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イギリスにおける財務報告の概念的枠組みの展開
財務諸表の目的と財務情報の特性に関する考察を中心として一

可児島
1

達

夫

多くの代替方法が容認されることになり，比較

はじめに

可能性が阻害されたり，会計基準問の首尾一貫
イギリスにおいて，会計基準の歴史的展開は，

イングランド・ウェールズ勅許会計士協会
（The

Institute

England

and

of

Chartered

Wales：以下，

Accountants

in

の
性が欠けるなどの批判があった。

このような批判に対して，首尾一貫した概念

的枠組み（conceptual

framework）の観点か

ヨ

ICAEWとする）

らのアプローチにより会計基準を設定する必要

によって1942年から1969年までに29種類公表さ

性が指摘された。このようなアプローチを採る

れた「会計原則勧告書」（Recommendations

先駆けとなったアメリカの財務会計基準審議i会

on

（Financial

Accounting

Principles：以下，

RAPとする）

Accounting

Standards

Board：FA

に始まる。このRAPは任意的な実務指針であっ

SB）は，概念的枠組みについて次のように定

たため，会計実務は多様であり，1960年半半ば

義している。すなわち，「首尾一貫した諸基準

の企業買収・合併運動を機に，1970年1月に会

を導き，かつ財務会計と財務諸表の性質・機能・

計実務上の多様性を縮小する手段としての会計

限界を規定する，相互に関連した目的と基本概

基準を設定する機関である会計基準運営委員会

念（fundamentals）の整合的な体系，すなわ

（Accounting

ち一種の『憲法』（constitution）である。」イギ

Standards

Steering

Committee：

以下，ASSCとする）が設置された。その後，

リスにおいて，このような概念的枠組みに関す

ASSCは，スコットランドやアイルランドを含

る最初の公表書は，ASSCにより1975年7月に

むイギリスの主要会計専門家団体を加え，1976

討議資料として発表された「会社報告書」（The

年2月に会計職業団体諮問委員会（The
Consultative

Committee

of

Accounting

Bodies）の傘下に入る一委員会として，会計基
準委員会（Accounting

Standards

Committee：

以下，ASCとする）と改称された。

会員に強制力のある
（Statements

tice：以下，

of

ASCは，

「会計実務基準書」

Standard

Accounting

Prac−

SSAPとする）を公表してきた。

こうしたRAPやSSAPは，会計問題をケー
ス・バイ・ケースに取り扱い，実務から帰納す
る方法によって作成され，公表されてきた。こ

のような実践的アプローチ（pragmatic
の
approach）により会計基準を設定する場合には，

理論的に一貫した基礎概念が示されないため，

1）このアプローチは，記述論的（descriptive）
アプローチ，帰納的（inductive）アプローチ，
またはボトムアップ・アプローチともいわれる。
2）岩崎旧稿「イギリスにおける会計の概念的枠組
の研究についての一考察一The Corporate Re−
portを中心として一」『富士論叢』第37巻第2号
（平成4年11月），1−2頁。

3）このアプローチは，規範的（normative）ア
プローチ，演繹的（deductive）アプローチ，ま
たはトップダウン・アプローチともいわれる。
4）

FASB，

Conceptual

Scope
Framework

and

lmplications

Project，

1976，

of

p．

the
2

．

（森川八州男監訳，小栗崇資・佐藤信彦・原陽一

共訳『現代アメリカ会計の基礎概念一FASB財
務会計概念報告書一』白桃書房，昭和63年，5頁。）
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Corporate

Report）である。その後，1981年8

月にはマクヴェ（Richard

3

1996

財務諸表の目的と財務情報の特性に議論を絞る

Macve）により「財

ことにして，それについて言及している「会社

務会計および報告のための概念的枠組み」（A

報告書」，「ソロモンズ報告書」，「原則書」，お

Conceptual

Framework

Accounting

for

Financial

の
Reporting），1988年にはス

and

コットランド勅許会計士協会（The
of

Chartered

Accountants

in

よび「改訂版原則書」を取り上げ，その特徴，
問題点について考察する。

Institute

Scotland）によ

H

「会社報告書」における財務諸表
の目的と財務情報の特性

り討議資料として「会社報告書を価値あるもの

にすること」（Making Corporate Reports
の
Valuable）が公表され，さらに1989年3月に
はソロモンズ（David

SQlomons）の報告によ

「会社報告書」において採用されている基本

り，ASCから「財務報告基準のためのガイド

アプローチは，「会社報告書は可能な限り利用
ロ
者の情報こまズを満足させなければなら」ず，

ライン」

そのためには会社報告書が「有用でなければな

（Guidlines

for

Financial

Reporting

Standards：以下，「ソロモンズ報告書」とす

らない」（para．1．1）として，利用者指向アプ

お
る）が公表された。

ローチを採用する。そして，会社報告書の基本

1990年8月には，ASCに代わって，法的裏

目的は，「情報に対して合理的な権利を有する

づけを有する会計基準を独自の権限で作成し，

人に，有用な報告エンティティーの資源や業績

公表できる会計基準審議会（Accounting

についての経済的測定とその情報を伝達するこ

Standards

とである。」（para．3．2）この文言における情報

Board：以下，

ASBとする）が設置

された。このASBは，従来からの個別会計基

に対して合理的な権利を有する人とは情報利用

準設定の他に，概念的枠組み設定もその目的の

者のことを指し示す（para．1．8）。したがって，

1つに掲げ，1991年6月から公開草案または討

「会社報告書」においては，利用者の経済的意

議草案として全7章から成る「原則書」

思決定有用性アプローチを採用することを明ら

（Statement

of

Principles）を公表してきた。

そして，ASBは1995年に，この7章から成る
「原則書」を再検討し，改訂版の公開草案とし
て「財務報告のための原則書」（Statement
Principles

