始まったの

　だろうと思われます。

　　ですから、簿記上の不十分さ、それから用語が当時はさまざまなものが入

　ってきて、ドイツ語をそのまま訳したものだと思われまずけれども、現在の

　スタンダードな概念や定義とは異なって使われていますので、その点を最初

　の段階では注意して使わなければ間違えることになります。

【Q＆A】

C　：　この時期に関しては、個票はおろか、マニュアルも全く残っていないの

　　　ですか。

浅見：　計算式の結果だけはありますが、どういうふうに計算したのかが。唯一

一155一



　　　あるのが稲葉さんのものです。

K　　　あと、昨年出した統計資料シリーズの3巻本の第1巻の初めのほうに少

　　　し。ただ、マニュアルといった形までは整理されてなかったような気がし

　　　ます。

浅見：ないですね。後に総合研究所で出した、どのように調査したのかという、

　　　稲葉泰三編の農家経済調査報告は非常に参考になりまずけれども、そこで

　　　も、わからないと書いてあります。ですから「想像で書いています」とあ

　　　ります。

K　　　想像と、あとは実際に調査に携わった人の伝聞みたいなものがあって、

　　　それで書いていますということを稲葉さんが書かれていました。

K　　　近藤康男が複式簿記を使った農業簿記学というものを著したのですが、

　　　この影響力は大きかったのでしょうか。

浅見：学問的にはあったと思いますけれども、実践的にはほとんど使われなか

　　　つたと思います。

K　　例えば近藤自身が自分の複式簿記を使って調査を行ったということはな

　　　いですか。

浅見：　それは見たことがないです。

4）単記式単計算簿記でのフロー計算を主とする決算

　（1）農業経営学の確立

　　　次の第2段階からだんだん整ってきまして、「カード入れ」というもので

　　残されています。帳簿等は同じですが、一番重要なことは、本来はストック

　　とフローの両方から計算するべきものですが、やはり当初の混乱からか、フ

　　ローからの成果だけに絞られて取りまとめがなされているということです。

　　ただフローの集計でも、当時はドイツからさまざまな輸入経営学が入ってき

　　て、純収益の概念がいろいろな経営形態によって異って紹介されています。

　　大槻とも違いますし、現在のスタンダードとも違うということを言ってきま

　　したけれども、いったい農家の成果をどうとらえたらいいのか、最終的に残

　　余コントロール権のあるものが何なのかという議論がだいぶなされたよう

　　ですが、エレボーあたりから所得という概念が入ってきたようです。という

　　のは、この段階で初めてきちんとした所得概念が出てきているからです。三
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業経営学のほうで所得という概念は当たり前のように使われまずけれども、

いったいいつ出てきたのか私もわかりませんでしたが、どうもこのあたりで

出てきたのであろうと。現在の農水省のスタンダードな概念でも、所得は、

粗収益から他人資本・小作地・雇用労働への対価だけを引いて、残りの残余

部分がコントロールできる所得部分ですが、それがはっきり出てきたのがこ

の時点です。ただ、フローからしか計算をしていないのですが、帳簿自体は

基本的に同じものです。

（2）決算

　①　農業総収益

　　　「農業総収益」は、「生産物収入」と「増殖額」、あるいは財産の利用収

　　入などを加えるわけですが、ここでもう1つ問題なことは、「生産物収入」

　　の中に「兼業仕向」と「固定財産仕向」をまだこの段階では入れているこ

　　とです。しかし、あまりなかったと思いますので、分析上は問題ないかも

　　知れませんが、この段階では定義として入れております。

　②　農業経営費

　　　それに対して「農業経営費」は、家族労働費を引いたりせずに所得を求

　　めるというような、今でいう経営費になっています。しかもこの段階で初

　　めて、財産系統と損益系統の違いを区別しなければいけないという概念が

　　出てきたようで、臨時費と経常費という概念が出てくるわけです。例えば

　　投資をそのまま費用として見るのではなく、減価償却として見なければ、

　　その年ばかり費用が膨らんでしまいますから、ばらすわけですけれども、

　　それをするようになってきています。そして臨時費というのは、後で解釈

　　すれば財産系統の計算になるわけです。ストックからストックへの財産形

　　態の変化は、臨時費と経常費とを分けることで対応させようとしています。

　③　農業所得

　　　そういう概念の下で「農業所得」というのは、「農業総収益」から「農

　　業経営費」を引いた、自己所有に対する残余報酬ということになります。

　　この後、所得という言葉は同じ定義でずっと行くことになりますので、日

　　本の農業経済学の中でも所得という概念がここで確立したことになりま

　　す。ただ、計算の仕方はフローだけの計算になります。もちろんストック

　　から調整はしますけれども、財産の純増額で合わせるということは、この
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段階ではしていません。多分、非常に混乱をしたので、とりあえずフロー

　を中心に計算をすればいいということになったと思います。しかし兼業仕

　向や固定資産仕向がそのまま含まれているという混乱は、まだ見られる状

況です。ただ、中間生産物に関しては計算しない形で対応をしています。

　それから、家事が独立な経済活動を行って労働所得をつくるという概念で

　はなく、この段階で家事部門は消費主体としてとらえることになっていま

　した。

④　農家の支出

　　「農家支出」を見ると、レジュメに記載の式のとおり現金支払いですが、

　「現物支弁額」の中に「固定財産仕向」をそのまま入れたり、預貯金・貸

　付金への払い込みや借入金返済なども含めたりして、まだこの段階では財

　産計算と損益計算がはっきり分かれておらず、混在して混乱している状況

　です。ですからその後の簿記学にのっとった定義とは少しずれていること

　に注意しなければいけないと思います。

⑤　農家経費

　　「農家経費」については、取り除けるものは除いているようですが、ま

　だ混乱が生じています。例えば「固定財産仕向額」に関しては、収入のほ

　うでも入れますし、経費のほうでも入れています。これは、計算の結果と

　しては問題がないわけですけれども、両方をフローの計算に入れることは

　おかしいので、定義としては十分熟成された段階ではなかったと思います。

⑥　農家所得

　　　「農家所得」は「農家経費」、現在でいう農業経営費を差し引いた部分

　で、さらに家計費部分を差し引いた部分、現在でいう農家経済余剰にあた

　る部分まで計算されていて、原形がこの段階で出来上がっております。

（3）特徴

　　若干の混乱はありまずけれども、原形が出来上がっています。基本的にフ

　ローからの計算（損益法）だけの決算方法になりますが、この段階で現在の

　スタンダードな概念が確立されていることになります。

（4）第3期での計算方法：フローとストックが無関係に

　　稲葉でも指摘されていまずけれども、この段階で大問題を起こしてしまつ
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たということです。第3期（1924年～1930年）では評価方法が全く異なっ

てきます。この段階は、政府が部門計算をしょうということを考えたので、

農家全体の収益性・生産性というよりも、部門ごとの生産性を確立させるた

めに、中間生産物をすべて計算するようになりました。また、収穫高で計算

をしているために、販売した時の価格ではなく、平均市価で計算しています

ので、当然フローとストックが一致しません。このように、簿記形式は同じ

ですけれども、部門計算をしょうとしたために、一番大きな問題として、販

売価格（発生した時点での価格）ではなく平均市価で計算しているので、こ

の期の間ではいいかもしれませんが、そのほかの期間とは全く比較ができな

いということに注意しなければなりません。

5）単記式部計算簿記でのフロー計算とストック計算の結合の萌芽（第4期農家

経済調査）

　（1）複計算簿記の萌芽

　　　そういう試行錯誤を経て第4期（1931年～1941年）に入っていくわけで

　　す。これが今データベース化等されている段階ですけれども、だいぶしっか

　　りとしてきます。その前の段階はフロー計算のみでしたが、この段階でフロ

　　一計算とストック計算をしなければいけないという意識や、財産系統・損益

　　系統という概念はなかったようですけれども、分けなければいけないという

　　意識が、この段階で出てきています。

　　　1931年目1941年の10年間では、原簿等は同じですけれども、平均市価

　　で評価するのではなく、発生主義に基づいて販売価格で評価するようになつ

　　ています。その後もずっと販売価格で評価していますので、第3期を除いた

　　第2期と第4期は、定義を組み替える必要はありますが、評価自体は比較で

　　きることになります。

（2）帳簿

　　この毅階でだいぶ簿記としても整ってきているということで、まず帳簿と

　しては現金出納帳、あるいは台帳などがっくられますが、現金の目々の記録

　に際して科目をきちんと設けます。「農業収入」、「兼業収入」、「家事収入」

　（ギフト等）、「特別収入」などの収入、そして支出等がありますが、この中

　で、収入と支出に関して「特別」と「臨時」という概念を入れています。
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　特別収入として、「預貯金の引出」、「貸付金の回収」、「借入金」、「未収入

の収入」、「固定資産の売却代」など、特別支出として「未払金の支払い」、

「預金」、「貸付金」などを組み入れるということです、財産系統に非常に近

いものが出て、ここで初めて勘定科目を分けて考えます。

　その中で、特に固定資産の購i入・売却に関しては「臨時支出」という概念

で分けています。財産系統の中でも、現金の出し入れと固定資産の購入・売

却は性格が違います。のちのちキャッシュフロー計算書で考える場合でも、

投資的収支と財務的収支は本来分けなければいけないので、恐らく無意識の

うちではあると思いますが、そういう性格の違うものを「特別収支」と「臨

時収支」という形で分けています。

　ただ、あくまでも臨時で、財産系統という意味で分けたのではないと思わ

れます。なぜならば、「補助金」も臨時収入に入れているからです。これは

財産系統の科目ではありませんので、厳密な意味での、会計学での財産系統

勘定を意識して科目を分けたのではないわけです。ただ調査員等が日記帳を

整理する段階で、もうけを計算するためには、日々の出入りのもうけになる

部分と、もうけにならない部分をきちんと分けなければならないという、そ

ういう試行錯誤の中で提案がなされて、財産系統と損益系統を意識した計算

の萌芽になっているのではないかと思われます。この段階で、会計学的な簿

記学的な意識が少し出てきたといえます。少なくとも固定資産や現金の出し

入れと、日常のもうけに関係する損益系統を分けて整理する結果として、集

計表に関しても分けて集計されていることになるわけです。

（3）決算

　①　農業総収入（経常）

　　　計算結果はどうなっているかというと、「経常」という言葉を使って「農

　　業総収入」を計算します。つまり臨時・特別収入は除いて、財産系統勘定

　　は取り除いて、損益系統勘定だけを取り上げています。ただし補助金も臨

　　時収入に入れていますので、本来の意味とは異なっていますけれども、分

　　けて計算することになっています。ただ、まだ総収入の中に「兼業仕向」

　　や、「固定財産仕向」という財産が含まれています。これは痛め大槻改正

　　以降、総収入の中に含めないようになります。

　②農業経営費（経常）
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　　若干の混乱はありまずけれども、この時に初めて財産系統と損益系統が

　わかるようになって、農業経営費の中でも「経常」という概念でとらえて、

　特別支出や臨時支出を取り除いて、その年の経常的な費用としてとらえる

　ことになります。

③　農業所得

　　その結果として、「農業総所得」から「農業経営費」を差し引いた所得

　概念は、臨時収入の中に補助金などを入れてしまっているところもありま

　すけれども、ほぼ現在の定義と同じ形で結果が計算されていることになり

　ます。ですから、自己所有に対する残余報酬（残余コントロール権）、自

　分の持っているものへの所得を目的とするということで定着しているこ

　とになりますし、農家経済余剰も把握する形になっています。　　　　’

　　ただ、ストックとフローを一致させて計算をする、財産の純増額と農家

　経済余剰が一致するという発想は、まだここではありません。

【Q＆A】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

C　：　④と⑤の問にある「農家の総所得」の式の「家事収入」の内容は何です

か。

浅見：　ギフト、被贈収入です。それだけを入れるようにしています。

　まだストックとフローの一致という厳密な構造ではなく、フローを基礎とし

て計算されるのですが、特別収支・臨時収支という概念があります。これを使

うと、13ページの式にあるように、現金勘定だけを取り上げれば財産的な動

きと損益的な動きの均衡式が成立するということで、現金に関しては収支が一

致することになり、自己監査機能、財産計算と損益計算を一致させるという考

えが、ここで出てきています。簿記全体として財産系統勘定と損益系統勘定を

意識しているわけではありませんけれども、現金の収支に対しては必ず一致す

るという計算結果が集計表に出てきていますので、ようやくストック・フロー

は現金を通して一致する段階にきました。

　それがさらにしっかり財産系統と損益系統を分けて、最終的に財産系統の結

果である財産の純増額と、損益系統の結果である農家経済余剰がム致するとい
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う複計算機能を持たせたのが、次の大槻改正ということになるわけです。です

から、この臨時収入・特別収支という概念が出てきたあたりで、この辺は大槻

正男もかかわっていたのかもしれませんが、そうしなければならないという意

識が出てきたのではないかと思います。そして、現金収支でしっかり分けて、

簿記として完成させたのが大槻改正になります。

【Q＆A】

F　　　第3期の農家経済調査では、前後の農家経済調査とは収益方法の計算方

　　　法がかなり異なり、収穫i高と市価で計算されていたということですけれど

　　　も、第3期と第4期でまたがって調査された農家がいたとしても、データ

　　　を接続することは難しいということですか。

浅見：　できないということです。

C　　　でも私が思うに、第3期のやり方は、むしろ今の家計調査でスタンダー

　　　ドなんですね。よく考えてみると、農業生産において、収穫高で粗収入を

　　　計算するアプローチで1年間の平均市価を使うというときに、平均市価の

　　　計算方法をうまくやれば、それほど実際の販売活動の財産の増減からやる

　　　のと、ずれないはずだと思います。もちろん単純な「こういう値」という

　　　のを使っているのであれば十分ずれると思いますが。なぜそういう疑問を

　　　持つかというと、実は農家の場合、特に家計仕向の米の比率が大きいです

　　　よね。これをどう評価するかという点で、大槻簿記をまじめにやったとし

　　　ても、そこの部分にはすごく恣意性が残って、それは当然差し引かれます

　　　から、農家経済余剰には影響を与えないですけれども、農家の総所得と農

　　　家の総家計に同じ額だけ影響するわけです。その意味で私は第3期のやり

　　　方にそれほど違和感がないんです。1年間の平均市価を使うということが

　　　そんなに問題があることなのか、あるいはうまくデータを使って、これが

　　　どのくらい実際の販売額で評価した場合と差があるのかは実証的な問題

　　　で…そんなに大きな差がないような気がしますね。

浅見：　経済活動の大きさにもよると思いますけれども。

C　　　現在の世界銀行のLSMS（Living　Standards　Measurement　Study［生

　　　活水準指標調査］）での農業所得の計算方法のマニュアルを見ていると、

　　　基本的に収穫高で収入計算をしなさいと。その場合の価格としては、販売
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　　　部分については販売価格を使いなさいと。販売部分ではない家計内仕向の

