
第 1 章　はじめに－負債概念の拡大（「将来予測」を必要とする会計の再構築）

　人類最大のパンデミックとなり得る可能性を大きく秘めたCodid-19，及び，地球規模で多大

かつ甚大な影響が発生し，さらにそれらが継続することが想定される大規模自然災害（気候変動，

超巨大地震等）に関し，これまで，当該コスト規制がない限り，企業自らが個別にコストを負担

して対策をとることが期待できないと考えられてきた。

　しかし，企業にとって，パンデミック，大規模自然災害等により，市場リスク，規制リスク，

物理的災害リスク，気候変動リスク，等によってもたらされ得る新たなリスク及び附随する経済

的リスクは，経済社会を根底から揺るがしかねないため，個々の企業に一定のリスク負担の存在

を減損ないし引当金として認識をすることがむしろ高度不確実経済社会においてはより適切と判

断する。

　具体的に認識・測定の困難性を伴いつつもまず研究対象とするべきは，「高不確実性経済社会

の下における負債性引当金の在り方」（個々の企業における引当金の当該リスクの公平負担の在

り方）を追求することと考えている。

　負債性引当金の認識・測定の確定の効果としては，①純資産（資本）（後述）の認識・測定の

確定，②収益・費用の認識・測定の確定である。さらに，③偶発債務の引当金への振替額の確定，

④注記として開示する偶発債務の開示の範囲の確定である。

　なお，負債性引当金の認識・測定に関して，日々，大規模な社会経済の地震・火災・死亡・傷

害・自動車事故等のコストを負担している保険会社（共済事業会社も含む。）の保健負債の認識・

測定と整合させるべき点があれば整合させる試みをしつつ検討する必要があると認識している。

　なお，本稿では，日本基準に関しては「企業会計原則・注解118」で規定されている負債性引

当金（後述）に絞って記述しているが，本稿で認識されている問題は，Covid-19を契機する見

積りの変更のうち，資産除去債務関連，有形固定資産関連，退職給付関連，評価牲引当金，たな
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卸資産の評価基準は，その記述から除外しているものの，影響を受けている2。