for

Financial

of

Reporting：以下，

「改訂版原則書」とする）を公表している。

そこで，本稿では，イギリスにおける概念的
枠組みの展開について概観する上で，まずは，

9）

ASB，

Statement

The

Obiective

the

Qualitattve

Information

The

（Exposure

（Discussion

5）

ASSC，

The

Corporate

Report，

ICAEW，

6）

for

Richard

ICAEW，

7）

Macve，

Financial

A

Conceptual

Accounting

and

Frarneworle

Reporting，

Making

Corporate

Reports

VaZu−

David

Reporting

ASB，

Principles
11）ASSC，

able，1988．

8）

Reporting

Solomons，
Standards，

Guidelinesfor
ASC，

1989．

Financial

1991．

Statements

in

lterns
Draft），

Finaneial

in

Financial

1992．

Statements

1993．

of

Financtal

lnformation

1991．

EntitN

（Discussion

Draft），

1994．

10）

1981．

ICAS，

The

of

Draft），

Draft），

and

FinanciaZ

1992．

（Discussion

Presentation
（Exposure

1975．

of

Financial

Draft），

Mesurement
（Discussion

Statements

Draft），

of

Recognition

Statements

Principles：

Financial

Characteristics

Elements

The

of

of

Exposure
for

op．

Draft，

Finaneial

Statement

Reporting，

of

1995．

ctt．，para，1．1．以下，本文中の本

節において括弧内で示されているパラグラフは上
記の論文において掲載されている箇所を示す。
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かにしている。

（可児島

達夫）
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用者を混乱させることを避けるニーズとの問の

ここでいう「合理的な権利」とは，情報を要求

バランスを保つ場合に適用されるべき判断が必

する法的権限があるか否かにかかわらず，報告

要であること」（para．3．5）を意味する特性で

エンティティーのパブリック・アカウンタビリ

ある。これは，「合理的な訓練を受けた利用者

ティから生じるものであり，それは当該エンティ

が利用可能なすべての情報を可能な限り明瞭な

ティーの活動が利用者集団の利害を侵害するか，

形で提供することを要求する。」（para．3．5）

その可能性がある場合に存在する（para⊥8）。

信頼性とは，「表示される情報は，当該情報

このパブリック・アカウンタビリティとは，公

がどの程度信頼できるものなのかを利用者が評

に報告を行う責任であり，報告についての法的

価できるようでなければならないという点で信

責任とは異なり，より広いものであり，経済エ

頼できるものでなければならない」（para．3．6）

ンティティーによって社会において果たされて

ということを意味し，「会社報告書に含まれる

いる管理的役割から生じる（para⊥3）。ただ

情報の信頼性は，それが独立的に立証される場

し，その責任対象は，エンティティーに利害を

合に高められる」（para．3．6）と述べ，これは

有する多様な人々に対する一回目的情報を報告

後述する「ソロモンズ報告書」で明示される検

する責任に限定されている（para．1．5）。

証可能性を意味するものと思われる。

「会社報告書」では，このように情報につい

完全性とは，「表示される情報は，それが報

て合理的な権利を有する情報利用者集団として，

告エンティティーの経済活動の全体像を可能な

具体的に次の7つの集団をあげている（para．1．

限り利用者に提供するという点で完全でなけれ

9）。すなわち，投資家，債権者，従業員，アナ

ばならない」（para．3．7）ということを意味す

リスト・アドバイザー，取引先，政府，および

る。

一般大衆である。前述のパブリック・アカウン

客観性とは，「表示される情報は，すべての

タビリティを掲げていることから，政府や一般

適切な利用者ニーズを満たさなければならない

大衆までも含む広義の利用者集団を対象として

という点で客観的であることないし偏向がない

いる点に特徴がある。

こと，そして測定者の認識は，いかなる利用者

次に，会社報告書が有用であり，このような

集団の利害にも偏ってはいけないという点で中

基本目的を達成するためには，次の7つの特性

立でなければならない」（para．3．8）というこ

を具備する必要があるとする（para．3．3）。す

とを意味する。これは，後述する「ソロモンズ

なわち，目的適合性，理解可能性，信頼性，完

報告書」や「原則書」における中立性を意味す

全性，客観性，適時性，および比較可能性であ

るものと思われる。

る。

目的適合性とは，「会社報告書が可能な限り

適時性とは，「表示される情報は，その公表
日は，当該期末以降にできるだけ早く存在する

利用者の情報ニーズを満たすべきであるという

べきであり，それがエンティティーについての

基本思考を具体化する特性である。」

有用な新しい情報に貢献するという意味で，ま

（para．3．4）しかし，後述する「ソロモンズ報

た会社報告書が最近の価値の測定値を含めばよ

告書」，「原則書」，および「改訂版原則書」の

り有用であるという意味で適時でなければなら

ように，具体的に各構成要素に分析するまでに

ない」（para．3．9）ということを意味する。

はいたつていない。

比較可能性とは，「情報は，利用者がそのエ

理解可能性とは，「すべての重要な問題が開

ンティティーの結果を期間比較および他の同様

示されることを保証するニーズと，利用者にあ

のエンティティーと比較できるように表現され

まり詳細なものを提供することによって当該利

なければならない」（para．3．10）ということを
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張，企業との取引，あるいは企業による