　　　ような部分に関しては、販売のパターンを反映させた平均の市価で評価し

　　　なさいという指導になっていますので。でも、この時代であればとても重

　　　要な情報なので。

浅見：　中国は発生主義で確かやっていましたね。ですから帳簿を毎日っけさせ

　　　ていると。

C　　　そうですね、帳簿をつけているのであれば可能なんですね。今言ったの

　　　は、帳簿をつけない場合、データが多いのを前提にしているので、その場

　　　合を反映しているんでしょうね。

H　　　発生主義というのは、どこから生まれたのですか。

浅見：　会計学の大原則です。

H　：複式簿記で、ドイツから入ってきたものですね。

浅見：　欧米も、世界すべて基本的に発生主義です。

H　：　単式簿記になると、市価でやる場合が…。

浅見：単式簿記でも基本には発生主義ですけれども、収穫しかわからない場合。

H　　　簿記でやるのであれば、確かに発生主義のほうがやりやすいような気が

　　　します。それをわざわざ日記をつけて市価でやるというのは、理由がある

　　　のかなと。EUも中間生産物の評価はするので、その辺でEUの場合は市

　　　価で評価せざるを得ないのでは。

浅見：大きいのは、部門計算を目的とするか、農家全体の経済をとらえるかで。

H　・　生産費調査だとどうなんでしょうか。経営統計調査でも生産費を計算し

　　　ていまずけれども。

C　　実際の農家経済を把握するために簿記のデータを使った発生主義でアウ

　　　トプットを評価するというのは、ある意味、農家の販売、マーケティング

　　　関係の報酬という部分があって、農業経営のメインの部分が生産性みたい

　　　なところにあるとすれば、市価を使ったほうがいいという発想もあり得る

　　　みたいですね。

A　．大槻先生が農家経済のとらえ方を2つの部面に単純化してとらえたこと

　　　の背景には、簿記的な配慮があってのことなのでしょうか。

浅見：少なくともそうですね。農家全体をどうとらえるかということで、単純

　　　化させないと計算が難しいということで。

A　　　簿記の技術的な制約とか、そういうことがあって、あのモデルになって
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　いるのでしょうか。それとも別の要因であのモデルができているのでしょ

　　　うか。

浅見：　もちろん、計算をやさしくするということが大きな理由だったようです

　　　けれども。

A　　初めのほうの図解が非常に印象的だったものですから、こういうふうに

　　　ミクロの経済部面をつくっていくということと、簿記のシステムをっくっ

　　　ていくということが、大槻先生の中でどう結びついていたのかというとこ

　　　ろが、すごく気になるわけです。

浅見：　それと、やはり財布は1つ、ザル勘定をやっている農家の実態がわかる

　　　ためには、単純に家計と所得の2つで分けてしまわないといけない。1つ

　　　1つの部門を取り上げるのは難しい。そのために農家というのは一番大き

　　　な家計と所得部面だけから成るとする、という発想だったのではないでし

　　　ようか。その辺はまた考えさせていただきます。

6）単記式複計算簿記でのフロー計算とストック計算の連動：京大式農家経済簿

記の採用

　　京大式簿記についてはすでに説明いたしました。

7）他計式単記二二計算簿記：戦後の農家経済調査

　　大槻改正が行われて大槻簿記になりますが、戦後は大槻簿記をやめることに

　なり、1949年にまた大改正がありました。最大の理由は仕訳などが煩雑で、

　記帳者に対する負担が大きすぎたということです。統計の原簿として個々人が

　記帳することに対して相当大きな問題があったと思われ、基本的に第4期の形

　式に戻ってしまいます。ただ、大槻簿記的な発想はしっかり取り入れながら、

　記帳者の負担を減らすという形に変わってくるわけです。

（1）帳簿

　現金現物日記帳ではなく、目計簿、調査簿、台帳からなります。日計簿は現

金収支帳、生産現物家計仕向表、現物外部取引表、掛取引表、労働作業表から

なり、やはりここでも労働作業は別に集計がなされています。台帳は基本的に

改善するところがありませんので、ほぼ同じものがっくられますが、日計簿は、
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現在の日記帳でもそうですけれども、仕訳などせず単純に、ただ現金の出入り

を書いていく形に変わり、仕訳の段階で簿記原理にのっとった仕訳がなされる

形になっていきます。

（2）　仕訳・整理

　　現金取引にすべて分解することを大槻簿記ではさせたわけですが、それも

　すべてやめて、とにかく現物は現物で扱って、後で事務所のほうで、他計式

　で対応する形になります。ただ、取引があった場合、評価額は調査員ではわ

　からないので、評価額を各自が評価して提出することになります。取引がな

　い場合、つまり家計仕向の場合は、統一した金額でそれぞれの事務所で判断

　するという形に変わっていきます。例えば牛の物々交換があった場合には、

　牛の評価額はそれぞれの帳簿において各自が記入して、それを後で調査員が

　まとめ上げる形になります。

　　そういう帳簿を提出して、仕訳・整理はすべて出張所で技官が行います。

　ここから膨大な作業を始めるわけですけれども、最初に日計簿の1つ1つの

　内容を取引ごとに、現金収入伝票、現金支出伝票、現物取引伝票、家計仕向

　伝票という4つの伝票に移し替えていきます。その時に、後で科目ごとに計

　算していくわけですから、どの科目になるかを決めていきます。科目は複式

　簿記のように非常に細かく分けられていますので、技官がそれを加えていき

　ます。基本的には収入、支出になりますが、収入としては「事業収入」（「農

　業収入」、「農外事業収入」、「事業以外の収入」）、支出としては「事業支出」

　（「農業支出」、「農外事業支出」）、「租税公課諸負担」、「家計費」。こういつ

　た現金を、家計費なら家計費と書いて、伝票をどんどんつくっていきます。

　　その際に重要なことは、ここでしっかり財産的収入と財産的支出という大

　槻簿記の定義をそのまま踏襲していることです。しかし以前は農家が仕訳け

　ていたものを、技官が財産的収支の内容を全部細かく書いていきます。です

　から伝票は膨大になります。このように他形式にはなりまずけれども、京大

　式簿記でいわれてきた財産的収支による振り分けは踏襲されて、正規の簿記

　としての性格をそのまま受け継ぐことになり、その前の臨時収入とか特別収

　支とかいう形で対応せずに、財産的取引という概念でとらえることになりま

　す。ですからストックとフローの裏づけが、この仕訳では行われていること

　になります。
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　物々交換、現物賃金、現物料金、現物小作料、南頭現物は、農地改革以降

ですのでだいぶ少なくなりまずけれども、これらは現物取引で扱います。受

取現物を収入、支払現物を支出というように、両方にそのまま書いていきま

す。家計仕向も収入と用途という形にして収入欄と支出欄に振り分けて記入

していきます。家事収入といわれていた八広現物は、収入欄に受取現物、支

出欄に家計仕向の用途ということで、被贈された場合には家計で使うとして

まとめます。ですから現物においては収支が必ず一致することになります。

　その結果として伝票を科目ごとにまとめ、月別の月計表に集計して、事業

収入、事業支出、財産的支出などを科目ごとにまとめあげてきます。そして

〔「前月からの繰越現金」＋「事業収入」＋「事業以外収入」＋「財産的収

入」＝「事業支出」＋「租税公課」＋「家計支出」＋「財産的支出」＋「翌

月に繰り越される現金」〕になることにより、自己監査機能の検算が行われ

ます。現物の収支は必ず一致するということで、自己監査というだけではな

く、ストック計算とフロー計算の一致の裏づけにもなっています。これらの

点で京大式簿記が踏襲されていることになります。

【Q＆A】

C　：　出張所の人は、毎月農家に行くのですか。

浅見：　10日ごとに集めて集計することになっていたようです。

A　：農林統計事務所の出張所ですか。

浅見：　そうです。

A　：確かにこういうことをやるのであれば、農林省の統計部門は膨大な組織

　　　になりますね。

C　：　この前の第5期の農家は、月ごとに仕訳・整理を自分でするということ

　　　が暗黙のうちにあったのですか。

浅見：　そうです。

A　：　大槻先生の第5期と、それ以後とで、農家経済調査の設計の根本にある

　　　発想そのものが、大きく変わっているような印象を私は受けています。大

　　　槻先生は統計調査という意味合いよりも、自旧式で調査をすることによっ

　　　て、簿記を農家につけさせることによって1自己の経営に関する認識を持

　　　たせて農業経営を改善していくという啓蒙的な意味合いがあったという
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　　　ことでしたが、この第6期のやり方は、とにかく統計データを得ることに

　　　特化していて、啓蒙活動は全く考えてない。そう考えると、面倒な仕訳を

　　　農家にやらせるよりも、技官がやってしまったほうがずっと効率的で正確

　　　だという発想になるのではないかという気がしますが、そう見てよろしい

　　　のでしょうか。

浅見：　私もそういう印象を持ちました。

A　　　そうすると、今度は統計調査史の立場からいうと、用語法が微妙に食い

　　　違うのですが、地方分査と中央集査のどちらが統計調査として進歩してい

　　　るかという議論が明治時代からあって、最終的には中央集査がいいという

　　　ところに落ち着いて今に至っているわけです。それはなぜかというと、農

　　　商務省なり何なりが、地方の村なり県なりが集計した、その結果だけを受

　　　け取って集計するというやり方では、元に戻ってチェックをすることがで

　　　きない。だから地方分査はそういう意味でも限界があるので、時代が下る

　　　につれて中央集査、つまり調査の元資料を直接中央に集中させて、そこで

　　　個票から集計するというやり方に変わっていって、統計調査も、少なくと

　　　も技術という観点からいうと、それが進歩だということになっているんで

　　　す。そういうふうに見ると、この第5期から第6期への変化というのは、

　　　統計調査史という観点からいうと進歩だという評価ができて、農家への啓

　　　蒙活動という観点からいうと明らかに後退だという評価になると思いま

　　　す。ですから、どういう観点から位置づけるかによって、第5期以降の評

　　　価は随分変わるような気がします。

浅見：　最終的に現段階の統計に変わった段階では、あくまでも統計をつくると

　　　いう目的ですね。

A　　　この啓蒙的発想というのは、大槻先生個人ものですか。それとも、それ

　　　より前の段階の調査でも、その意味合いが強かったのでしょうか。

浅見：　それ以前はサンプル数も少ないですし。あくまでも現状がどうなってい

　　　るのかわからないということで。

E　　統計調査員の仕事づくりの要素もあったということを聞いたことがあり

　　　ます。

A　　　戦後の話ですか。

E　．　戦後の話です。

A　　　そういう事情があってという可能性もありますね。行政組織が先にあっ
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てという話ですね。

　実際に、調査の体系がどう発展したかということと別のレベルで、どう

いう組織がそれを担っていたかとか、その組織がどういう論理を持って調

査にかかわっていたかとかいうことは、別の話として考える必要があるか

もしれないですね。

　農地改革が終わったころでしたか。

　地域によって違いまずけれども、昭和23～24年ぐらいでしたか。

　農地改革の時に要した人員を、統計調査員として引き受けたという話も

聞いたことがあります。

　統計調査史の観点からいうと、戦後の日本の統計調査というのは3つ系

統があるといわれていて、早い話が、農林省とそれ以外になります。それ

以外というのは、国勢調査や事業者統計調査のような全数調査があり、そ

れを母集団としてサンプリングされているもので、それなりの形で設計さ

れていまずけれども、農林省だけは、それとは全く別系統で、膨大な調査

機構を抱えて調査しています。ですから3つ系統があるという言い方をし

ますが、そういう戦後の統計調査の体系の起源の話です。

（3）集計・決算

　　そういう計算結果をして、戦後はどういう形になるかというと、静態計算

　表と動態計算表という形で農家ごとに集計表をまとめます。静態計算法は、

　財産系統から「差引純財産」を計算します。動態計算表は、フローから計算

　を行う形になります。これは京大式簿記以来使われている財産的収支を使い

　ながら計算していきます。また現物取引も収支が一致します。これが個票と

　して完成して、それが積み上げられていって、全体の統計という形になって

　いきます。やり方は全く違いまずけれども、最も根本的な自己監査というこ

　とに関しては、そのまま踏襲されていきます。ただ、「財産的取引」といラ

　言葉はわかりにくいということで使われなくなり、「固定資産処分」とか「預

　貯金の引出」とかいう言葉に最終的には変わっていきまずけれども。そうい

　う項目を残して、農家経済調査統計であれば、まず世帯員数が示され、その

　次の情報として、現金収支が必ず一致していることを押さえた上で、つまり

　ストック計算とフロー計算の一致による自己監査が示された上で、その後の
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分析がなされていくことになります。

8）農i家経済調査（2004～）

　　ところが2004年から家計費の把握が廃止されますので、自己監査機能は働

　かなくなります。現段階では何をしているかというと、収入と支出の差額がど

　うしても出てしまうので、あえてその差額に「事業主勘定」という名前をっけ

　ています。本来の簿記上の事業主勘定は、事業で得た収入から家計への振り向

　けを勘定として設けることですが、それができないので、名前だけ事業主勘定

　ということにして使っているというのが2004年からです。本当は、少なくと

　も調査の段階で、経営から家計にいくら振り向けられたかを簿記上で記帳すべ

　きなのでしょうけれども、膨大な負担になるということで行われていないのが

　事実です。それが現在の農業経営の統計です。

【Q＆A】

H　：　戦後の改正では立毛とかの資産評価はやめたんですね。

浅見：　ええ、中間生産物としては。

H　：それは年々変動があったときに影響を受けないようにしたということで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く
　　　すか。

浅見：　京大式簿記でも基本的には変化なしでとらえますから。

H　：　変化なしとしていますが、一応帳簿上は残っています。それもやめて、

　　　全く無視したほうが効率的という感覚だったのでしょうか。作付け形態を

　　　変えたら変化するものですけれども、それをやめてあえて無視したという

　　　のは、よほど面倒な作業だったということなのでしょうか。

浅見：　簡便化なのかもしれません。細かい点を見ていくと、統計目的でだいぶ

　　　簡便化はされています。

H　：　家計調査がなくなりましたけど、その部分の統計は、

A　：　あれは家計調査に統一されました。

H　：　その時のサンプルは、家計調査のほうではできなかったのですか。

A　：　それは、私は詳しく知らないですが。

A　：　第3期に部面を細かく分けて、生産費調査に近いような発想で調査を設

　　　計したという背景には、何か特別な事情があったのでしょうか。
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浅見：　大きな事情がありました。記述があったはずですので、後で気がつきま

　　　したらご報告します。

E　　先ほど3期と4期でデータをつなげないという話がありましたが、評価

　　　方法が変わっても、連続して使えるのであれば使ったほうがいいと思いま

　　　す。これぐらいのレベルであれば使っていいという判別あるいは評価方法

　　　はありますか。

C　　　第4期、1931年～1941年の我々のデータベースがあれば、そちらの結

　　　果表から第3期方式で転換するという。

F　　　第4期は、収穫高はわかりますか。

C　　　組み替えれば出せるはずです。でも組み替えが必要ですね。組み替えて

　　　みますと、第4期で報告されている概念と、第3期の計算方法による同じ

　　　名前の概念とがどのくらいずれるかということで。

E　　発生主義でやっていた評価と、平均でやった評価がどのぐらいずれるか、

　　　直近の5年か6年ぐらいを取り出して、同じ農家、連続する農家を見た上

　　　で、どの程度の差があるのかを見てみる。

C　　　でもそれは危険ですね。やはり1931年以降のやり方で、1930年まで

　　　の方式に従って計算して、違った計算方法による値がどのくらいずれるか

　　　というほうが良いのではないでしょうか。もちろん最初のやり方として、

　　　おっしゃったような、両方サービスされているもので結果を見ることはあ

　　　り得る気がしますけれども。

F　　　結構つながっている農家はありましたか。

E　　　5と6はつながります。

　それでは、ここまでにさせていただきます。まだ私たちは常にコンタクトがあ

りますし、私もいろいろ教わりたいところもありますので、今後もご質問等、お

願いします。今回はこういう機会をつくっていただいて、討論をさせていただい

て、ありがたく思っております。黒崎先生にまでお越しいただいて、ありがとう

ございました。いろいろなコメントを基に、私のほうもさらに深めていきたいと

思っております。ありがとうございました。
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農家経済統計の簿記様式の変遷について（改訂版）