　営利・非営利組織を問わず，一般的に負債と資本［International Reporting Standards（〔国

際財務報告基準，以下，IFRSという。〕では，「持分」という。）が，本稿では「資本」という。］

の区分及び引当金（偶発債務を含む。）の区分・オンバランス化・オフバランス化は，特に，組

織の健全性を資金調達時等において評価をする際に重要な意義を有する。すなわち，自己資本比

率（資本／［負債＋資本］）が高いほど組織の信頼性が高まり，資金調達を有利に進めることが

できるからである。後述するがIFRSは，概念フレームワークにおいて，負債の定義を「過去の

事象の結果として経済的資源を移転する報告企業の現在の義務」としている。資本については，

「報告企業のすべての負債を控除した後の報告企業に対する請求権のうち，負債の定義を満たさ

ないもの」と定義している。資本の測定値は，資産と負債の測定値を先に決め，資産から負債を

控除した金額，という意味にしかすぎないため負債の定義は，決定的に重要なものである。

　なお，第 7 章に記述しているが，地球規模での気候変動，巨大地震等をも想定した「環境対策

引当金」を非財務情報や統合報告ではなく財務諸表に計上することを主張する見解等が見られる

ようになった3。

　なお，当該研究は，高不確実性社会経済下における会計学分野での研究の位置づけとしては先

行的な研究になると考えられ，第 7 章に記載する測定データの整備を今後，次の研究の中心とす

べきと認識しており，まず，高不確実性社会経済下における「引当金」と「資本」「偶発債務」

の境界線の探求に関し，重要な論点が存在することを周知することが必要と認識し，論文として

まとめたものである。

第 2 章　引当金の定義と認識・測定基準の課題

　引当金の定義は，日本の会計基準（以下，日本基準，という。）とIAS37（後述）で相違がある。

　本研究は両者を研究対象にする。

　日本基準の引当金の定義

　企業会計原則注解418に以下の要件を満たすものを認識するとされている。

ａ　将来の特定の費用又は損失であって，

ｂ　その発生が当期以前の事象に起因し，

ｃ　発生の可能性が高く，かつ，

ｄ　その金額が合理的に見積ることができる場合には，

　　当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ，当該引当金の残高を

貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。

1 大蔵省企業会計審議会，1954年 7 月14日，最終改正，1982年 4 月20日　なお，後述するが，引当金には，その
性質により，資産から控除する引当金と，負債たる引当金に大別されるが，売掛金等の回収不能額を見積り，
当該見積額を引当金とする評価性引当金と，「条件付債務」と「債務以外の経済的負担」を指す「負債引当金」
が存在する（桜井久勝『財務会計講義（第22版）』（中央経済社），pp220-221参照。）。

2 『週刊　経営財務』（No.3524），2021年 9 月27日，税務研究会，pp2-4。
3 『週刊　経営財務』（No.3522），2021年 9 月 3 日，税務研究会，p28参照。
4 大蔵省企業会計審議会，1945年 7 月14日，最終改正，1982年 4 月20日。
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　日本基準の引当金を巡る認識の課題

　日本の企業会計は，収益に関しては実現主義を採用し，費用に関しては発生主義を採用してい

る。

　収益の実現主義は，企業会計原則5・損益計算書ⅠＡの但し書に「未実現収益は，原則として，

当期の損益に計上してはならない。」とあって，一般に収益は発生しただけで計上してはならず

実現をまって計上することになる。

　これに対して，費用は【図 1 】の①現金の支出，②債務の確定，③繰延，④見越によって認識

されているほかに，⑤⑦の場合に引当金を設定することによっても認識される6。

　①～④は発生主義による認識の例ではなく，実現主義の認識の例である7。

　⑤及び⑦こそが，収益に対応しない広義の発生主義であるとする説があるが，説得力がある8。

　上記のように捉れば，その特徴のゆえに現在の費用の認識基準を発生主義会計と呼ぶこと同義

となる。収益と対応した引当金の設定による費用の認識のみが，現在の会計になってから見られ

るようになったものであることなどを考え合わせると，引当金の設定の考え方による費用の認識

は，誤った発生主義会計の捉え方である。

　前者の収益に対応しない費用認識も行う方法こそが，現在の発生主義の費用の認識であろうと

する見解があり9筆者も同意する。

5 同上。
6 平井克彦『新版　引当金会計論』（1995年 4 月26日，白桃書房），pp94-95。
7 同上。
8 平井，同上書，p97参照。
9 平井，前掲書，p95参照。

　　　（出所）筆者作成

【図 1 】現行の日本の会計基準における費用の発生主義の構図
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10 八田進二，橋本尚『財務会計の基本を学ぶ（第10版）』（2014年 4 月10日，同文館出版），p251参照。桜井久勝
『財務会計講義（第22版）』（2021年 3 月25日，中央経済社），pp73-75参照。

11 「財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則」（1963年11月27日，大蔵省令第59号　最終改正2020
年 6 月12日内閣府令第46号）第58条参照。