意味する。

それ以外に，会社報告書が前述のような特性
を備えるためには，法的規制よりも経済的実質
（economic

雇用に関する意思決定

財務報告の利用者として，次の4つをあげて

substance）を｛憂i先させる判断にも

いる（p．10）。すなわち，投資家，債権者，従

とつくべきであるとする（para．3．14）。これは，

業員，および顧客である。前述の「会社報告書」

後述する「原則書」における実質優先主義を意

では，パブリック・アカウンタビリティという

味するものと思われる。また，実務上の判断と

概念を掲げて，政府や一般大衆までも含む広義

して，コストと機密性（confidentiality）が考

の利用者集団をあげていたが，「ソロモンズ報

慮されなければならないとする。前者は，コス

告書」では，財務情報に依存する度合をかんが

ト・ベネフィット間の選択問題であり，後者は，

みて，たとえば政府は財務情報に接近できる権

国家の利害や報告エンティティーの継続的存在

力を有する点で依存度が低いという理由で，利

を保持するためにはある一定の機密性が必要で

ユ
用者を限定している。

次に，財務情報の質的特性については，会計

あるということである（para．3．15）。

以上のように，「会社報告書」における情報

基準設定者が「良い会計と悪い会計とを識別す

の特性については，その定義，各特性の詳細な

る規準（criteria）」（p．29）としての役割を有

る構成要素，および各特性間の関係についての

するものであると定義する。「ソロモンズ報告

説明が欠如しており，その点が不十分であると

書」があげる特性は次の5つである。すなわち，

思われる。

目的適合性（relevance），信頼1生（reliability），

首尾一貫性（consistency），中立性（neutrali−

皿

「ソロモンズ報告書」における
財務諸表の目的と財務情報の特性

ty），および実行可能性（feasibility）である。

目的適合性については，「情報は，意思決定
者が将来に関する予測を設定・確認・訂正する，

「ソロモンズ報告書」においては，前述の

または過去の事象に関する過去の予測を確認・

「会社報告書」と同様，利用者の意思決定有用

訂正するのに役立つ能力があれば，意思決定の

性アプローチが採用される。利用者に対する財

場面において目的適合的である」（p．31）と説

務報告を一般目的外部財務報告（generai

pur−

明されている。したがって，利用者の経済的意

reporting：以下，財

思決定に適合するためには，情報は予測価値

poseθxternal

financial

務報告とする）と称し，営利企業による財務報

（predictive

告の機能は，次の3項目に関心のある情報利用

value），そして訂正価値（corrective

エの
者に有用な情報を提供することであるとする。

を有しなければならない。また，意思決定を行

（1）企業の財務業績および財政状態（the
nancial
of

②

performance

and

the

value），確認価値（confirmatory
value）

fi−

うためには，情報が必要な時に利用可能でなけ

position

ればならないので，適時性（timeliness）も目

entθrprise）の評価

企業の経営管理に責任がある人の業績の
評価

的適合性の構城要素である。

信頼性については，財務情報が表現しようと
するものを忠実に表現することが利用者によっ

（3）企業への投資，与信またはその与信の拡
13）前田貞芳稿「英国における会計報告枠組みの展
12）David

SolomGns，op．ctt．，p．9．以下，本文

中の本節において括弧内で示されているページ数
は上記の論文において掲載されている箇所を示す。

開一『会社報告書』と『D．Solomonsのガイド
ライン』の対比を通じて一」『武蔵大学論集』第
37巻第2〜5号（平成2年3月），320，335頁。
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（可児島