浅見淳之

1　はじめに

　日本の農家経済統計は、農家の簿記記帳結果に基づいて作られてきていることに特徴が

ある。聞き取り調査結果とは異なる、簿記データならではの情報が得られることが期待で

きる。本稿では、統計における簿記様式の発達過程を見ることで、その計算構造を明らか

にし、いかなる情報が得られるのかを検討していく（註1）。

　農家経済調査は、①帝国農会による農家経済調査（1913～15年）（第1期）以来、農林

省の管轄のもとに長期にわたって続けられてきた。さらに個票の簿記様式から区分すると、

②農家経済調査成績カード入れ（1921～1923（第2期）、1924～1930年（第3期））、③

農家経済調査結果表（1931～1941年）（第4期）、④農家経済集計カード（1942～1948

年）（第5期）、⑤農家経済調査農家別年計表（1949～1994年差（第6期）、農業経営統計

調査農家別年計表（1995～2003年）（第7期）、⑦農業経営統計調査個別結果表（2004年

～）（第8期）となる。

　そもそも日本において、農業経営、農家経済に対しては、その経済状態を把握するため

に複式簿記が、明治期より導入されている（註2）。当初は、欧米の商業簿記をそのまま農

業へ直輸入した形態であった。しかし、生業的な、小規模の家族労作経営に対して、経営

部門を対象とする精緻ではあるが複雑な複式簿記は、そのまま当てはめることは煩雑なだ

けで向いていないことが認められるようになった。特に、当期純利益を計算結果とする複

式簿記は、利潤よりも所得を行動目的とする農家にはそのままではそぐわないのである。

　これに対応して、大正期に単式簿記の導入が検討されるようになり、ラウルの単式簿記

（E．ラウル（川波剛毅訳）（1975））を参考にしながら、佐藤寛次「農家の簿記」（佐藤（1929））

によって単式単計算簿記が導入された。農家経済調査においてもこの方式が導入される。

しかし自己監査機能のない単式簿記は、各事項について計算結果を突き合わせると齪酷が、

また漏れが起こりやすく、簿記としての完備性（正規の簿記）に欠ける欠点を持っていた。

昭和年代に入りこれに対する反省がみられた。まず、近藤康男「農業簿記学」（近藤（1938））

は、家事費用を労働力の再生産過程としてみなし農家経済を拡大解釈して、複式簿記様式

を再び当てはめようとした。しかし記帳の煩雑さはそのまま残り、農家経済の拡大解釈へ

の違和感は拭えないものがあった。

　これに対し、単式によって記帳の煩雑さを解決し、農家への簿記普及につくすように設

計され、しかも複計算によって自己監査機能を持たせようとしたのが、大槻正男「京大式

農家経済簿記」（大槻正男著：作集刊行委員会編（1978）（文献［22］、特に文献［23］））である。

農家経済調査でも、第5期にこの方式が採用される。

　戦後この簿記は、「自計式簿記」（京都大学農学部農業簿記研究施設編「自計式農家経済
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簿　記帳の解説」）として、農家への普及がはかられる（註3）。しかし農業経営の経営形

態の企業化に伴い、記帳簿記も、京大式簿記から複式簿記を基準とした農家簿記が用いら

れるようになる（田中（1958）、阿部・頼（1977）、阿部（1972））。そして財務会計では

阿部（1974）、管理会計では稲本（1990）などとして、複式簿記を標準とする会計学とし

て農業簿記が完成される。さらにたとえば「農業会計の新展開」（松田・稲本（2000））に

よって、農業会計学としてまとめられていくことになる（註4）。しかし、戦後の農家経済

統計においては、引き続き単式簿記が採用され続ける。簿記記帳ではなく統計の個票とし

ての役割が重視されたからである。ただし、複計算方式はそのまま踏襲されるが、調査員

による仕訳・決算が行われる他計式となる。その後60年近くこの方式が続けられるが、

2004年に、農…家経済調査での家計調査の廃止に伴い、新たな様式へと大きく様変わりする

ことになる。

2　単式簿記と複式簿記

　全体を通した説明のフレームワークを提示するために、簿記の構造を簡単に紹介するこ

とから始める。まず最もシンプルな簿記である、現金出納帳（日々の現金の収入、支出、

残金から構成される）と比較する形で、複式、単式簿記の構造を説明する（註5）。

2－1複式簿記
　完備した簿記は複式簿記である。その特徴は、以下のようにまとめられる。①　経過勘

定、繰延費用、引当金、資本名目勘定は捨象して考えると、現金出納帳は実在勘定だけか

ら構成される。そのままでは、損益計算ができないために、反対勘定として、名目勘定が

設定される。実在勘定に含まれているのは、交換取引に対応する財産系統実在勘定と、損

益取引に対応する損益系統実在勘定である。前者には財産系統勘定が、後者には名目勘定

が対応する。②　複式簿記では、ストックを含めたすべての取引が勘定として網羅される。

資本金や固定資産も、期首の状態から各勘定に記録される。そして取引ごとのフローも集

計され残高となり、ストックとして記録されることになる。③　すべての取引は複記入さ

れ、貸借均衡のルールに従う。交換取引は財産系統実在勘定と財産系統実在勘定の間で、

損益取引は損益系統実在勘定と名目勘定の問で複記入される。損益取引では、名目勘定に

損益のフローが記載されれば、必ず反対方向で損益系統実在勘定にストックでの変化が連

動して記載されることになる。交換取引では、損益は発生しない。④　すべての取引が損

益計算書と在高勘定に振り分けられる。名目勘定から損益勘定が、財産系統実在勘定（損

益に関係しない）と損益系統実在勘定から在高勘定が導かれる。全勘定を残高で統合した

のが残高試算表である。名目勘定と損益系統実在勘定は常に貸借が同時に記入されるので、

残高試算表での貸借均衡において、損益勘定（フロー）から計算される利益（貸方：収益

一費用）と在高勘定（ストック）から計算される利益（借方：財産一負債一資本）が一致
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することになる。ここにフロー計算とストック計算での自己監査機能が見られる。その結

果として損益計算書と貸借対照表での当期純利益が一致する。

2－2　単記式単計算簿記

　現金出納帳は実在勘定だけから構成される。①単式では、資本金、固定資産など、ス

トックの情報は記録する勘定は設定されていない。必ず財産台帳を伴わなければならない。

これによって期首と期末のストックの情報を得て、現金・現物の増減、減価償却、動植物

の増殖による損益を把握しなければならない。②　損益計算をするためには、各取引につ

いて交換取引（財産系統実在勘定）であるか損益取引（損益系統実在勘定）であるかをい

ちいち判断して、後者を拾い上げて計算していく必要がある（拾い上げ計算）。複式では名

目勘定を設けて簿記の内部で自動的に処理していたが、単式では簿記の外部で処理をする

ことになる。これに、さらに財産台帳のストックの変化に関する情報を加えて、損益計算

が完成する。③　単計算をしているので、現金出納帳と財産台帳、つまりフローとストッ

クの情報が、簿記の内部で連動する構造にはなっていない。別々に計算されるので、スト

ックとフローの計算結果が一致する保証はないのである。

2－3　単記式複計算簿記

　複計算においては、フローとストックの両面から計算されることになり、両者が連動し

て記録される仕組みになっていなければならない。この種の簿記には、記帳挫傷らが仕訳・

決算を行う自計式と、調査員など他者によって仕訳・決算が行われる他計式がある。前者

が京大式簿記であり、後者は農林省の農家経済調査でその紅燈6期より行われてきた方法

である。

　京大式簿記では、現金出納帳に当たる現金現物日記帳を用い、すべて現金勘定に集約し

た上で、所得的収入・支出、財産的支出・収入、家計支出に仕訳しながら記帳を行う。所

得的収支、家計支出は損益取引、財産的収支は交換取引に対応する。記帳に際しては、残

金が同時に複記入される。したがって、常に、所得的収入一所得的支出一財産的支出＋財

産的収入一家計支出＝残金の均衡が成立するように記録される。ただし財産価額の変動は

ないとする。これは、残金＋財産的支出一財産的収入＝所得的収入一所得的支出一家計費

の均衡、つまり年度末残金一年度初繰越金＋財産的支出一財産的収入＝所得的収入一所得

的支出一家計費の均衡となる。左辺が財産台帳からもたらされるストックの情報で、右辺

が現金現物日記帳からもたらされるフローの情報である。したがって、双方から得られる

農家経済余剰は必ず一致する。このように複計算簿記では、複式簿記同様、簿記の内部で

連動しながら処理され、ストックとフローの計算結果が必ず一致する。ここに自己監査機

能が備わる。他計式簿記も、自ら仕訳をせず拾い上げを行うため、簿記の内部だけで完了

はしないが、同様の原理にてストックとフローの結果が一致する。
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第1図　複式簿記の構造
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第2図　単記式単計算簿記の構造
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第3図　単記開戸計算簿記の構造
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3　単記式単計算簿記でのストック計算とフロー計算の乖離

（第1期農家経済調査）

　帝国農会の農家経済調査（第1期：1913～15年）は、E．ラウルの単式簿記をもとに佐

藤i寛次が主導して調査の設計がなされた。その様式の基礎は「農家の簿記」（佐藤（1929））

としてまとめられている。これは単記式単計算簿記である。実際には「農家の簿記」と調

査では、決算様式が若干異なるので、両方を検討することにする。

3－1帳簿
　帳簿は、作業日誌、現金出納帳、物品受払帳、財産台帳、覚書から構成されている。単
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式簿記で記帳が容易である一方、フロー（現金出納帳）とストック（財産台帳）の両面か

ら農家経済を見ようとしている。

　①作業日誌：　家族労働、雇用者、役畜について、農事と家事ともに、また賄いについ

ても記録し、労賃見積額の基礎数字とする。

　②現金出納帳：　現金の出入りと残金を、農事、副業、家事すべてにおいて記録する。

貯金積み立てなど、交換取引（財産系統）も損益取引（損益系統）と区別せず混在して記

録する。

　③現物受払張：現物の出入りと残高を数量で記録し、年度末の価格で評価する。農産物

収納、家計仕向、贈与、売却、小作米、家事残渣（糞尿など）を対象とする。

　④財産台帳：資産として、土地、十地改良、建物、農具、動物、植物（中小動物も含む）、

現物（準現物も含む）、貨幣（現金、未収入金、預貯金）。負債として、土地抵当の負債、

その他信用組合、講による負債、未払い金。農業用と非農業用に分ける。貨幣に準じるも

のとして、有価証券、組合出資金、講の掛金、預貯金がある。

　これらを年度始と年度末において評価して、純財産高（資産一負債）の増加額を求める。

土地以外は減価償却を考慮する。植物、動物は増殖を考慮している。

　⑤覚帳：売掛金、買掛金を記録。金銭の受払いをした時に現金（貨幣）出納帳に記入す

る。つまり現金主義にて、発生主義ではない。

3－2　決算

　単計算簿記であるが、フローから（損益法）とストックから（財産法）の2方向から決

算をしょうとする。

3－2－1　フローからの単計算

　①　まず農業総収入として、農業経営の結果をフロー面から押さえる。「農家の簿記」で

は「農業総収入」として、

　農業総収入＝　販売代金（未収金含む）＋　農業財産利用収入

　　　＋農産物の農業・副業・家事仕向け＋未販売農産物＋動植物の増殖額＋現物の増価

　とする。

　統計調査では「農業総収益」として、

　農業総収益＝販売額＋家事仕向額＋小作米支払額＋その他仕向額（兼業、現物払い出し、

固定資産造成）＋年度始に対する年度末現物＋動植物増価＋特別収入（牛馬の賃貸など）

　となっている。

　中間生産物は含まないとしながらも、兼業仕向額を計上している。また投資に当たる固

定資本造成を含めるなど、混乱が見られる。現金出納帳をもとに収入を拾い上げ、財産台

帳からの財産の増減の情報を加えて収益を出す、フローからの単計算である。

　②次に農業②経費を総収入に上げるための経費として、「農家の簿記」では「農業経費」

として、

　農業の経費＝　現金支出（未払い金含む）＋　現物支出　＋　減価償却　＋　現物の減価
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　　　　　　　＋　家族労働報酬

　を計算する。現金支出は、修繕費、物学購入、支払い賃金、獣医費、租税。現物支出は、

農業用の家事残渣・副業産品・貰い物、賄い費から構成される。特に家族労働報酬を費用

として扱い、家族労働費として経費に含まれる。ただし、労賃見積支払いとして異なる方

法で計算しているので、残余報酬として計算される家族労働報酬とは一致しない。

　統計調査では「農業経営費」として、

　農業経営層＝現金支払高＋現物支弁高＋資本の減価＋家族・手伝人の見積労働報酬（労

賃見積支払）＋その他

である。固定財産造成に用いられた場合は計上していない。中間生産物は含まない。一方

農家を完全な自己資本経営とみなし、小作料、負債利子は費用に含めず、またその他とし

て、地主と仮定して支払うべき借入地の租税公課を含めている。ここでは、「企業」的生産

性を測ろうとしているのである。もちろん、交換取引に対応する支出は経費に含めないよ

うに、拾い出していると思われる。これも現金出納帳をもとに支出を拾い上げ、財産台帳

の財産の増減、減価償却の情報を加えて経費を出す、フローからの単計算である。スタン

ダードな経営費の定義とは異なる。

　③　農業の純収益は総資産に対する収益を表し、「農家の簿記」では「農業純収益」とし

て

　農業の純収益＝　農業の総収入一経費

とする。純資産に対する利益を、正味資産に対する利益とし、

　純資産に対する利益＝　純収入一借入金利子一小作料

としている。

　統計調査では「農業純生産」として、

　農業純生産＝　農業総収益一農業経営費

である。これが、フローからの拾い上げ計算をもとにした決算であり、「企業」的生産性を

測るものとしている。

　④農業所得
統計調査では「農業所得」として

　農業所得＝農業純生産＋家族・手伝人の見積労働報酬＋小作地への租税公課（自作地と

みなして）一支払小作料一支払負債利子

　を求める。

　⑤家族労働報酬
統計調査では「家族労働報酬」として

　家族労働報酬＝（農業所得一農業純財産＊0．05）／労働日数

として残余報酬とする。これは労働に対する残余報酬（残余コントロール権への報酬）で

あり、「経営」的収益性を測ることになる。

注：その一方で統計調査の決算表では、

農業ノ総収益＝農業用瀬財産の増価＋農業現金収入＋家事仕向額＋農業・家事以外の仕
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手当＋雇人（牛馬）の家事労働への賃金＋雇人（牛馬）の農業・家事以外の労働への賃金

＋家事による家賃・地代

　となっている。また

　農業ノ純収益＝農業用純財産＊0．05＋負債利子支払＋末払利子

となっており、定義が一致せず混乱が見られる。

3－2－2ストックからの単計算

　①まず「農家の簿記」では「資本額」として、財産台帳において年度始、年度末の増

減価を、資本高（資産）、純資本高（資産（資本）一負債）にて見る。統計調査では、年度

末の各財産の純増加額を財産台帳から求める。

　②　次に「農家の簿記」では、農家の総所得を「所得とは農家の収入総額と財産の増加

額の合計とし、生計の維持と貯蓄にあてる」と定義する。つまり

　農家の総所得＝財産の増加＋家事現金支出＋家事への現物仕向＋家事用の地代・家賃見

積＋雇人の家事労働賃金見積＋家事労働見積

　とし、財産増加＋農家の生計費、を農家総所得としている。財産台帳をもとに財産の増

減計算を行い、現金出納帳からの家計費の情報を加えて収益を出す、ストックからの単計

算である。財産増加には、増殖のみならず、売上の交換取引の結果による固定資産や貯蓄

の増加も含む。これは次の説明による。生産物は、a：中間生産物として再び農業に投入、

b：現金にして物財や雇用賃金に使用、c：現金にして固定資産や貯蓄に交換、　d：農家

の生計に用いられると考え、a＋b＋じは結果として総財産の増減になるが、　dのみ財産

の増減に結びつかないと考える。それゆえに、農家の生計費を加える。生計費には家事用

の現金支出のほか、住宅の見積地代、家事労働の見積賃金も含むが、家事残渣は収入とし

て生計費から引かれる。

　統計調査では「農家ノ総所得」として、

　農家ノ総所得＝年度末の各財産の純増加額＋経営者の年度内に要した費用（現金家事費

＋現物家事消費＋住居の家賃・地代見積＋雇人の家事労働費

　としている。家族の家事労働見積賃金は統計では含んでいない。

　③　農業所得をストック面から押さえた農家の総所得から農業以外の所得を差し引くこ

とによって求める。つまり「農家の簿記」では

　　農業所得＝　農家の総所得一農業以外財産の増減額一（副業の現金収入一現金支出）

一（副業による農業・家事への現物供与一農業による副業への現物供与）

一家事からの現金収入一家事残渣から農業への供与一家事・副業への地代見積一家事労働

見積

　とされる。家事労働報酬、住宅地代見積を費用として総所得から差し引いており、家事

が労働再生産の部門ととらえられている。

　統計調査では、

　　農業ノ所得＝（農家ノ総所得＋農外純財産の減価＋兼業費用）一（農外純財産の増価

＋兼業現金収入一ト農外の収入物の農業への仕向額）
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　　としている。統計では、家事に関連した見積を差し引いておらず、家事に関しては経