達夫）
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て合理的に確認できる場合，当該財務情報は信

定義や詳細な構成要素については明らかにして

頼できると説明されている。信頼性のある情報

いるが，特性問の関係についての説明は依然と

を提供するためには，表現の忠実性（represen−

して欠如している点が問題である。

tational

faithfulness），包括性（comprehen−

IV

siveness），および検：証可能性（verifiability）

という特性が必要である。すなわち，情報は，

「原則書」における財務諸表の
目的と財務情報の特性

重大な誤謬や偏向がなく，それが妥当な記述に
よって忠実に表現していると利用者が信頼する

ここでは，ASBが1991年6月に公開草案と

とき，信頼性の特性を有する。その場合，いか

して公表した「財務諸表の目的と財務情報の質

なる現象の忠実な表現も，表現は完全であると

的特性」

いうことを意味する。関連した現象の忠実な表

Statements

現のために必要とされる重要なものすべてを，

teristics

（The
and

the

of

Qualitative

Financial
Charac−

報告される情報に内包すれば，情報は信頼性を

Information）という
の
「原則書」（Statement of Principles）について

有する。また，会計数値が会計担当者から独立

検討する。

した有資格の観測者によって検証されるならば，
その情報は信頼できる（pp．32−35）。

of

Objective

Financial

「原則書」では，対象としての財務報告書を
一般目的財務諸表（general

purpose

financial

首尾一貫性は，採用された会計方針および手

statement：以下，財務諸表とする）とし，そ

続を毎期間，変更しないことである。会計方針

れは，「少なくとも毎年作成表示され，広範な

および手続の継続的な適用は，会計数値の有用

利用者の共通の情報ニーズに対するもの」

性を高め，期間的・企業間的な比較可能性を確

（para，5）であり，「利用者のニーズを考慮して

保する（p．35）。

作成表示されなければならない」（para．5）と

中立性とは，財務報告においては，あらかじ

して，前述の「会社報告書」や「ソロモンズ報

め決められた結果を導き出すように利用者に影

告書」と同様，利用者指向アプローチを採用す

響をおよぼすことを意図するような偏向がない

る。

ことである（pp．36−37）。

「原則書」では，財務諸表の利用者として，

実行可能性は，コスト・ベネフィット間にお

次の7つをあげている（para．9）。すなわち，

いて選択する場合に有効な特性である。基準設

現在および潜在的な投資家，従業員，債権者，

定者は，常に，改善された報告からのベネフィッ

仕入先およびその他の営業上の債権者，得意先，

トがそれにともなうコストを超過することを立

政府および政府に関連する機関，および一般大

証することによって，新たな基準あるいは現行

衆である。「原則書」では，「ソロモンズ報告書」

の基準を正当化する必要性を意識している

が4つの利用者を取り上げていたのとは異なり，

（pp．37−38）．

「会社報告書」と同様に，政府や一般大衆をも

以上の特性に加えて，識閾的特性
（thresfold

含む7つの利用者を取り上げている点が特徴で

qua五ity）として重要性（material−

ity）をあげている。重要性は，合理的な人間
の判断に影響を与えない誤謬，省略，または誤

14）

ASB，

Exposure

Draft，

Statement

of

記の大きさに関して最低限を設けるものである

Principles， The Objective of Financial
Statements and the Qualitative Charac−

（p．31）e

teristics

以上，「ソロモンズ報告書」における情報の
特性については，「会社報告書」に比べると，

of

FinαnciαI

Jnformαtion，1991．以

下，本文中の本節において括弧内で示されている
パラグラフは上記の論文において掲載されている
箇所を示す。
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ある。財務諸表は，これらの利用者のすべての

しょうとするのは，利用者が経済的意思決定を

情報ニーズを満たすことはできないけれども，

行うためである」（para．14）と述べていること

すべての利用者に共通する情報ニーズが存在す

から，「原則書」においては，結局，利用者の

るとして，「すべての利用者は，企業全体とし

経済的意思決定に役立つことを財務諸表の目的

ての財政状態（financial

position），経営成績

としているといえる。したがって，「会社報告

（performance），および財務適応可能性（fi−

書」や「ソロモンズ報告書」と同様，「原則書」

nancial

においても，利用者の経済的意思決定有用性ア

adaptability）1こ何らかの関心をもっ

ている」（para，10）とする。

プローチが採られている。

「原則書」は，このような利用者の共通の情

しかし，財務諸表は，過去の事象に関する財

報ニーズを満たすために，「財務諸表の目的は，

務的影響を描写するのであって，将来の事象や

広範囲の利用者が経済的意思決定を行うために

非財務情報を提供しないので，必ずしも利用者

有用である企業の財政状態，経営成績，および

が経済的意思決定を行うために必要であるすべ

財務適応可能性についての情報を提供すること

ての情報を提供するわけではないということも

らう

である」（para．12）とする。経済的意思決定と

認識している（para．13）。

は「企業の現金の創出能力およびその創出の時

次に，財務情報の質的特性については，「原

期や確実性に関する評価」（para．15）を意味す

則書」は，「財務諸表において提供される情報

る。また，「財務諸表は経営者のスチュワード

を利用者にとって有用なものとする属性」

シップ，すなわち彼らに委託された資源のアカ

（para．22）と定義づけ，

I

ASCの概念的枠組．

ウンタビリティの結果も示す」（para．14）とし，

みでは単に並列的に示されていた4つの質的特

経営者のスチュワードシップに関する評価も財

性（理解可能性．目的適合性，信頼性，および

務諸表の目的の一つとしてあげている。しかし，

比較可能性）を2段階に区分し，より精緻化し

「利用者が経営者のスチュワードシップを評価

ている。

すなわち，この4つの特性のうち，目的適合
15）経済的意思決定については，「原則書」の基礎

となった国際会計基準委員会（lnternational
Accounting Standard Committee・以下，
IASCとする〉によって1989年7月に公表された