済活動の場としてはとらえていない。

　問題は、フロー面でとらえた農業所得と、ストック面でとらえた農業所得が、簿記の段

階で連動して記入も計算もされているわけではなく、一致する保証が全くないことである。

　④　「農家の簿記」では、追及すべき指標を、農家労働報酬とする（＝　農業所得一年

度始農業資金の6％）。統計調査でも家族労働報酬（＝農業所得一農業純財産＊0．05）／労

働日数）を求める。

3－3　特徴

　特徴として以下の慮を指摘したい。

　①　単記式単計算簿記なので、フロー面とストック面がそれぞれ連動することなく単記

され、それぞれが別個に単計算されるので、ストックとフローの計算結果が一致する保証

はない。本来は同じ経営活動を2側面からとらえているので、その決算結果は同一でなけ

ればならないが、結果が一致するような、簿記の内部で完結する構造にはなっていない。

　②　現金：出納帳において、・交換取引（財産系統）も損益取引（損益系統）と区別せず混

在して記録する。決算に当たっては、損益取引を拾い上げて計算する。

　③　ラウルに基づいて、農家総所得、農業所得、家族労働報酬、農業総収入、農業経費、

農業純収益、という用語が用いられているが、現在の農水省統計や農業経営学でスタンダ

ードに用いられる用語ではなく、また同じ用語でも定義が異なっている。

　④　家事労働見積、家事地代見積が所得から差し引かれており、家計活動は費用として

とらえられている。つまり農家は、農業部門＋副業部門＋家事部門から構成され、各部門

が独立に、経費によって収入を生み出す生産主体であると、とらえている。

4単記式単計算簿記でのフロー計算を主とする決算

（第2第3期農家経済調査）

4－1　農業経営学の確立

　個票は農家経済調査成績カード入れ（1921～1930年）として、農家ごとの1年間の記

録が集計されている。そこでの調査設計は、上記の単記式単計算簿記を基礎としている。

なお刊行された農家経済統計の項目は、いずれもほぼ個票の設計に準じて記載されている

（付表を参考）。

　帳簿は、主に、財産台帳（年度始、年度末）、労働日誌、覚書、物価表、現金出納帳（収

支と残高）、現物帳から構成され、第1期農家経済調査に準じている。記入も単記式簿記

に沿って記入されている。しかし、決算方法は、第1期とは全く異なっている。つまりス

トックからの計算（財産法）は全く行わず、フローからの計算（損益法）を中心として収
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益を測ろうとする。単記式単計算簿記での、ストックとフロー計算の乖離に対応し、フロ

ー計算に集中したものと思われる。

　これに影響を及ぼしているのが、主にドイツからの輸入学問として定着していった、大

正期における日本での農業経営学の確立であろう（註6）。農家の経済活動成果を表す指標

として、まず「純収益」概念が導入される。テーヤ（利潤＋資本利子）、チューネン、ブリ

ンクマン（地代＋利潤）、ゴルツ、エレボー（資本利子＋地代＋利潤）、クラフト、フユー

リンク（利潤）というふうに、農家をいかなる経営形態で捉えるかでその計算方法は異な

る。しかしいずれも、農業経営の「企業」的生産性を測る指標であった。しかしながら当

時の日本では、生業的な、小規模の家族労作経営が農業の担い手であり、効率性を測る純

収益概念ではとらえきれない状況にあった。

　その一方でドイツでも、エレボーらによって「所得」概念が成果指標として確立してく

る。所得とは、農業者自身の所有になっている農場財産から引き揚げてこられる私経済的

目標であり、労働費部分も含まれる。ここから、現在の農業経営学で用いられる、所得＝

粗収益一経営費、という概念が確激していく。これは「経営」的収益姓を測る指標である。

したがって、「企業」と「経営」という農業経営学の二重構造論的把握は（註7）、純収益

と所得という概念の延長上に確立されてくることになる。

　農業経営学のスタンダードが確立されていくことに合わせて、農家経済統計もその概念

で計算されるようになってきている。農業経営学では基本的にフローで所得を計算し、財

産の増減で調整しているので、統計の構造もこれにならっている。

4－2決算

　①　農家全体としての総所得をはじめに求めるのではなく、まず農業総収益を、現金出

納帳、現物帳のフローの記録から直接求める。農業活動から得られた生産物への報酬であ

るが、家事、兼業、固定財産に仕向けられた部分を含む。さらに財産台帳で得られる、現

物増減、動物増減、植物増減が農業総収益に加えられる。預貯金への仕向けなど、交換取

引については、拾い上げ計算をして、総収益には加えていないと思われる。交換取引に関

する、ストックとフローの関係がまだ確立されていない状況にある。

　②農業総収益は、

　農業総収益＝　生産物収入（農産物販売額＋家事仕向額＋兼業仕向額＋固定財産仕向額

＋その他仕向額＋現物増減額）＋動植物増殖（減価）額＋農業資本利用収入＋農業未収金

＋その他

　となる。

　③農業経営費は、

　農業経営費＝　諸負担＋土地費（経常・臨時）’＋土地改良費（経常・臨時）＋農具費（経

常・臨時）＋種苗費＋飼料費＋肥料費＋光熱費＋労賃＋農業負債利子＋小作料＋農業賃借

料＋その他

　となっている。フローとしての経営費計算にストックである土地、土地改良、農具の購i

入費が含まれ混乱している。これを臨時費と経常費（減価を含む）で分けることで、所得
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の算出時には臨時費をストックへの投資（固定財産支出額）として控除することで、固定資

本との交換取引に対応させている。その一方で農業総収益には固定財産仕向額を加えてい

る。収益になると同時に固定資産に交換されるので臨時費として計上すべきであるが、そ

うはなっていない（所得の計算には影響を与えない）。ストックとフローの概念がまだ混乱

している。

　④　農業所得は、農業総収益から農業経営費を差し引いくことで、ストック面でしかと

らえられない現物、動植物の増減を加えて、基本的には損益のフロー面からとらえる。

　農業所得＝　農業総収益一農業経営費

　つまり、自己所有に対する残余報酬としての所得の概念が形成されている。自作地地代、

自己資本利子、家族労働賃金が報酬であり、所得が、残余コントロール権のある目的とな

る。現代の農業経営学のスタンダードな概念となっている。

　⑤　農家総収益は、農業総収益における生産物収入＋動植物増殖（減価）額に財産利用

収入、俸給労銀、未収金を加える形で、やはりまずはフローから求めている。農業と農外

の問の中間生産物のやり取りを取り出して計算することはしていない。したがって

　農家総収益＝農業総収益（兼業仕向額を含まない）＋俸給労銀（農外の収入）＋未収金

＋その他（被贈与などの家事収入など）

　となる。農業総収益の計算では兼業仕向額を含めたが、農家総収益を計算する場合は、

農業から兼業への仕向、兼業から農業への仕向は中間生産物として含めない。また家事用

の地代・家賃、家事労賃見積は収入に含めていない。家事収入としての贈与はあるが、家

事部門が独立に経済活動を行っているとは考えず、消費主体と考えている。したがって家

計費を経費としてみることもない。これは第1期調査と、まったく異なる点で、この後の

統計でも、家事部門は消費主体としてとらえられることになる。

　⑥農家の支出は、

　　　農家支出＝現金支払額＋現物支弁額（家事仕向額＋繰越購入金＋雇人支給現物＋小

作料＋固定財産仕向額）＋減価償却＋未払金＋未払現物

　現金支払いの中に、交換取引である固定財産仕向と預貯金・貸付金への払い込み、借入

金返済も含まれており、財産計算と損益計算が混在している。

　⑦　農家経費は、支出のうち事業を運営するために農家全体として支払った経費である。

家計費は経費としてみない。贈与など家事収入のもとになる交際費も、家計費としてみる。

　　農家経費＝農家支出

　　　　　　一　家計費（家事現金支払い＋家事現物支払い＋家事減価償却＋家事未払い

　　　　　金）一（固定財産支出額＋預貯金・貸付金・借入金返済＋現物残高）

　となる。実際に現金で支払った額のうち、家計費は除く。また、交換取引に当たる固定

財産支出額、預貯金への預け入れ、貸付、借入金返済は、単なる形態の交換なので経費に

含めない。これらも拾い上げ計算をしていると思われる。

　また農業経営費には含めなかった現物の固定財産仕向が、支出として、農家経費に含ま

れている。農家総収益には固定財産仕向額が計上されており、所得を計算するための経費

としてはならない。固定財産支出額と同様に交換取引であるので、農家経費からは控除し
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なければならない。ストックとフロー概念が混乱している。

　⑧農家所得：これが、自己資本を減らすことなく支出家計費をまかなえる、自己所有

物に対する残余報酬となる。ただし、家事労働、家計用の地代・家賃の見積は費用として

見なしておらず、まかなえなくともよいことになる。つまり

　農家所得＝農家総収益一農家経費　であり、

　⑨　差引過不足が、余剰部分（農家経済余剰）になる。

4－3　特徴

　特徴として、以下の点を指摘できる。

　①　ストックからの計算（財産法）は全く行わず、フローからの計算（損益法）を中心

として収益を測る。単記式単計算簿記においける、フロー面だけが用いられた様式である。

しかし、農業経営学の確立をふまえて、現在の農水省統計や農業経営学でスタンダードに

用いられる用語、概念がここに定着した。

　②　交換取引については、損益取引と混在して記録され、拾い上げ計算されている。固

定資産仕向の取り扱いに混乱が見られるなど、財産系統、損益系統という簿記学に基づく

整理がまだなされていない。

　③　家事労賃見積、家事地代見積は費用として扱われず、所得に含まれている。農家は、

生産活動を行う農業部門と副業部門、そして消費活動を主とする（家事収入としての贈与

は把握する）家計部門から構成されるとしている。

4－4第3期での計算方法：フローとストックが無関係に

　第2期（1921～1923）、第3；期（1924～1930年）は、様式は「農家経済調査成績カー

ド入れ」として基本的に同じである。しかし取扱方法が以下のように全く異なり、両期の

比較はできない。

　①　経営部門組織ごとに総収入として計算するようになった。

　　　　　農業総収入＝耕種収入＋養蚕収入＋養畜収入＋農産加工収入＋その他収入

②部門ごとの総収入に中間生産物としての農産物を含めることになった。

　③農業経営費の中にも中間生産物を含め、収支で相殺するようになった。（経常費の合

計）。

　④実際の販売ではなく、収穫高で収入計算がなされた。市価あるものは1年間の平均

市価、ないものは費用価、成分価などで評価された。経営費も現物支払いは、年平均市価

で評価された。

　したがって、販売活動の結果である財産の増減と、平均市価で評価される収支は全く無

関係となり、フローとストック計算は全く連動することなく計算されている。

5単記式年計算簿記でのフロー計算とストック計算の結合の萌芽

（第4期農家経済調査）
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5－1複計算簿記の萌芽

　個票は農家経済調査結果表（1931～1941年）として、農家ごとの1年間の記録が集計

されるようになった。そこでの調査設計は、上記の単記式単計算簿記を基礎としている。

なお刊行された農家経済統計の項目は、この期においてもほぼ個票の設計に準じて記載さ

れている（付表を参考）。

　帳簿は、財産台帳（年度始、年度末）、農家経済調査日報（現金出納表、現物受払表、労

働表）、農業生産物収穫i帳、覚帳（掛売、掛買）、農家経済調査整理簿（科目別整理表、諸

負担整理表、労働整理表）である。農産物の平均市価での評価は改められ、販売時点での

評価になり、財産の増減、家計の計算と、販売収入の整合性はとられるようになった。複、

式簿記としての自己監査機能はないので、結果表自己監査要領を付し検算を行っている。

　ここでもフロー計算を基礎とし、ストック面での現物、動植物の増減を加えて、収益を

測ろうとする。しかし、交換取引を含めた日報であるが、損益取引と交換取引が別の科目

（特別収入・支出、臨時収入・支出）として分けられて記帳され、集計時に整理簿で交換

取引が取り除かれて拾い上げがされる形態に変化している。

5－2　帳簿

　①現金出納帳：日々の現金の支払い受入を、科目に分けて記録する。科目として、農業

収入（稲作、園芸など）、兼業収入（俸給労銀、財産収入など）、家事収入（被贈収入）、特

別収入（交換取引に相応する）、農業支出（土地費、肥料費など）、兼業支出（兼業財産費

など）、家事支出、諸負担、特別支出がある。

　この中で注目すべき科目は、特別収支であり、消極的な（財産的な）収支概念である。

特別収入として、預貯金の引出、貸付金の回収、借入金、未収入金の収入、固定資産の売

却代、頼母子講の落札、保険金・産業組合持分の払い戻しが当たる。特別支出として、未

払金の支払い、預金、貸付金、借入金返済、講掛金、出資金、保険金が当たる。

　ただし、固定購入のための支出は、特別支出とせず、農業支出の中での「臨時支出」と

して扱う。つまり農業支出の中で、土地費、土地改良設備費、建物費、農具費、家畜費、

種苗費などで固定財への支出は臨時費として記号を付ける。これに対応して、特別収入の

うちの固定資産の売却代ならびに補助金を臨時収入とする。また動植物の売却・購入、株

式公社債の売却・購入、産業組合への出資・持分の譲渡も臨時収支としている。これらの

特別収支、臨時収支は、まさに交換取引に対応し、明示的に仕訳けられていることが注目

される。

　現金出納帳に加えて、現物の受払いを科目ごとに、また労働の記録を農業、兼業、家事

ごとに記録して、フローの帳簿がつけられる。

　②科目別整理表：農家経済調査日報の科目にしたがって、現金と現物の出入りが科目ご

とにまとめられる。その際、臨時・特別収支は計算に組み入れない。交換取引以外の取引

をすべて記載することになる。
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5－3決算

　　覚帳によって掛売り、掛買いを整理した上で、財産台帳、科目別整理表からの結果表

への転記によって、決算を行う。

　①　農業総収入（経常）は、収入のうち「経常」として臨時・特別収入は除いて拾い上

げ、財産台帳から財産の増減を加えて、経常収入として計算をする。つまり

　農業総収入＝　現金収入＋未収入金＋払出小作料＋兼業仕向額＋家事仕向額

　　　　　　　　＋その他仕向額＋現物増減価額＋動植物増減価額

　である。兼業仕向額、その他仕向額の中に固定財産仕向が依然として含まれている。中

間生産物の算出の混乱、ストックとフロー概念の混乱がまだ続いている。次の京大式簿記

から、これらの仕向額が含まれなくなる（家計と農業の二部面だけを想定する）。

　稲作、麦作、雑穀、園芸、その他耕種、養蚕、養畜、農産加工、林野、その他としてそ

れぞれに整理される。

　②　農業経営費（経常）は、臨時・特別支出を拾い上げて除いて集計し、農業経常費と

する。財産台帳から現物の棚卸、減価償却を加えて清算する。つまり

　農業経営費＝　現金支払額＋未払金額＋繰越購i入現物（前年）＋現物仕向額

　　　　　　　　一購入現物繰越（翌年）十減価償却

　である。

　③　また兼業収入（経常）に関しても同様に、兼業生産物収入、林業収入、俸給労賃収

入、財産収入、その他収入に整理されて、

　兼業総収入＝　現金収入＋未収入金＋現物収入・仕向＋未収入現物＋現物増減価額

　　　　　　　　＋動植物増減価額

　となる。また兼業費（経常）は、兼業生産費、林業費、兼業財産費、労賃、諸負担、そ

の他として、

　兼業費＝　現金支払額＋未払金額＋繰越購入現物（前年）＋現物仕向額

　　　　　　一購入現物繰越（翌年）＋減価償却

　となる。

　④　そして、農業所得（農業総収入一農業経営費）、兼業所得（兼業総収入一兼業費）が

計算され、農家総所得として

　農家の総所得＝　農業総収入＋兼業総収入＋家事収入一廓業経営費一兼業費

　となる。したがって、やはり、自己所有に対する残余報酬（残余コントロール権への報

酬）としての所得が目的とされる。

　⑤そして、差引過不足が余剰となる。

　　差引額＝　農家の総所得一家計費　　（農家経済余剰）

　家計費には家事労働、家計用地代・家賃は含まれない。この段階では、農家経済余剰と

自己資本の増加は本来等しくなることが指摘されている。しかし評価基準が統一されてい

ないことを理由に、実際は一致しないとされている。それよりも、そもそも複式簿記のよ

うに、フロー面とストック面が連動して複記入されていないので、構造的に一致する保証

はないのである。
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　⑥しかし、実は現金収支として、ストックとフローが一致して、自己監査機能が付帯

されているのである。現金出納帳を記録する際に、収入か支出を記入すると同時に残金を

記入することで、複記入の意味を持ってきている。その結果、ストックの年度初現金が、

現金収支を通じて、ストックの年度末現金につながることになる。そして現金収支を、フ

ローに関連する経常的な農業、兼業、家事の収支と、ストックに関連する特別収支、臨時

収支とに区別しているので、実際手に入ってきた現金と出て行った現金は一致するという

均衡式が、フローの経常的収支と、ストックの特別収支、臨時収支、年度初末現金残高か

ら構成され、その結果ストックとフローが連動するという画期的な性格をもつようになる。

ここに、簿記が内部で完結し、自己監査機能が付帯することになる。

　しかしながら、この段階ではそこまでの解釈がなされているのではなく、ただ、特別収

支と臨時収支の区別と、現金収支の均衡の計算までにとどまっている。しかも統計ではこ

こまでの情報も公表されず、個票での情報に留まる。これが財産的収支としてストックと

結びついて、ストックとフローの複計算として解釈されるのは、第5期農家経済調査から

である。

　つまり、この段階では現金収支の均衡としては

　　現金収入＋臨時収入＋特別収入＋年度始現金

　　　　　　＝　現金支出＋臨時支出＋特別支出＋年度末現金

　となり、自己監査機能を持たせている。

　　これは実は、

　（現金収入一現金支出）≠現勿の培吻≠動短物舗一現勿の減少一灘

　　　　　＝（臨時支出＋特別支出）一（臨時収入＋特別収入）＋（年度末現金一年度始

　　　　　　現金：）

　　　　　　　　　　　　　　　　≠現物の垢吻≠動桓物壇殖一現物の減少一瀟

　である。これを京大式簿記では、左辺がフローからの利益計算、右辺をストックからの

利益計算として解釈する。

5－4　特徴

　①　単記本命計算簿記で、フロー計算を基本とする様式であるが、交換取引に当たる臨

時収支と特別収支を科目として設け、区別して日報をつけるようになった。その結果、決

算整理時に、いちいち判断することなく損益取引が拾い上げされるようになった。固定資

産仕向けをフローからの収入にするなどの混乱が無くなり、財産系統、損益系統といった

簿記学としての理解が徹底した。

　②　同時に、交換取引を区別し、現金収支での均衡までとらえることによって、ストッ

ク計算とフロー計算の結合への道筋が示された。ただしこの段階ではそこまでの解釈がな

されているわけではなく、ストックとフローの統合による自己監査機能の実現は、次の第

5期において完成する。

　③　農家は、生産活動（総収入と費用）をする農業部門、兼業部門と、消費活動（家事

収入と家計費、家事労働・地代は費用としない）をする家事部門で構成されるとされてい
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る。

6単記式辞計算簿記でのフロー計算とストック計算の連動

：京大式農家経済簿記の採用（第5期農家経済調査）

省略

7他計式単記式複計算簿記：戦後の農家経済調査

　簿記構造は1949年に大改正される（第6期）。それまでの京大式簿記（第5期）は仕訳

が煩雑で記帳者に対する負担が大きかったため、出張所による仕訳が行われる他計式の第

4期の様式に戻る。ただし、複計算：としての機能を持たせ、また概念も京大式をもとに改

善されている。そρ後この形式が2003年までの実に54年間にわたって用いられることに

なる。

7・1帳簿

①農家経済調査日計簿、②農家経済調査原簿からなる。日計簿は、現金収支表、生産現物

家計仕向表、現物外部取引表、掛取引表、労働作業表から成り、原簿は、世帯師表、生産

物表、作付台帳、財産台帳（土地、建物、農機具、植物、動物、現物、現金・準現金、借

入金、未収入金）租税公課諸章担整理表、労働集計表、現物整理帳からなる。日計簿は仕

分けなどない単純な日誌である。

　現金現物日記帳と異なり、現金取引にすべてを分解しない。現物をそのまま記入し、評

価額を付記する。掛取引は、一旦掛取引表に記入した上で、清算された時に現金収支表に

記入する。

7－2　仕訳・整理

　農家が記帳した日計簿の仕訳整理は、出張所が行う。まず日計簿の取引ごとに、現金収

入伝票、現金支出伝票、現物取引伝票、家計仕向伝票ごとに整理記入する。その際、科目

に仕分けする。科目は、

　収入：事業収入（農業収入、農外事業収入、事業以外の収入）、

　支出：事業支出（農業支出、農外事業支出）、租税公課諸負担、家計費、

　財産的収入：固定資産処分、有価証券売却、預貯金引出、講・保険金受取、離職金融、

借入金
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　財産的支出：固定資産購i入、外部投資、預貯金預入、講・保険金積立、借入金返済　資

産分割による贈与

からなる。他計式であるが、京大式簿記における財産的収支が踏襲され、フローとストッ

クの統合の裏付けとなっている。現物取引は、物々交換、現物賃金、現物料金、現物小作

料、現物負担、被贈現物である。受取現物（収入）と支払現物（支出）の両方に記入する。

家計仕向も収入（収入）と用途（支出）の両方に記入する。被疑現物は受取現物（収入）

と家計仕向の用途（支出）に記入する。したがって、現物においては収支が一致する。

　そして、伝票を科目ごとにまとめ、農家別月計表を作成する。事業収入、事業支出、財

産的支出など科目ごとに、現金の月合計額を計算する。その上で、

　先月からの繰越現金＋事業収入＋事業以外収入＋財産的収入

　　＝事業支出＋租税公課＋家計支出＋財産的支出＋来月に繰り越される現金

を現金について検算を行う。現物の収支は一致するはずなので（検算）、外部支払い現物、

家庭仕向を含めても等しくなる。自己監査だけでなく、フローとストックの複計算の裏付

けになっていることに留意したい。

7－3集計・決算

農家累年計表（静態計算表と動態計算表）において集計決算を行う。

7－3江　静態計算表

　財産台帳をもとに、土地、建物、農機具、植物、動物、現物（未処分・購入）、現金・準

現金、未収金、借入金、未払金について、年度始現在価、年度末現在価と、それぞれの特

性に応じて、売却・購i入、減価償却、増殖、増加・減少を転記する。農家財産の年度始と

年度末の「差引純財産」を計算する。ストックにおける利益である。

7－3－2　動態計算表

　事業収入、事業支出、財産的支出など科目ごとに、現金、外部支払い現物、は家庭仕向

の申合計画を総計する。その上で、現金について　　　　　　　　　　　　　　・

　　年度始手持現金＋事業収入＋事業以外収入＋財産的収入

　　＝事業支出＋租税公課＋家計支出＋財産的支出＋年度始手持現金

が基本的に成立する。現物取引は収支が一致するので、

　（現金事業収入＋現金事業以外収入）一（現金：事業支出＋現金租税公課＋現金家計支出）

　　＋（現物収入一現物支出（家計含））≠現勿の培吻≠聡察吻壇殖一室物の減少一瀟

　　　＝財産的支出一財産的収入＋（年度末手持現金一年度始手持現金）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　≠現勿の壇勿≠動桓物恥一現物の減少一疹鰯’

と基本的にはなる。左辺が、フロー計算（動態計算表）からもたらされる「農家経済余剰」、

右辺がストック計算（静態計算表）からもたらされる「差引純財産」である。自己監査だ

けでなく、京大式簿記をもとにしたフローとストックの複計算なっているのである。もち

ろん右辺は、農家所得（農業所得＋農外所得）一家計費から基本的には構成される。
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7－3－2農業経営統計調査（2004～）

2004年以降は、家計調査の廃止によって、この自己監査機能を満たすことはできなくな

った。現在は、収入と支出の差額を事業主勘定として、収支の帳尻を合わせている。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年8，月31日～9月2日

一橋大学経済研究所レクチャーシリーズ

農業簿記論　　京大式簿記と農家経済統計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浅見淳之（京都大学）

　農家で記帳される簿記：農業簿記は、複式簿記が採用されている。しかし大正期か

ら行われている農家経済統計の原簿となっている記帳簿記は、記帳の簡便さから単式

簿記である。単式簿記とはいっても、正規の簿記となるために骨の折れる試行錯誤が

行われ、戦前期に京都大学において大槻正男によって開発された「京大式農家経済簿」

が採用されている。戦後の農家経済調査統計の枠型も、この簿記を基本としている。

戦前期からの農家経済ミクロデータを読み取るためには、この京大式簿記を理解する

ことが必要不可欠であるため、当時の文献にあたりながらその構造のレクチャーを行
う。

1農業経営のとらえかた （農水省、　農業経営学のスタンダード）

1）　資本の回転と農業経営

2）　企業的農業経営 自己資本に対する収益

純収益　利潤　企業利潤

3）　家族経営 自己所有の生産手段（労働、土地、資本）に対する収益

経営と家計の未分離

貨幣経済と自給経済

主体均衡論　心理的性格

　　　→　所得　　粗収益一経営費

　　　　　　　　　　　　過剰就業　経営の強靭性：窮迫生産

4）　家族経営の類型

　　　自給的

　　　商品生産的

自給経済的、兼業自給的

労働型（一日当たり家族労働報酬）、

資本型（企業的・自己資本純収益＝利潤）

5）　経営費 経営体を維持運営するに要する費用

　（粗収益一企業的経営費＝利潤）
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粗収益一家族経営的経営費＝農業所得

6）　生産費 生産物1単位当たりに生産のために要した価値犠牲

物財費、労働費、土地地代、資本利子

7）　経営費と生産費

　　　経営費には、経営体を構成する要素（企業的：自己資本、家族経営：家族労働

＋自有の土地・資本）の価値犠牲は含まれず、その反対給付は、それぞれ利潤、所得

に含まれる。　生産費は、投入したすべての要素の価値犠牲が含まれる。

　　　1生産物、家族経営の場合

　　企業利潤＝粗収益一生産量＊生産費

　　　　　　　＝（価格一生産費）＊生産量

　　　　　　　＝粗収益一生産量＊（物財費＋家族労働費＋雇用労働費＋自作地地代

　　　　　　　　　＋小作地地代＋自己資本利子＋他人資本利子）

　　　　　　＝粗収益一（経営費＋家族労働報酬＋自己資本利子＋自作地地代）

　　　　　　　　：効率性

　　農業所得＝粗収益一経営費

　　　　　＝粗収益一（物財費＋雇用労賃＋小作地地代＋他人資本利了）

　　　　　　　　：収益性

2　我が国の農業経営の発展過程

1）　伝統的な農業経営

　　　　　（高度経済成長期以前）

　　①他律的に動かされる「単なる業主」

　　②　家族労作経営

　　③家族労働の完全燃焼と自給

　　④　村落共同体

J．A．シュムペーター

2）　高度経済成長期以降、現代の農業経営

　　①農業労働力の減少　（農外就業機会による吸収）

　　②機械による労働の代替

　　③土地の非流動化

　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　安定兼業農家の急増

←→@経営受託による大規模法人経営

←→@組織化による集落営農
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兼業化が進みながらも

　①「企業者」としての農業経営

　②「組織化」による共同経営・集落営農

3農家経済はどうとらえられたか　（大槻正男）

1）自給自足

2）物財取引発生後

3）半自給自足

4）物財・生産要素用益売買取引発生後

5）農家（自給＋販売＋用役購入・販売）

6）投資取引発生後（大農場、共同生産、企業経済）

7）農家（維持体としての経営と、家計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　純収益概念が異なる

京大式農家経済簿の解説

4　京大式農家経済簿の予備的考察

1）単記実複計算簿記：京大式簿記

　　（1）計算方法の違い

　　　①　静態的計算方法（財産計算）

　　　②　動態的計算方法（損益計算）

　　　　　　財産増加額（静態）＝農家経済余剰

　　　　　　　　：複計算　←→　単計算

　　（2）記録方法の違い

　　　①　単記式：　現金のみ

　　　②　複記式：　入と出

　　　　→単記式単計算（単式簿記）

　　　　　単記式複計算（京大式簿記）

　　　　　複記式複計算（複式簿記）

（動態）となるはず　cf貸借均衡

2）京大式農家経済簿

　　　大槻正男による考案（昭和9年）
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その後「自形式農家経済簿」（京都大学農業簿記研究施設）として普及

農家経済簿記　cf農業経営簿記　生産部門簿記

3）損益のとらえかた

　　（1）取引のつどの取引額でとらえる

用役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r

流動性財　　：年度内生産性財（米）、年度内消耗性財（肥料）

　　　生産・利益＝利益的収入額＋年度末増加額

　　　消耗・損失＝損失的支出額＋年度末減少額

（2）棚卸しでの増殖額、償却額でとらえる

　　不流動財　　：不生産不消耗性財（土地、預貯金）

　　　　　　　　　長期生産性財（果樹）　　→増殖額

　　　　　　　　　長期減耗性財（機械）　　→減価償却額

4）簿記年度

　　1月1日～12，月31日

5農家の財産

1）所得経済財産と家計経済財産

　　　　家計財産は基本的に消耗剤として扱い、家計資産はゼロとして扱う。

　　　　家屋・宅地は所得経済資産として扱い、

　　　　　　　　　　見積家賃が家計部面から所得部面に支払われるとする。

　　　家計負債は、所得部面が借入れ、家計部面に提供するとする。

2）財産

　　　資産　　固定資産（土地、建物、大植物、大動物、大機具　）

　　　　　　流動資産（准現物（小植物など）、現物（中間生産物、未販売現物など））

　　　　　　流通資産（現金、準現金（預貯金、未収金など））

　　　負債　　借入金　未払金

3）供用財と結果財

　　　　流動供用財、固定供用財　　　流動結果財、固定結果財

6　簿記の取引

1）不流動性　　固定財、流通在、負債
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流動性 流動財、用役