性（relevance）と信頼1生（reliability）を基本
的特性（primary

characteristics）とし（para．

22），比較可能性（comparability）と理解可
能性（understandability）を副次的特性（sec−

「財務諸表の作成表示に関する枠組み」
（Framework for the Preparation and

ondary

Presentation

この2段階に区分された特性間の相互関係につ

of

Financial

Statements）にお

いては，次のように具体的に明示されている。
「（a）持分投資の購入，保有または売却時期の決定，

characteristics）とする（paras．33−34）。

いては，「情報が目的適合的で信頼しうるもの

（b）経営者のスチュワードシップまたはアカウン

ならば，その情報は，比較可能性を高め，合理

タビリティの評価，（c）従業員に対して給料を支

的な知識を有する利用者には理解可能である」

払い，また他の便益を提供する企業能力の評価，

（paras．21−22）とする。すなわち，「財務情報

（d）企業への貸付金に関する安全性の評価，（e）課

税政策の決定，（f）配当可能利益および配当金額

が有用であるために必要不可欠な基軸となる特

の決定，（9）国民所得統計の作成と利用，（h＞企業

性」（paras．21−22）として，目的適合性と信頼

活動の規制」（IASC，

性を掲げ，それを補完する副次的特性として比

Preparation

and

Stαtements，1989，

Frαmeωork

Presentation

of

for

the

FinanciaZ

preface．）このことから，

I

ASCでは，経済的意思決定を配当可能利益計算

較可能性と理解可能性を掲げている。

また，目的適合性と信頼性のレベルを制約す

や課税政策の決定まで含む比較的広い概念として

る特性として，質的特性間のバランス（bal−

とらえている。

ance

between

qualitative

characteristics），

イギリスにおける財務報告の概念的枠組みの展開

図表1

（可児島

達夫）
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「原則書」における会計情報の質的特性

何が会計情報を有用なものとするか
誠的特性［重要性］一一・・一…・一…・……一・…・重要でなし・情報は有用では

あり得ない
基本的特性

目的適合性

対立関係

どのような情報が目的適合的であるか

信頼性

どのような情報が信頼性があるか

意思決定に影響をおよぼす情報

誤りまたは偏向のない情報

表現の忠実性

目的適合性のある情報一一→有用な情報←一■信頼性のある情報
副次的特性

もし一方が欠けた場合いかなる特性が

@

情報の有用性を制約するか
理解可能性

比較可能性

利用者の能力

首尾

会計基準

開示

鼕ﾑ性

ﾉ対する

瘁D会計方針と
匇ﾔ対応した数値

?註ｫ

表示

目的適合性と信頼性のレベルを
制約するものは何か
トレードオフ

質的特性間の

コスト・ベネフィット

適時性

バランス
（出所）ASB，
αnd

the

Exposure

Quαlitαtive

Draft，

Statement

Chαrcteristics

of

of

Principles，

Finαncial

The

Oわゾective

of

Financiα1

lnfornzαtion，1991．（一部加筆修正）

Statements
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適時性（timehness），およびコスト・ベネフィッ
ト（benefit

and

cost）を掲げ（paras．40−42），

さらに，識閾的特性（threshold

quality）とし

1996

うるためには，構成要素として，表現の忠実性

のうちの誤りのない妥当な記述（valid
scription

with

freedom

from

de−

error），実質優i

て重要性（materiality）を掲げている（para．

先主義（substance），中立性（neutrality），

39）。この識閾的特性とは，「その情報の他の特

慎重性（prudence），完全性（completeness）

性を考慮する前に考慮される必要のある特性で

という特性を有しなければならない。

「原則書」の大きな特徴である前述の目的適

ある。」（paras．38−39）

以上の各質的特性問の相互関係を図示したも

合性と信頼性の両方の構成要素を成す表現の忠
実性とは，「情報が目的適合的で信頼しうるた

のが，前頁の図表1である。

次に，それぞれの特性について詳しく検討す

めには，それが表示しようとするまたは表示す

る。まず，基本的特性である目的適合性と信頼

ることが合理的に期待される取引やその他の事

性について検討する。

象の影響を忠実に表現しなければならない」

目的適合性については，「情報はそれが有用

（para．28）という特性である。これには，誤り

であるためには，意思決定のための利用者のニー

のない妥当な記述と表示のために項目のどの側

ズに適合しなければならない。情報は，利用者

面を選択するか（側面の選択）という2つの異

が過去，現在，または将来の事象を評価し，あ

なった要素が含まれる。前者は信頼性の構成要

るいは利用者の過去の評価を確認または訂正す

素であり，前述した後者は目的適合性の構成要

るのに役立つことによって，利用者の経済的意

素である。

思決定に影響を及ぼす場合に，目的適合性の特

実質優先主義については，「情報がその対象

性を有する」（para．23）とし，利用者の経済的

となる取引やその他の事象を忠実に表現しよう

意思決定に適合するためには，情報は予測価値

とする場合には，それは単にその法的形態のみ

（predictive

ではなく，その実質および経済的現実にしたがっ

value）と確認価値（confirmatory

value）を有する必要があり，かつそれらは独

て処理および表示がなされなければならない」

立的なものではなく，相互に関連するものであ

（para．30）とする。これは，会社法において，

る（para．24）。さらに，「そのような評価は財

真実かつ公正な概観の付与を最優先原則と位置

務諸表において表示される項目のどのような側

づけ，それを盾に当該規定からの離脱が正当化

面を選択するかによって左右される」

されていること（1989年会社法第226条第1項

（para．23）として，前述の2つの構成要素に加

（5））に関連しており，実質優先主義は真実性

えて，側面の選択（choice

を支える特性である。

of

aspect）という

要素を明示する点に特徴がある。この要素は，
後述するように表現の忠実性（faithful

repre−

sentation）という特性の一要素を成す。

信頼性については，「情報は，それが有用で
あるためには，また信頼し得るものでなければ

エ

中立性については，「財務諸表に含まれる情
報は，それが信頼しうるためには，中立忘すな

わち偏向がないものでなければならない」
（para．31）とし，これは前述の真実かつ公正な
ユの
概観のうちの公正性を支える特性である。

ならない。情報は，重大な誤りおよび偏向がな
く，それが表示しようとするかあるいは表示さ

れることが合理的に期待される事実を妥当な記
述によって忠実に表現したものとして利用者が

信頼する場合に信頼性の特性を有する」
（para．26）としている。そして，情報が信頼し

16）岩崎勇稿「イギリスにおける概念的枠組の研究
についての一考察一ED，Statement of Princi．
plesを中心として一」『産業経理』第52巻第3号
（平成4年），93頁。

17）上掲論文，93頁。

イギリスにおける財務報告の概念的枠組みの展開

（可児島

達夫）
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慎重性については，「不確実性の下で要求さ

理解可能性については，「財務諸表が提供す

れる見積に当たり必要とされる判断の行使に際

る情報の重要な特性は，その情報が利用者にとっ

して，資産または収益の過大表示あるいは負債

て理解しやすい方法をもって表示されるべきで

または費用の過小表示にならないように，ある

あるということである。この目的に立って利用

程度の用心深さを要求するものである。」

者は，事業，経済活動，および会計に関して合

（para．32）ただし，この【真重性の行使が過度に

理的な知識を有し，また合理的に勤勉な態度を

なった場合には，中立性と対立し，したがって，

もって情報を研究する意志を有すると仮定され

信頼性を失う可能性がある。

る」（para．38）とし，この特性は情報の作成者

完全性については，「財務諸表における情報

側の利用者にとって理解しやすい表示（pres−

は，それが信頼しうるためには，重要性および

entation）と利用者側の理解しようとする能力

コストの制限内で，完全でなければならない」

（users

abilities）を要請している。

（para．33）として，具体的には，情報の省略が

そして，目的適合性と信頼性のレベルを制約

虚偽または判断を誤らせる原因を生み，信頼性

する特性である質的特性問のバランス，適時性，

に欠けかつ目的適合性においても不適切なもの

およびコスト・ベネフィットについて検討する。

となる可能性がある。したがって，この完全性

質的特性問のバランスとは，たとえば，前述

は，重要性やコスト・ベネフィットといった特

のように中立性と慎重性との問に潜在的対立が

性の制限内での相対的完全性を要求する特性で

ある場合に特性問の適切なバランスを達成する

ある。

ことである（para．40）。

次に，副次的特性である比較可能性と理解可

適時性については，「情報の報告において遅
れることが不当である場合には，目的適合性を

能性について検討する。

比較可能性については，「利用者は，企業の

失うことになる。経営者はタイムリーな報告の

財政状態および経営成績の趨勢を明らかにする

相対的な長所と信頼性のある情報の提供とのバ

ために，各期を通じて企業の財務諸表を比較で

ランスを保つ必要がある。」（para．41）

きなければならない。また，利用者は他の企業

コスト・ベネフィットについては，「情報か

の関連する財政状態，経営成績および財務適応

ら生じる便益は，それを提供する費用を超過し

可能性を評価するために，異なる企業の財務諸

なければならない」（para．42）ことを要請する

表も比較できなければならない」（para．34）と

ものである。

して，期間比較や企業間比較ができることを要

以上，「原則書」における財務情報の質的特

求する。このためには，「類似する取引その他

性について検討してきたが，主な特徴点として

の事象の財務的影響の測定と表示は，一企業内

3点があげられる。

において，またその企業の各期を通じて一貫し

（特徴点1）表現の忠実性を目的適合性と信頼

た方法で行い，さらに異なる企業間においても

性の両方に関係する特性とみなし

一貫した方法で行わなければならない」

ている。

（para．34）として，首尾一貫性（consistency）

（特徴点2）会社法において真実かつ公正な概

を要求する。また，比較可能性を確保するため

観を最優先原則としていることを

には，会計方針，その変更およびこの変更の影

かんがみて，実質優先主義を信頼

響を開示し，過年度の情報と対応する数値を示

性の構成要素に含んでいる。

すことも含めて会計基準に準拠すること
（compliance

with

accounting

役立つ（paras．35−37）。

standards）が

（特徴点3）適時性を目的適合性と信頼性の水
準を制約する特性とみなしている。
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V