2）交換取引

　　損益取引

不流動性財を不流動性財と交換　　損益をもたらさない

損失取引　不流動性財を流動財・用役と交換

利益取引　流動財・用役を不流動性財と交換

3）　外部取引

　　　　現金取引　　　販売、購i買、被傭、雇傭、預貯金

　　　　非現金取引　　物々交換、掛、振替

　　内部取引　所得経済部面→家計経済部面のみ　：家計仕向

4）非現金取引の現金取引への分解

　　　単記式簿記

　　　キャッシュフロー計算ができない

5）財産的取引、所得的取引、家計取引

　　交換取引：財産的取引

　　　　財産的収入：不流動性財→貨幣

　　　　財産的支出：貨幣→不流動性財

　　損益取引：所得的取引、家計取引

　　　　所得的収入：流動性財・用役→貨幣

　　　　所得的支出：貨幣→流動性財・用役

　　　　家計支出：貨幣→消費財

7　現金現物日記帳　　取引の記録

1）帳簿形式

現金現物　　日記帳

現金取引 現物

収入 支出 残金

所得的収入 財産的収入 所得的支出 家計支出 財産的支出

外部取引：現金取引

内部取引：生産物家計仕向

現金取引　収入　　（種目）所得的収入　流動財・用役の販売
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　　　　　　　　（種目）財産的収入　不流動性財の売却

　　　　　支出　　（種目）所得的支出　流動財・用役の購入

　　　　　　　　（種目）家計支出　　消費財の購入

　　　　　　　　（種目）財産的支出　不流動性財の購入

家計仕向　　（所得経済種目）（家計経済種目）　　　　　　　　販売価格評価

2）記入方法　　掛売買取引　振替取引　物々交換　生産物家計仕向

3）記入例

4）種目の意味

　　複式簿記：　　　　　　　すべての細目の勘定科目ごとに勘定元帳に転記整理し、その結果

　　　　　　　として決算がなされる

京大式簿記：　財産的収入、財産的支出、残金、所得的収入、所得的支出、生産

　　　　　　物家計仕向（所得部面）、生産物家計仕向（家計部面）、家計支出の

　　　　　　8科目だけに分けて決算する。その後、種目を記録して、種目ごと

　　　　　　に細目にわたる分類を行う。　　→種目別分類集計表

8　財産台帳　　財産の記録

　年度初財産価額と年度末財産価額を比較し、財産の年間での変化は、減価償却額、

動植物の増殖、ならびに目記帳から得られる財産的取引による増減の情報、つまり購

入売却による増減によって説明される。日記帳の残金と財産的収支が、台帳にここで

反映される。

1）固定資産の帳簿と記入例

財産台帳

年度初財産 償却額 増殖額 財産的取引

ﾉよる増減

年度末財産

　①　土地：　償却はない。増殖は開墾、土地改良に限られ、労賃見積りも含める。

一度価額が決まれば、年々同じ価額が年度末に持ち越される。自作地、貸付地以外の、

借入れ小作地は自己所有ではないので本来は記載しないが、便宜上、括弧をつけて記

載する財産台帳集計表では、小作地は含めない）。ただし小作権価額がある場合は、自
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作地では土地価額に含め、小作地では小作権価額のみを財産台帳集計に含める。貸付

地は集計に含める。

　②　建物：償却は定額法による。増殖は新築改築に限られ、労賃見積りも含める。

　③　大植物：　年度初め価額は育成原価の累計に基づく。これをもとに成樹後は減

価償却を行う。、増殖額は育成期における純費用を当てる。補翼で果樹園が維持されて

いる場合は、償却、増殖はゼロとする簡便法も用いてよい。

　④大動物：年度初め価額は、育成原価の累計もしくは成畜購入の市価評価に基

づく。育成期間の育成原価を増殖額、もしくは市価評価の年度初末の差額とし、成畜

後は減価償却を行う。

　⑤　大機具：新調価をもとに減価償却を行う。増殖はない。

2）流動資産・流通資産の帳簿と記入例

財産台帳

年度始価額 増減額 次年度始価額

①　現物：

　　①1未販売現物：販売もされず家計仕向けもされていない米麦などの生産物

　　　　　を、庭先価格をもとに評価。

　　①一2購入現物：使用されていない肥料、農薬などの購入物財を庭先価格で評

　　　　価。

　①3　中間生産物：　副産物として生産され再び生産に投入される、わら、堆

　　　　肥などの物財。類推市価評価を行う。年度初額を評価記入し、よほど大

　　　　　きな変動がない限り、増減額をゼロとし、次年度以降は年度初めの数値

　　　　　を転記する簡便法を用いる。無市価物ともいう。ただし統計原簿ではこ

　　　　れも評価していることに注意が必要。

②　準現物

②一1小植物：

②一2　小動物：

②一3小農具：

単年性の立毛。費用価評価を行うが、増減額ゼロとする簡便

法を用いる。

中小家畜。育成価評価、市価評価を行うが、増減額ゼロとす

る簡便法を用いる。

安価な用具。新調価の0．5で評価し、常に補充され増減はない

とする。

③　現金・準現金：預貯金・貸付金、未収入金、講・保険金、有価証券

　　　　　　　　　　有価証券は、年々同一価額を次年度に持ち越す

　　　　　　　　　　講・保険金は払い込み済み金額
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　現金と準現金については

　現金：次年度始現金価額＝年度始現金価額＋（所得的収入年計＋財産的収入年計）

　　　　　　　　　　　一（所得的支出年計＋家計支出年三＋財産的支出年計）

　　準現金：次年度始準現金価額＝年度始準現金価額

　　　　　　　　＋準現金獲得の財産的支出計一準現金処分の財産的収入計

④負債：借入金、未払金

　　次年度始負債価額＝年度始負債価額

　　　　　　　　　＋負債獲得の財産的収入一負債返済の財産的支出

9集計

1）現金現物日記帳　月別集計表

　　　前．月（前年）からの繰越＋収入（所得的収入＋財産的収入）

　　＝支出（所得的支出＋家計支出＋財産的支出）＋翌月　（翌年）への繰越

2）農家経済決算表A表

　　現金現物日記帳だけからの中間決算（増加減少・増殖・減価償却を考慮していな
い）

3）財産台帳集計表

　財産台帳の固定資産、流動資産、流通資産と負債の、それぞれの年度始と次年度始

と増減の計を転記し集計したもの。斜線を引いたセルは簡便法を用いた場合、また通

常は発現しない数値となる。結果財とは年度内に生産によって増加した財、供用財と

は年度内に生産に用いられ減少した財である。

財産台帳集計表

固定資産 年度始 減価償却 増殖額

財産的取引に

謔髑搆ｸ 次年度始

土地
、、

@、

建物
、、 @　　、

@、　　　－　　、

大植物

大動物

大機具
、、

@、、
@　、　　　、

流動資産増減額

流動資産 供用財 結果財

未販売現物

購…入現物
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中間生産物
－、

@、@、@　、@　、@　　、@　　－

、　　、

@、　　　ヒ、、

@　、　　、

小植物
、、@　、、

@、、　　、
@　－、、、　　　㌔

小家畜

小農具
、、 @　　、　　　、

@　－、－、－　　　、

流通資産 現金

準現金

負債

10決算

農家経済決算表B表

1）動態的計算方法をベースにしての決算

①　粗所得算出

　まず農家全体の総儲け高として、粗所得を計算する。

　粗所得＝所得的収入の集計＋現物家計仕向け年掛：（動態計算（日記帳）からの集計）

　　　＋　増殖額　　　　　　：（静態計算（財産台帳）からの調整、大動植物の増殖）

　　　＋　流動結果財増加額　：（静態計算（財産台帳）からの調整、未販売現物）

　流動資産に関しては、増減に関して簡便法を用いているため未販売現物のみ加える。

②　所得的失費算出

　農家全体で所得をあげるために必要だった総費用を、所得的失費として計算する。

　所得的失費＝所得的支出の集計＋現物外部支払い年計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（動態計算（日記帳）からの集計）

　　　＋　償却額　　　　：（静態計算（財産台帳）からの調整、固定資産の減価償却）

　　　＋　流動供用財減少額　　：（静態計算（財産台帳）からの調整、購i入現物）

　　　＋　賄支給額　　　：（動態計算（日記帳）からの集計、雇用労働者への支払い）

　流動資産に関しては、増減に関して簡便法を用いているため購i入現物のみ加える。

その年始末の差額が負であれば、その額を実際投入したことになり、正負を逆にして

記入する。粗所得の現物外部支払い年計は、所得的失費の現物外部支払い年計と等し

くなる。

③　農家所得算出

　財産を減らさないでその年の生活に消費できる金額が、農家所得となる。

　農家所得＝粗所得一所得的失費

④　家計費算出
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　家計に関しては、家計をまかなう費用が家計費となる。雇用者への賄が含まれる。

　家計費＝家計総支出

　さらに、純粋に家族の生活のための費用が家族負担家計費となる。

　家族負担家計費＝家計費一賄支給額

⑤　農家経済余剰算出

　農家の余剰部分、つまり農家経済の成績として農家経済余剰が計算される。

　農家経済余剰＝農家所得一家族負担家計費

2）静態的計算方法からの決算

①　農家財産純増加額

　複計算簿記として、静態計算からの計算も同時に行う。簿記の構造上こちらか計算

　しても、動態計算からの計算に一致する。まず財産の純増加額を計算する。

　農家財産純増加額＝年度末財産額一年度初財産額

②　財産価値変動による損益

　しかし、日記帳では記録されない資産価格変動による損益が実際にはある。これは、

　実際には売却して発現しないが、偶然的に発生する財産価値変動による損益である。

③　財産価値変動による損益，

　価値変動部分を取り除くと、フローから求めた余剰部分と必ず一致することになる。

　農家経済余剰＝農家財産純増加額一財産価値変動による損益

11京大式簿記の仕組み

1）　残金勘定と反対勘定の二重記入

　見かけは現金勘定だけの単式簿記であるが、残金を単なるとりまとめではなく、ひ

とつの勘定とみなし、同時に現金収支を内訳分類して記録していると理解することで、

複式簿記と同じ複記入になっていることがわかる。すなわち、現金日記帳においての

「残金」の欄で、累積額ではあるが、取引ごとに現金自体の収支の結果がすべて記載

される。同時にこれに応じた（反対記入）の形で、その具体的形態が、財産的収支、

所得的収支、家計支出に仕分けされて記録される。複式簿記の仕訳帳記入で、貸方、

借方が常に反対記入されることと同じことが行われていることになる。

　残金は財産勘定である「現金勘定」であり、これに対応して、財産的収支は「現金

以外の財産勘定」、所得的収支と家計支出は損益勘定として、別勘定で記帳されるので

ある。しかし、常に、所得回収入一所得的支出一財産的支出＋財産的収入一家計支出

＝残金の均衡が成立するように記録される。損益勘定の動きは、同時に残金という財

産勘定に反対方向で記録されることで、複記入されているのである。集計農階でこれ

は、財産価額の変動はないとすると、

　年度末残金一年度初繰越金＋財産的支出一財産的収入
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　　　　　　　　　　　　　　　＝所得的収入一所得的支出一家計費

となる。左辺が財産台帳からもたらされる静態の情報で、右辺が現金現物日記帳から

もたらされる動態の情報である。その結果として、動態計算をベースにした計算と静

態計算が、最終的に農家経済余剰として一致するのである。

⑤動態計算と静態計算の一致と自己監査

　現金、現物日記帳（動態計算）の純儲け額（農家経済余剰）と、財産台帳（静態計

算）の農家財産純増加額の両側面から決算を行い、残金を通した複記入を行っている

ことで、財産価額の変動で調整すると、両者の計算結果は必ず一致する。したがって、

自己監査機能を持たせることができる。

　静態計算からは、

　農家財産純増出額＝財産的支出年計一財産的収入小計＋資産価格変動による損益

一固定資産償却額＋固定資産増殖額±流動資産増減額＋年度末残金一年度始繰越現金

　となる。

　動態計算からは、

　純儲け…額（農家経済余剰）＝粗所得一所得的失費一家族負担家計費

　　＝所得的収入年計＋生産物家計仕向年計＋固定資産増殖額＋流動資産増加額

　一所得的支出年計一固定資産償却額一流動資産減少額一賄支給額一家族負担家計費

であり、両者は一致することから、

　財産的支出年計一財産的収入心計＋年度末残金一年度始繰越現金＋資産価格変動に

よる損益　＝　所得的収入年計一所得的支出直面＋生産物家計仕向年女一家族負担家

計費一賄支給額

　となる。資産価格変動による損益がないとして簡単化すると、

　（財産的支出一財産的収入）＋（年度末現金一年度始越現金）

　　　　　　　　＝　（所得的収入年計一所得的支出年計）＋（0一家計費）　　　　（1）

であり、「現金以外の財産勘定」＋「現金勘定」＝「所得経済勘定」＋「家計経済勘定」

となっている。つまり動態と静態からの均衡はすなわち、別勘定の均衡にもなってい

るのである。

12京大式簿記の解釈

柏祐賢「現金受払式簿記の複式簿記的性格

　　　　　　　　　　大槻教授「自計主義、農家経済簿記」の一理解」

①　複式簿記の特質　　　二重記入と貸借均衡、財産系統勘定と損益系統勘定の一致

②　自計主義簿記

　現金勘定の外形的拡大　　現金取引への分解　現金勘定のみ記録（収入と支出）

　現金勘定の残高欄への退化　現物取引の二重記入、現金取引の反対記入としての残高
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　　財産勘定一現金勘定（残高欄）、その他財産勘定（財産的収支）

　　損益勘定　所得的収支、家計支出

③　自己監査機能

　　側‘産的支出一財産的収入）＋（年度末現金一年度始越現金）

　　　　　　＝　（所得的収入年計一所得的支出年計）＋（0一家計費）

13農家経済統計の簿記様式の変遷

①
②
③
④
⑤
⑥

単式簿記と複式簿記

単記式単計算簿記でのストックとフローの乖離（ラウル（佐藤寛次）簿記）

単記式単計算簿記でのフロー計算を主とする決算

単記式単計算簿記でのフロー計算とストック計算の結合の萌芽

単記式複計算簿記：フロー計算とストック計算の結合（京大式簿記）

他計式単記式複計算簿記：戦後の農家経済調査

ノ
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大槻正男（1938）『農家経済簿記』養蜂堂

「農業簿記論」講義

2009年8月31日
尾関学（一橋大学）

第一編　総説

第二章　農家経済1

　現実の農家経済の構造は、複雑である。

　→単純な経済社会を想定し、その中における農家経済の説明から始め、順次複雑な構造

　　の農家経済を説明する。

第一節　自足自給の農家経済

　農家経済が完全な自足自給を営む：それ白体が生産・消費に関する一個の自足完了体。

　→所得経済部面と家計経済（消費経済）部面から構成される

［第一図完全自足自給の農家経済　（p．9）］

→所得経済部面での生産活動：粗生産

　　→純生産＝粗生産一物財補充額（固定財の減耗償却と流動財の補充）

　↓

粗生産・＝粗所得

物財補充額＋租税公課；所得的失費

　↓

農家所得＝粗生産一（物財補充額＋租税公課）

　　　　　＝粗所得一所得得失費

　→所得経済部面と消費経済部面との関係

　　→農家経済余剰＝農家所得一家計費（家計仕受生産物額）

第二節　洋舞売買取引発生後の経済社会における農家経済

　物毎の取引発生後の経済社会と個別農家経済

　　：①生産物を他の経済に販売する　←→　②生産用物財、消費財を購入する可能性

［第二図完全貨幣経済の農家経済　（p．11）］

→生産物の一切を販売する。他方、一切の生産用物財（生産財）と家計用財（消費財）を購入。

1大槻正男（1938）、pp。1－18。ただし、本報告では、大槻正男（1978）『農業簿記論II』大

槻正男著作集第四巻、楽匠書房、所収（pp．8・28）、を利用し、別添の資料1、資料2を含め、

引用頁数もそれによる。
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　→農家所得がすべて貨幣形態をとる。

↓

農家所得＝粗所得一所得的失費

　　　　＝貨幣粗所得一（物財費一租税公課）

　　　　＝生産物販売収入一（生産用財購入支出一租税公課）

［第三図　半自足自給の農家経済　（p．14）］

→生産物の一部を販売（貨幣粗所得）、一部を直接家計に仕向ける（現物粗所得）。

　↓

農家所得媒粗妙得一所得的失費

　　　　　二（貨幣粗所得＋現物粗所得）一（物財費＋租税公課）

　　　　　＝・（生産物販売収入＋家計仕向生産物評価額）一（物財購入支出＋租税公課）

家計費＝貨幣家計費＋自給現物家計費

　　　＝家計支出＋家計支受生産物評価額

第三節　物財及び生産要素用役売買取引発生後の経済社会における農家経済

　生産要素用役取引売買の制度

　：農家は所有する生産票素から流出する用役を他の経済へ販売する可能性を有し、他方、

　　季節的または絶対的に不足する用役を他の経済から購入する可能性を有する。

（1）用役を他の経済へ販売する。

［第四図　生産要素用役販売農家経済　（p．15）］

→農家所得＝粗所得（＝諸用役販売収入）一所得的失費

［第五図　純農業労働者経済　（p．15）］

→純労働者経済の所得雲粗所得一所得的失費

　　　　　　　　　　　＝労銀収入一（自弁の労働装具及用具費＋租税公課）

［第六図　純地主経済（p．16）］

→純地主経済の所得＝粗所得一所得的失費

　　　　　　　　　　＝地代収入一（貸付土地の管理費等＋租税公課）

［第七図　純金貨経済　（p，16）］

→純金貨経済の所得＝粗所得一所得的失費

　　　　　　　　　　＝利子収入一く金貸しに付随せる諸費用＋租税公課）

（2）用役を他の経済から購入する。

［第八図　生産要素を全然所有せずして生産を営む農家経済　（p．η）］

→諸用役は全部他の経済から購入し、その対価は純生産より支払われる。
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、↓

農家所得＝純生産（＝粗生産一物財費）一（租税公課、＋購入生産要素用役費）

　　　　＝粗生産一（物財費＋租税公課＋購入生産要素用役費）

粗生産＝粗所得＝貨幣粗所得＋現物粗所得

　　　二生産物販売収入＋家計仕向生産物評価額

物財費＋租税公課＋購入生産要素用役費＝所得的失費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　証物財購入支出＋租税公課＋用役購入支出

↓

農家所得＝粗所得一所得的失費

　　　　＝（貨幣粗所得＋現物粗所得）一（物財費＋租税公課＋用役購入支出）

　　　　＝（生産物販売収入＋＋家計仕向生産物評価額）一く物財購入支出＋租税公課＋

　　　　　　用役購入支出）

［第九図　普通農家経済　（p．19）］　（←第三図、第四図、第八図との総合）

（1）生産要素を所有

　：流出する諸用役を自家経済の生産に用いる。他方、余剰用役を他の経済へ売却し、労

　　銀収入、地代所得、利子所得を獲得する。

（2＞生産要素を購入

　：所有する生産要素のみならず、季節的、絶対的に不足する生産要素を他の生産要素所

　　有経済から購入する。

　↓

農家所得＝生産よりの農家所得＋農家副所得（用役販売収入にもとつく所得）

　　　　　＝（生産粗所得一生産所得的失費）＋（副四所得一副所得的失費）

　　　　　＝（生産粗所得＋副粗所得）＋（生産所得的失費＋副所得的失費）

　　　　　・＝（生産貨幣粗所得＋生産現物粗所得＋副粗所得）一（物財費＋生産に賦課せら

　　　　　　　れる租税公課＋購入用役費＋用役販売費＋副所得に賦課せられる租税公

　　　　　　　課）

　　　　　＝（生産物販売収入＋家計仕向生産物評価額＋用役販売収入〉一（物財購入支出

　　　　　　　＋生産に賦課せられる租税公課＋用役購入支出＋用役販売費＋副所得に賦

　　　　　　　課せられる租税公課）

　　　　　＝町所得一所得的失費

家計費＝貨幣家計費＋自給現物家計費

　　　＝家計支出＋家計雪明生産物評価額

農家所得と家計費

　農家経済余剰＝農家所得一家計費
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第四節　投資取引発生後の経済社会における農家経済

　生産技術の発達と資本の蓄積によって、大規模生産が有利になる。

　→生産の大規模化を可能にするのが、投資取引である。ただし、農業においては、個別

　　農家経済から、大規模生産が起こる前に、過渡的な生産形態として、大農場生産およ

　　び共同生産という生産形態が生じた。

［第十図　大農場生産を営む農家経済　（p，21）］

→農家所得は、第九図と同じであるが、生産場所（農場）の分離の相異が生じる。

［第十一図　共同生産を営む場合　（p．22）］

→各共同農家より生産要素用役が提供され、共同生産が営まれる。その余剰が、共同各

　　農家に分配され、各農家の所得となる。

投資取引発生後の経済社会

　→単数または多数の個別経済の投資により、母体である投資者経済より分離独立した

　　法人格を有する、純生産経済としての企業経済が設立され、それ自らが生産要素を

　　所有して生産を営む。

［第十二図　個人企業経済において生産が直接的に営まるるものとして見られたる場合
（P．23）］

→各農家経済から生産要素が投資され、企業経済内において一定の生産目的のために永

　　続的に専用されるようになる。

　↓

→諸生産要素は企業内において相互に適当に結合され、ひとつの永続的組織体を成す。

　　→経営．諸生産要素の永ヲ的組織体

［第十三図　生産が個人企業経済における経営体の生活の結果生ずるものとしてみられた

る場合　（p．24）］

　→「企業経済経営」（桃実形）：生産が企業経済内における経営体の生活の結果として生

　　　　　　　　　　　　　　　ずる形態を示す。

［第十四図　生産が共同企業経済における経営体の生活の結果生ずるものとして見られた

る場合　（p．25）］

→経営体は生産のために必要な諸用役をすべて自給できるとは限らず、諸生産要素が欠

　　けることなく経営体の内部で結合されるものでもない。そのため、不足する用役（特に

　　労働力）は他の経済から購入されて補足される。

　　　→「企業経済経営」：経営体の構成において労働力を全く欠くものである。

　↓

　粗生産を経営の見地からみると……

→粗収益：経営体が1ヵ年間の生活によって新たに生み出した財め総額を意味する。

一205一



↓

純収益＝粗収益一経営費

　　　＝粗収益一（物財費＋租税公課＋購入用役費）

　　　＝純生産（＝粗生産一物千千）一（租税公課＋購入用役費）

　　　＝粗生産一（物財費＋租税公課＋購入用役費）

　　　　　　　　　　　〔「収益」と「生産」との概念の関係に留意する必要がある。〕

農家経済と経営

［第十五図　生産が農家経済における経営体の生活の結果生ずるものとしてみられたる場

合　（p．27）］　（←『［第九図　普通農家の経済琵対応）

　→農家経済内部において、生産が、企業経済経営のように生産要素の組織体としての経

　　営の生活の結果として生ずる見方。

　　　→所得経済部面に回された生産要素は、農業生産のための生産要素として結合され、

　　　　生産要素の永続的な組織体としての経営を成している、と認められる。

　↓

農家所得（1＞経営よりの所得　（←経営の純収益を農家経済の立場から別称した）

　　　　（2）経営外所得　（2・1）投資配当所得

　　　　　　　　　　　　（2・2）用役販売所得

　↓

　経営よりの所得＝純収益；粗収益一経営費

　↓

　粗収益＝粗生産＝生産物販売収入＋家計仕向生産物評価額

　経営費証物財費＋租税公課÷購入用役費

　　　　＝物財購入支出＋租税公課＋用役購入支出

　↓

　経営よりの所得＝純収益＝粗収益一経営費

　　　　　　　　＝（生産物販売収入＋家計仕向生産物評価額）一（町勢購入支出＋租税公課

　　　　　　　　　　＋用役購入支出）

　　　　　　　　二粗生産一（国財費＋租税公課＋購入用役費）

　　　　　　　　＝純生産（＝粗生産一物財費）一（租税公課＋購入用役費〉

〔報告者〕

・農業（農家）経済と農業儂家）経営：農業経済学と農業経営学との関係

　→「生産」概念と「収益」概念

・農家経済調査と農業簿記論との関係’

　→農林省の農家経済調査は、1942（昭和17）年のいわゆる「大槻改正」以降、「経営」

　　　という語がタイトルに明記されるようになる。

・農業経済学を専門としない者が、データとしての農家経済調査を利用する時、農業経済

学、農業経営学、農業簿記論、そして農家経済調査の関係をどのように捉えるべきか。
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　　　　　　　一橋大学経済研究所グローバルCOEプログラム

地域・市場分析研究グループ，ミクロ分析研究グループ共催レクチャーシリーズ

　　　　　　「農業簿記論　　京大式簿記と農家経済統計　　」

ディスカッション

報告者：京都大学大学院　草処　基

大槻正男（1938）『農家経済簿記：その原理と京大式簿記解説』第4章「取引」

再録：大槻正男（1978）『農業簿記論II』大槻正男著：作帰一4巻，楽游書房，第4章

第一節取引対象の分類

簿記上の取引の定義・・

の交換

・単位経済間に行われる財（または用役）と財（または用役）と

流動性による財及び用役の分類

（甲）　絶対不流動性のもの

　　　　（1）土地

　　　　（H）流通財

　　　　（皿）負債

（乙）　完全流動性のもの

　　　　（1）用役

（丙）不完全流動性のもの

　　　　（1）固定財（土地を除く）

　　　　（H）流動財

＊　流通財は現金及び準現金く預金及び貸付金，未収入金，講義及び保険金，出資金及び株

　券・債券類）で構成される．第三章「農家の財産」において，大槻は流通資産を「物的

　技術的内容を有せざるところの単なる流通手段または購買力たる財の総体に対する名

　称である（pp．31）」と定義している．

＊流通資産に対し，生産資産（沈下資産）が定義される．生産資産は「…　物的技術的

　内容を持つところの，直接的に生産の用の供せられる諸財の総体である（pp．32）」と定

　義される．

＊　生産資産はその財の「流動性」によって固定資産と流動資産に分類される．固定資産は，

　　「多年にわたりて持続的に生産の用に供せられる財，i換言すれば年々その価値の一部分

　だけずつを粗生産（生産物）の中に流動し，全部を一時に流動しない性質の財（固定供
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　用財），およびそのものの一部分だけがその年度の生産であって，全体としては過去多

　年の蓄積たる性質を有する財（固定結果財）の総体（pp．32）」であり，流動資産は，「調

　達せられると同時に少なくともその年度内において消耗し尽され，その価値の全部を生

　産せられる生産物の中に流動する性質の財（流動供用財），およびその全部が処分の直

　前に，少なくともその年度内において生産せられる性質の財（流動結果財）の総体

　　（pp．32）」として定義される。

＊現在の簿記では，「流動性」現金化のしゃすさによって定義される．一方，大槻が用い

　る「流動性」は年度内にその財の全てが消耗もしくは生産されるのかによって定義され

　る．

上記の流動性による財及び用役の分類を単純化すると，

（甲）不流動1生のもの

　　　　（1）固定財（土地を含む）

　　　　（■）流通財

　　　　（皿）負債

（乙）流動性のもの

　　　　（1）流動財

　　　　（H）用役

単純化のために，動態的記録計算においては，取引の一切をこの単純化した分類に従って

記録する．’

＊　この単純化のために実際との開きが生じる．実際との開きは，静態的記録計算で修正

する．

第二節　取引の分類

取引対象を不流動性心と流動財に分類すると，いっさいの取引は以下のように分類される．

）
）

イ
ロ

（
（

交換取引・・・…　　不流動性財と不流動性財との交換

損益取引

（a）損失取引…　　不流動性財を流動商品は用役と交換する場合

（b）利益取引…　　流動財又は用役を不流動性財と交換する場合

取引を取引先との関係で見ると，取引は以下のように分類される

（1）外部取引
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（H）内部取引

第一款　外部取引

外部取引は，取引の一側面が現金であるか，または両側面とも非現金であるかによって，

以下のように分類される．

（1）現金取引

（H）非現金取引

　　　　（1）　物々交換取引

　　　　（2）　掛取引

　　　　（3）　振替取引

第二款　内部取引

内部取引は，当該経済内部に設定された計算単位間の擬制上の取引であるため，計算単位

の設定の仕方によって取引とみなされる種類や数が大きく異なる．

＊京大式農家経済簿記においては，農家経済を単に所得経済部面と家計経済部面の二計算

　単位にとどめる．

＊家計経済は自給生産物を所得経済部面よる受けるのみであり，家計経済部面より所得経

済部面に物を給付することはない．

第三節　非現金取引の現金取引への分類

外部取引における非現金取引および内部取引は，実際には現金の移動が起きない取引であ

る．京大式農家経済簿記においては，単記式簿記の記録計算を簡易化する手段として，現

金取引以外の取引もすべて現金取引に分解し，一切の取引を現金取引に一元化する．

（1）　物々交i換取引の分解

　相手方に給付した財または用役を相手方に現金売りし，その収入金でもって直ちに受

　け取る財を現金買いしたものと解釈する．

（2）　掛取引の分解

　掛売りは，相手方に物を売って，その代金を直ちに相手方に一時貸しするものと解釈

　され，掛買いは，相手方から借金して，その金で直ちに相手方から物を購入したもの

　と解釈される．
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（3）　振替取引の分解

　　振替売りは，組合に物を現金売りし，その収入金を即座に組合に当座貯金したものと

　　して，振替買いは，組合の当座貯金から貯金を引き出して，その金で物を購入したも

　　のと解釈される．

（4）　内部取引の分解

　　家計仕向けの生産物が一たん外部に販売されて所得経済部面の収入となり，その収入

　　金でその家計仕向け生産物が家計に購入されたと解釈される．

第四節　財産的収入・支出，所得的収入・支出及び家計支出の定義

取引をすべて現金取引に分解したとき，取引を再定義することができる．

＊取引とは現金とその他の財または用役との交換である．

さらに，交換取引・損益取引といった分類も再定義することができる

＊　交換取引とは不流動性財たる貨幣とその他の不流動性財との交換を意味し，損益取引と

　　は不流動性財たる貨幣と流動性財または用役との交換を意味する．

京大式農家経済簿記では，交換取引を財産的取引と呼び，損益取引を所得的取引と家計取

引とに分類する．

唖徽：1：ll歳 財産的取引

所得々取引

家計取引（または消費的取引）

さらに，一切の取引は，貨幣がその経済に入ってくる取引であるか，貨幣が出ていく取引

であるかによって，収入取引と支出取引に分類される．

　　　　　財産的取引一｛犠謬1

取引所糊引…・ 蝟蜚^ll
　　　　　　家計取引・・・…　　　家計支出取引
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『農業簿記論』講i義（2009年9月2日）

柏　祐賢「現金受払式簿記の複式簿記的性格一大槻教授『自計主義、農家経済簿記』の

　　　　　一理解　　」（同『農学のゆくえ』富民協会、1980年、所収）

　（初出：「現金受払式簿記の複式簿記的性格『農業経済研究』第14巻第1号、1938年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：林　幸司（一橋大学）