「改訂版原則書」における財務諸表

1996

および財務適応可能性を評価するために有用な
ものとする特性」（para．2．1）と定義づけ，「原

の目的と財務情報の特性

則書」よりも財務情報の質的特性の範囲を限定

ここでは，ASBが1995年に前述の「原則書」
の改訂版として公表した「財務報告のための原

し，明確化している。

また，「改訂版原則書」は，目的適合性，信

Financial

頼性，比較可能性，および理解可能性の4つの

Reporting：以下，「改訂版原則書」とする）

特性のうち，前2者を内容（content）に関す

則書」（Statement

of

Principles

for

る質的特性とし，後2回目表示（presenta−

について検討する。

「改訂版原則書」は，「原則書」の内容を簡

tion）に関する質的特性としている（paras．2．

略化するとともに，若干の変更を加えて，重要

2−2．4）。そして，両特性間の関係については，

な部分を明瞭化している。以下，その変更され

「たとえ情報が目的適合的かつ信頼しうるもの

ている部分について，「原則書」と対比する形

であっても，それがまた比較可能かつ理解可能

で検討する。

でなければ，その有用性は限定される」

まず，財務諸表の目的について，「改訂版原

（para．2．4）としている。「原則書」は，前2者

則書」は，「広範囲の利用者が経営者のスチュ

を基本的特性とし，後2者を副次的特性として，

ワードシップを評価するためや経済的意思決定

両特性を主副に区別し，後2者が前2者を補完

を行うために有用である企業の財政状態，経営

する関係であったのに対し，「改訂版原則書」

成績，および財務適応可能性についての情報を

は，その両特性を並列的に扱い，かつ明確に意

提供することである」（para．Ll）とし，「原則

味づけを行っている。「改訂版原則書」におけ

書」と異なり，経営者のスチュワードシップに

る各質的特性問の相互関係を図示したものが，

関する評価を財務諸表の目的に関して言及して

次頁の図表2である。

いる文言に含めている。「原則書」は，経済的

各特性の内容について，「改訂版原則書」が

意思決定を究極的目的としてあげ，経営者のス

「原則書」と大きく異なる点は表現の忠実性に

チュワードシップの評価はそれを行うための手

関する位置づけである。「原則書」においては，

段としてあげていた。しかし，「改訂版原則書」

表現の忠実性は側面の選択と誤りのない妥当な

は，経営者のスチュワードシップに関して言及

記述という2つの構成要素から成り，前者が目

している前述の文言を財務諸表の目的に関して

的適合性の構成要素，後者が信頼性の構成要素

言及している文言の次に設けている（para．1．2）。

とみなされていた。つまり，「原則書」は，表

したがって，「改訂版原則書」は，経営者のス

現の忠実性を信頼性を支える要素として最も重

チュワードシップに関する評価が利用者の経済

要と考えつつも，目的適合性の一因としての役

的意思決定に結びつくことを認めつつも，前者

割も有しているとみなしていた。しかし，「改

が特に重要であるとみなしていると思われる。

訂版原則書」においては，前者を属性の選択

次に，財務情報の質的特性については，「改

（choice

of

attribute）として，目的適合性の

訂版原則書」は，「財務諸表において提供され

単独の構成要素とみなし（para．2．12），後者を

る情報を利用者が企業の財政状態，経営成績，

表現の忠実性とみなすことによって，表現の忠
実性を信頼性のみの構成要素として位置づけて

18）

ASB，

ciples

Exposure

for

Draft，

Financial

Statement

Reporting，

of

op．

Prin−

preface．以下，本文中の本節において括弧内で
示されているパラグラフは上記の論文において掲
載されている箇所を示す。

いる（paras．2．16−2．17）。

cit．，

19）表現の忠実性に関する位置づけについては，

「改訂版原則書」は，FASBやIASCの概念書と
同様の見解を示していると思われる。

イギリスにおける財務報告の概念的枠組みの展開

図表2

（可児島

達夫）
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「改訂版原則書」における財務情報の質的特性

何が財務情報を有用なものとするか

識閾的雛［璽褻司
内容

d要でない情報は有用では
あり得ない
信頼性

・………・・

目的適合性

対立関係

何が情報を目的適合的なものにするか

何が情報を信頼可能なものにするか

I

1
意思決定に影響をおよぼす情報

l

目

誤りまたは偏向のない情報

薩］［壷｝

表聯難［凶［麺完全性
実質優先主義

表示

いかなる特性が財務情報

@

表示を有用なものとするカ
比較可能性
首尾一貫性

理解可能性
開示

総計と分類

利用者の能力

瘁D会計方針と
匇ﾔ対応した数値

何が質的特性の適用を

ｧ約するか
制約

質的特性間の

、

コ

・べ

、

oランス
（出所）ASB，

Exposure

Draft，

Statement

of．Princip

les，

for

Finαnciα1

Reporting，1995．

一
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そして，その属性の選択について，「改訂版

まず，財務諸表の目的については，4つの公

原則書」は「原則書」に比べて次のように詳細

表書とも利用者の経済的意思決定に役立つこと

に説明している。すなわち，「財務諸表におい

を目的としている点で共通している。対象とす

て項目を表示する場合，表示されようとする項

る情報利用者については，「会社報告書」，「原

目の属性に関して選択が行われなければならな

則書」，および「改訂版原則書」が政府や一般

い。財務諸表はそれ自体貨幣単位で表すことが

大衆をも含む7つの集団をあげているのに対し，

できる属性のみを表示しうる。財務諸表におい

「ソロモンズ報告書」は投資家，債権者，従業

て表示される可能性のある貨幣的属性はいくつ

員，および顧客の4つの集団をあげている点で

かある。たとえば，歴史的原価，取替原価，あ

異なるが，利用者に共通的に役立つ一般目的財

るいは正味実現可能価額である。そして，財務

務報告に焦点を当てている点では共通している。

諸表において報告されるべき属性の選択は，利

次に，財務情報の特性については，それぞれ

用者の経済的意思決定に対する目的適合性にも

主要な特性である目的適合性と信頼i生をあげて

とつかなければならない。」（para．2．12）この

いる点は共通している。しかし，各特性の内容

ように属性の選択を財務情報の特性の中で取り

については異なっている。「会社報告書」は各

上げ，目的適合性の一要素として限定的に位置

特性の構成要素や各特性間の関係について明ら

づけていることから，認識・測定のレベルでは

かにしていない。「ソロモンズ報告書」は各特

かなり詳細かつ確定的に属性の選択が取り扱わ

性の構成要素については具体的に示しているも

れていると思われる。この点に関しては，画稿

のの，各特性を並列的に扱うだけであり，特性
問の関係については明白ではない。これらに比

の課題とする。

また，実質優先主義を表現の忠実性の要素と

べると，「原則書」は特性の構成要素について

位置づけている。これは，情報が取引やその他

詳細に示しているだけでなく，各特性の関係に

の事象を忠実に表現するためには，法律や会計

ついても図式化するなどして明らかにしている。

基準に従わずに実質に従って会計処理や表示が

また，「改訂版原則書」にいたっては，各特性

行われることが必要な場合があるからである

問の関係を再考し，明確に分類していると思わ

（para，2．18）o

れる。

w

結

び

以上，「会社報告書」，「ソロモンズ報告書」，

「原則書」，および「改訂版原則書」における財

務諸表の目的と財務情報の特性について検討し

てきたが，その4つの公表書を対比的にまとめ
れば，次頁の図表3のように示すことができる。

20）属性については，FASBやIASCの概念書で
は，特性に関する議論の中では取り上げずに，認
識・測定に関する議論の中で，数種類の属性を優
劣をつけずに並列的に取り上げている。したがっ

て，「改訂版原則書」とFASBやIASCの概念
書とは，属性の選択に関する思考が異なるものと
思われる。詳細については，次稿の課題とする。

イギリスにおける財務報告の概念的枠組みの展開

図表3

達夫）

一

「ソロモンズ報告書」

「原則書」

「改定版原則書」

（1975年）

（1989年）

（1991年）

（1995年）

左記に同じ

左記に同じ

利用者の経済的意思決

目的

定に役立つ情報の提供
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4公表書の対比表

「会計報告書」

財務諸表の

情報内容

（可児島

報告エンティティーの

企業の業績を中心とし

企業の財政状態，経営成

資源や業績についての

た情報

績，および財務適応可能

情報

左記＋経営者のスチュワードシッ

プの評価に役立つ情報の提供

左記に同じ

性についての情報

明らかにされていない

企業の現金の創出能力

（1）企業の財務業績お

②

よび財政状態の評価

およびその創出の時期

企業の経営管理に

や確実性に関する評価

責任がある人の業績

・経営者のスチュワード

シップに関する評価

の評価

利用者の意

（3）企業への投資，与

思決定の内

左記に同じ

信またはその与信の

容

拡張，企業との取引，

あるいは企業による
定

雇用に関する意思決

投資家，債権者，従業

投資家，債権者，従業

現在および潜在的な投資

員，アナリスト・アド

員，顧客

家，従業員，債権者，仕

情報利用者

バイザー，取引先，政府，

入先およびその他の営業

集団

一般大衆

上の債権者，得意先，政

左記に同じ

府および政府に関連する
機関，一般大衆
（1）目的適合性

②

理解可能性

（1）目的適合性
（a＞予測価値

〔基本的特性〕

（D

目的適合性

（3）信頼性

㈲

（4＞完全性

〔c）訂正価値

㈲

（5）客観性

（d＞適時性

（c）側面の選択

（6）適時性

（7）比較可能性

②

確認価値

信頼性

確認価値

（2）信頼性

（a）表現の忠実性

同

妥当な記述

㈲

実質優先主義

（c）検証可能性

財務情報の

（4）中立性

質的特性

（5）実行可能性

（a＞予測価値と確認価値

（a＞予測価値

（b）包括性

（3）首尾一貫性

〔内容に関連する特性〕

口）目的適合性
（b）属性の選択

②

信頼性
（a）表現の忠実性

実質優先主義
（b）中立性

（c）中立性

（c）慎重性

（d）慎重性

（d）完全性

（e）完全性
〔副次的特性〕

（3）比較可能性

㈲

首尾一貫性

㈲

会計方針と期間対
応した数値の開示

（c）会計基準に対する

準拠性
㈲

理解可能性
㈲

表示

（b）利用者の能力

〔表示に関連する特性〕
（3）比較可能性
（a）首尾一貫性

（b）会計方針と期間対応した

数値の開示
（4）理解可能性
（a）総計と分類
（b）利用者の能力

一

一
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