（一）序説

◎簿記学上の基本理論

（1）簿記の記録対象たる取引は、常に「入り」と「出で」の相平衡する二側面を持ち、

　　会計結果の貸借平均を可能にする。

　　・簿記学上の取引＝私経済の記録すべき対象をなすもの

　　→私経済の財産又は資本の在高及び内容形態に、増減又は変化を惹起せしむると

　　　ころの一切の出来事

　　・取引のもつ二重側面…　　「出で」と「入り」

　　　　　　　　　　　　　この二重側面は相均衡し、常に相等しい

　　→すべての取引について、二重性をありのままに記帳するのが「複式簿記」

・貸借平衡の原理→随時勘定記入の正否を検証しうる

→複式簿記の強制的自己完了作用（自己監査）の「其の一」

（2）簿記の記録対象たる取引は、財産在高の増減従って資本の額に変化を及ぼすもの

　と、財産形態に変化を及ぼすに過ぎざるものとの二系統に分別せられ、会計結果の

　二重表示を可能にする。

・取引が、私経済体を構成する財産・その抽象的総和たる資本にいかなる変化を与

えるか

①具体的形態たる財産に形態変化を及ぼすのみにて、従って抽象的総和たる資本に

　増減を及ぼさざる取引…　　財産取引、交換取引

②具体的形態たる財産にその在高の増減を惹起せしめ、従って同時に抽象的総和た

　る資本にその額の増減を招かしむる取引…　　財産資本取引、損益取引

・勘定の二分類

①具体的形態たる財産に属する勘定…　　資産負債勘定、財産勘定

②その抽象的総和たる資本に属する勘定…　　資本勘定、損益勘定

・会計結果の二重表示一資本勘定において貸方残高として損益余剰が表示

　　　　　　　　　　　財産勘定において借方残高として純財産増加額が表示

　→資産負債対照計算残高と損益計算残高との終局的一致

　　強制的自己完了作用（自己監査）の「其の二」
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◎複式簿記の問題点

　①その借方、貸方の観念の仕方、財産、資本の概念の理解は、現在における商工業

　　者よりも遙かに知識程度の低き農業者においては、極めて容易ならざること。

　②農業又は農家経済は極めて複雑多岐なるものではあるが、その取引回数は多から

　　ず、複雑なる勘定の分割設定及び二重記帳は却って繁多に過ぎ、その効果必ずし

　　も高からざること。

　→そのままの形態では、農業・農家経済適格性を有し得ないが、単なる決算計算・

　　数：量計算を出ない単式簿記では、資本主義経済社会への適応ができない

　→現金受払式簿記の発達

（二）『自計主義、農家経済簿記』の複式簿記的性格

　（1）現金取引を続っての本簿記の組織

　「本簿記においては一切の取引を現金取引に分解し、その現金側面のみを記録計算する

　ことによって一切の取引を現金だけの出入によりて洩れなく把握し記録計算を簡易化

　し機械化しようとするのである（「草案」29ページ）

①複式簿記における財産系統勘定としての現金勘定の外形的拡大　　単記の具体化

　（イ）あらゆる取引はこれを現金取引に分解して考えること

　（ロ）本簿記においては、あらゆる取引はその二側面中現金なる側面についてのみ単記

　　し、他の側面については別に記入をなさない。

　・記帳全体が一体として財産勘定としての現金勘定を構成している

　・多桁式構造一それぞれ別々の勘定をなしていると見るのではなく、現金勘定の借

　　　　　　　　　方および貸方欄の内訳をなしていると理解すべき

②財産勘定としての現金勘定の残高欄への内面的退化　　本簿記の内面的複骨性

．◎本簿記が山王を前提とする複計算：組織であるかどうか？

　（イ）取引の二重側面が記帳面へ如何なる形で現れているか

　　・物々交i換、掛取引、振替取引の場合

　　「別々の三つの取引すなわち物々交換の場合は売及び買の両取引、掛及び振替取引

　の場合においては売買及び貸借の両取引の結合されたるものと言う擬制に立」つ

　　→実際上の一取引を二つの取引に分解し、分解された二つの各々の取引の各一面

　　　の記入…　　二つの単側面の記入、元の一取引のみについて見れば結局複記入

　　・現金取引一外形上は単記入

　　　　　　　　残高欄が他側面の記入、元帳勘定口座をなす

　　＊他の口座とは形態を異にする残高欄一収入と支出との二欄がない、累積記入

（ロ）二系統の勘定口座が如何なる形で設定されて咬るか

①資産負債勘定（財産勘定）

　　（イ）現金勘定一隅高欄

　　（ロ）その他の資産負債勘定一財産的収入・支出の二欄

②損益勘定（資本勘定）
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　（イ）所得経済勘定一一所得的収入・支出二幅

　（ロ）家計経済勘定一家計支出の一欄

☆決算上必要最小限、小農の現実に照らしたもの

◎問題点

・外形態上はすべてが財産勘定としての現金勘定であり、多桁の各口座はその内訳分類

　内面的にはその内訳口座こそ真の勘定口座

→本簿記組織中には財産勘定としての現金勘定が存在しない

　・形態上退化した現金勘定口座一一現金勘定の内訳として現れている諸口座のなか

　に、一台金勘定口座を設定することは許されない

　→全体を締めくくる現金残高欄が、実質的な現金：勘定欄となっている

・現金勘定の内訳分類の形式によって設定された各口座は、実質的には現金勘定とは別

　の勘定であり、現金勘定の反対勘定をなしている

　・記入を外形態的に現金勘定記入として見れば、その借方欄、貸方欄の記入が正常体

　　をなしている

　　→同一の記入を、その内訳口座即ち現金勘定の反対勘定の立場から見るならば、普

　　　通の元帳組織の＝場合の記入とは正反対…　　借方、貸方の関係は全く逆になる

・残高欄は累積的記入であるから、このような問題はない

☆本簿記は、外形上単記式簿記→内面的には複式簿記の単記式化したもの

（附）本簿記における分類集計の意義

・必要最小限の勘定口座→決算後出取引の分類集計を行わなければならない

・分類集計は、簿記の本質的部分ではなく、補助的な意義しか持たない。

・貸借整理帳などの補助簿を用いれば、容易に分類集計ができる

（2）本簿記における強制的自己統制

①静態、動態なる外形的仕組み

　・財産台帳　　静態的計算帳

　・日記帳一動態的計算帳

　→一切の取引を分解することによって現金取引として取り扱うという事実から引き出

　　される

　　　・日記帳　　一切の取引を包含、外形態上現金取引帳、動態把握者

　　　・財産台帳　　日記帳に対比される静態計算帳

②財産、資本の両計算による自己統制の性能

◎静態計算

　年度始財産評価額＋固定資産増殖額一固定資産減価額

　　　　　　　　　＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　　　＋財産的取引に依る財産増加額一財産的取引に依る財産減少額
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　一年度始現金在高：＋年度末現金在高

＝年度末財産評価額

年度末財産評価額一年度始財産評価額

　　　　　　　＝固定資産増殖額一固定資産減価額

　　　　　　　　＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　　＋財産的取引に依る財産増加額一財産的取引に依る財産減少額

　　　　　　　　一年度始現金在高＋年度末現金在高

　　　　　　　＝年度内純財産増加（減少）額

・財産的取引による財産増加額、減少額

財産的取引に依る財産増加額＝財産的支出

財産的取引に依る財産減少額；財産的収入一財産価格の変動による益（損）

◎財産的収入は、ある財産の財産的取引による財産減少額を現していない

　　…　　資産の売却価額と年度始評価額との差額は、所得的収入（支出）ではなく、

　　　　財産的収入欄に含まれる

・年度内純財産増加（減少）額

年度内純財産増価額

　　　　　　　＝固定資産増殖額一固定資産減少額

　　　　　　　　＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　　＋財産的支出一（財産的収入一財産価格の変動による益（損））

　　　　　　　　一年度始現金在高＋年度末現金在高

◎動態的計算

（所得的収入＋固定資産の増殖三一固定資産の減価額

　　　　　　＋流動資産の増加三一流動資産の減少額）

　　　　　　一（家計支出＋所得的支出）

　　　　　＝年度内純資本増加額即ち余剰（純儲け高）

・自己統制作用→静、動二計算結果の一致を要求するはず

年度内純財産増加額＝年度内余剰即ち儲け高

・実際は、年度内において売却せる資産の価格変動による益（損）額だけ、財産増加額

が大となっている一財産を売却した価額の全額を財産的収入としているから

年度内純財産増加額一財産価格の変動による益（損）

　　　　　　　＝年度内余剰即ち儲け高

　［固定資産の増殖額一固定資産の減価額＋流動資産増加額一流動資産減少額

　　　　　　　　＋財産的支出一（財産的収入一財産価格の変動による益（損））

　　　　　　　　一年度始現金在高＋年度末現金在高］

　　　　　　　　一財産価額の変動による益（損）

一214一



　　　　　　　＝［（所得的収入＋固定資産の増殖額一固定資産の減価額

　　　　　　　　＋流動資産の増加額一流動資産の減少額）

　　　　　　　　一（家計支出＋所得的支出）］

財産的支出一財産的収入一年度始現金在高＋年度末現金在高

　　　　＝所得的収入一所得的支出一家計支出

（財産的支出一財産的収入）＋（年度末現金在高一年度始現金在高）

　　　　＝（所得粗収入一所得的支出）＋（○一家計支出）

・左辺＝静態計算の簡易化された表現、右辺＝動態計算の結果の表現

・左辺の計算結果…　　財産勘定系統に属する「現金勘定口座」の残高と、「その他

　　　　　　　　　　の財産勘定口座」との和を示している

→財産計算又は資産負債計算を表している

・右辺の計算結果…　　損益勘定系統に属する「所得経済勘定口座」の残高と、「家

　　　　　　　　　　計経済勘定口座」との和を示している

→資本計算又は損益計算を表している

☆本簿記における静態、動態の仕組みによる自己監査

　→複式簿記における財産、資本の二計算による自己監査の巧妙な加工

・各月末についても同様の検証力

（各月財産的支出一各月財産的収入）＋（各月末現金在高一各月始現金在高）

　　　　　＝・各月所得的収入一（各月所得的支出＋各月家計支出）

☆ここで言う自己監査能力…　　取引記入上の誤謬に対する監査能力を意味するのみ

→計算における評価（年度始及び年度末財産評価額が適正かどうかなど）はその範囲外

◎財産計算帳と日記帳の関係

　・複式簿記の立場

　　　日記帳の「所得的収入・支出」、及び「家計支出」欄→資本計算

　　　　　　　「財産的収入、支出」及び「残高」欄→財産計算

　　　財産台帳の「財産的取引による増減」欄

　　　　　→目記帳における「財産的収入・支出」欄の分類転記されたもの、財産計算

　　　　　　　　「増殖」欄及び「減価」欄

　　　　　→資本計算にも財産計算にも関する、両者を修正する数字の算出欄

　　　　　　　　「年度始、及び年度末の財産価格」欄

　　　　　→財産状態に対する一種の貸借対照表、記入結果の意味の完成

　☆本簿記において、日記帳＝財産計算帳であると同時に資本計算帳
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　　　　　　　　財産台帳＝財産計算帳であると同時に資本計算帳

→財産台帳は、日記帳に対する補完の意味を持つ

1　財産（資産負債）計算帳

①日記帳における「財産的収入、支出」欄

②日記帳における「残高」欄

③財産台帳における財産の「増殖」欄及び「減価」欄

④（財産台帳における「財産的取引による増減」欄）

⑤財産台帳における「年度始及び年度末価格」欄

H　資本（損益）計算帳

　①日記帳における「所得的収入・支出」欄

②日記帳における「家計支出」欄

③財産台帳における財産の「増殖」欄及び「減価」欄　　　　　　　　、

　④（資本計算系統においては、資本勘定は退化し、損益勘定のみとなっている）

◎財産の「増殖及び減価」欄

　・複式簿記　　単一勘定によらず、混合勘定による

　・本簿記　　混合勘定を排除、別個に計算された減価又は増殖額を、財産、資本の両

　　　　　　　計算に追補する形式

　☆二つの計算の発揮と消化

　　（1）財産構成部分の変動を見る計算

　　（2）資本の増減を見る計算

（三）むすび

◎現金受払式簿記の特質とその性格

　（1）一切の取引は現金取引に分解還元し、その現金側面を単記するが、現実ありのま

　　　まの取引として見れば、なお旧記の性格を保持している。

　（2）現金取引による外形的単記化に起因して、動態計算、静態計算の仕組みを構成し

　　　ているが、なお現金取引の内訳分類の形式によって、財産、資本の二勘定系統が

　　　県別できること。

　→簿記結果の自己監査性能が遺憾なく具備されている

◎現金受払式簿記一般にも通じる性格　　　『産業組合簿記』など

◎農業経営者の記帳余裕やその経営経済内における取引の実情に照らすと、単式簿記の

　簡易さを保持する必要があるが、複式簿記の性能によらなければ、経営結果の経理は

　困難。

　　→ここに、日本において単式・複式の両簿記が総合され現金受払式簿記が発達した

　　　理由がある
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おわりに

　私どもは、一橋大学経済研究所のスタッフの方々と共同で、京都大学農学研究科・旧農

業簿記研究施設に保管されている、戦前期の農林省農家経済調査個票の整理を進めている。

これらの泰和は、戦前期の農家ごとの経済活動の貴重な結果であり、かつパネルデータと

して利用でき、農業経済学、開発経済学、経済史などの分野でのブレイク・スルーが期待

されている。しかも日本の農家経済調査個票は、農家による簿記記帳に基づいた決算書と

もなっている。農家の経済活動を正確にとらえた結果となっており、また農家簿記計算の

構造を利用することで新たな情報も得られる。しかしながら、どのように帳簿が記録され、

計算されたかを詳細に説明したマニュアルは存在していない。個票利用に先立ち、まず入

口としてその簿記構造を明らかにしなければならなかった。

　戦前期の農家簿記としては、農家経済調査第5期（1942－1948年）の調査簿として用い

られた、大槻正男による単記式複計算の「京大式簿記」が完成した到達点となっている。

戦後もこの簿記は「自計式簿記」として、農家への普及がはかられ、詳細な解説書が発刊

され講習会も開かれてきた。しかし農業経営の経営形態の企業化に伴い、農業簿記は複式

簿記を基礎とする農業会計学としてまとめられていくことになる（註1）。実務的にも複式

簿記やキャッシュフロー計算書が、農業会計で用いられてくる（註2）。その一方面、京大

式簿記は講習会が開かれることもなくなり、表舞台に出ることはなくなった。

　しかし、戦前期の農家経済調査を分析するために、京大式簿記をもう一度見直す必要に

せまられてきた。そもそも、京大式簿記が誕生するまでの農家経済調査の簿記様式の検討

が十分にはなされていない。新井（1983）によれば、戦前期の「農家経済調査はその後し

ばしば調査様式が改正されたが、拠るべき有力な簿記様式もなく、改訂作業は苦心の連続

であった。改訂の経過はそのまま戦前における簿記研究の歴史であった」　（註3）のであ

る。忘れ去られない前に、京大式簿記を確認して、そこからさかのぼって戦前の簿記様式

を解きほぐす必要が出てきている。さらにこのことは、簿記構造と結びついたパネルデー

タの経済分析を進めることで、経済学との学際的な農業会計学の新領域ともなりうるかも

しれない。

　そこで一橋大学でのレクチャーという形で、農林省農家経済調査個票に関する研究に関

わっているメンバーとともに、大槻正男の思考にまでさかのぼって、京大式簿記を中心に

戦前期の農家簿記を見直すことをさせていただいた。開発経済学、経済史の専門家にもご

参加いただき、一方的な説明というよりも、相互に意見を交わし合いながら理解を深めて

いった。それゆえ農業経済学を超えた、新しい視点からの理解も得られた。したがって本

書も単なる講義録というよりも、新視点からの分析に結びつく土台になっている。このレ

クチャーを通じて京大式簿記（自計式簿記）が、農業経済学あるいは京都大学農学研究科

を越えて見直されてきていることが確認できた。参加していただいた一橋大学、京都大学

の教員、研究員、大学院生の皆様、またこのような機会を与えていただいた佐藤正広先生

はじめ一橋大学経済研究所のスタッフの皆様には厚くお礼を申し上げたい。
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2010年11，月29日

京都大学農学研究科 浅見淳之

註

1）例えば、松田藤四郎・稲本志良編『農…業会計の新展開』（農林統計協会、2000年）の

執筆者らによって農業会計学が確立されてきている。

2）例えば、古塚秀夫・高田理『現代農業簿記会計』（農林統計出版、2009年）がある。

3）新井肇・武藤和夫編『経営計画論・簿記論』（昭和後期農業問題論集18、農山漁村文化

協会、1983年）の解題（新井肇、345頁）から引用。
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