12 桜井，前掲書，p141参照。
13 平井，前掲書，p96参照。

　上記の図で強調したいのは，

　　①～⑤の負債に対応する費用が実現収益に対応するが実現費用であって，

　　⑥の引当金の設定による実現収益に必ずしも対応しない費用こそをも純粋な意味で費用の

発生主義と捉えるべき発生費用とみられることであることと，

　　⑦は⑤の引当金と同様な状況であり，

　　⑧は蓋然性の高低で注記を要求しているにもかかわらず，

　　⑥には，可能性は低いながらも費用の発生主義の枠外として未認識とし，⑧のような蓋然

性を理由として費用の認識はもとより，注記もない点である。

　　⑨は将来の経済的負担が見通せず，発生可能性は不明であるが，負債性引当金の研究が行

わなければならない。

　なお，繰り返しになるが，この中で，高不確実性社会の下で⑥を発生費用としない，すなわち

認識しない場合があることに合理性を有する説明ができるかに大きな課題があることである。

　まとめると，日本基準において費用の発生主義を具現する引当金繰入額の帳簿価額は，収益

との対応を前提とせず，発生しているリスクのある費用が存在する可能性があるにもかかわらず

（費用の認識・測定を測定しきれていない場合がある可能性があるにもかかわらず），費用の認

識基準は，発生主義であると言い切っている説を通説10としている点が問題である（「純粋な発

生主義」となっていない。）。

　つまり，通説に対抗する筆者の「純粋な発生主義」に基づく負債の認識に蓋然性の概念を持ち

込み，“発生”している費用を認識しない結果が容認され得るべきである。

　偶発債務とは，債務の保証（債務の保証と同様の効果を有するものを含む。），係争事件に係る

賠償義務その他現実に発生していない債務で，将来において事業の負担となる可能性があるもの

をいう，とされている11。

　　偶発債務が現実の債務となることが，ある程度まで予想されるが，その可能性が高いとい

えない場合は引当金に計上できず，　偶発債務に伴う損失額の合理的見積りができない場合も

引当金に計上できない，と通説は考えられている12。

　問題は⑥を引当金と認識せず，さらに⑧を引当金の不計上に加え偶発債務としても認識しない

場合がある点が，現下の高不確実性で，パンデミックや大自然災害の蓋然性が高まっているはず

なのに引当金の議論が深まっていない点である。

　この引当金の認識規準と発生主義との関係の課題であるが，以下のとおりである。

　①　引当金として費用又は損失を認識する規準に発生の可能性を織り込んでいる点である。引

当金という企業が経済的負担を負う負債の発生可能性を，「未確定」「予見」13という主観
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14 「拡大する負債概念と収益および株主持分への影響」『三田商学研究第54巻第 3 号』参照。
15 桜井，前掲書，p240。
16 「時価」という用語は筆者が使用したものであり，桜井，又は，企業会計基準第18号で使用される用語ではない。
17 桜井，前掲書，pp246-247参照。
18 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（1971年大蔵省令第15号）（最終改正　2020年　財務省令第26号）。

的認識要件を織り込んでいる点である。

　　　注意しなければならない点は，発生主義といっても実際に資産が流出しているわけではな

く，債務が確定している等ではないため発生可能性を織り込む必要を否定はしないが，発

生可能性を英訳すれば，Probable14，Reasonably possible14等が該当すると考えられるが，

Probable，Reasonably possibleのどの水準で「未確定」「予見」を考慮するか明文化さ

れていないため，企業毎に，同一事象に引当金の認識・非認識のばらつきが生じる可能性

が否定できないため，比較可能性を損なう虞がある。

　②　企業会計原則・注解18の引当金の設定要件である「発生の可能性」については，発生の可

能性を引当金の認識ではなく測定の問題として扱わなければ①の比較可能性が解決されな

い。ただし，この場合，後述するように，資産除去債務や保険負債の測定と比較すること

で新たな課題が認識されることとなる。

　なお，偶発債務に関する諸論点にも同様に当てはまる。

　日本基準の測定の課題

　固定資産の中には，それを取得した者に，その資産を除去すべき法律上または契約上の義務を

生じさせるものがある。

　原子力発電設備の解体義務，鉱山の土地の原状回復義務，借地に建てた建物の契約満了時点で

の撤去義務などがその典型例である。

　このような有形固定資産の取得や使用によって生じ，その資産の除去が法令や契約で要求され

る場合の義務を資産除去債務という。

　この債務はその発生時に負債として計上されるが，その会計処理は，2010年 4 月以後に開始し

た年度から適用されている企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」に準拠して行

う。

　資産除去債務には，「引当金処理」と「資産負債の両建処理」の2通りの方法を考えることがで

きる，とされる15。

　引当金処理は，結論として，資産除去債務の全体が負債として認識されない，つまり負債の時

価16が認識されないことから，資産除去債務の額は，原則，資産と負債の両建て処理を採用して

いる17。

　資産除去債務の対象となる有形固定資産の減価償却年数は50年を超えるものもあり18，将来の

長期負債の総額の割引現在価値を認識しており，現下のパンデミックや20年－30年以内に発生確

率の高い巨大地震の影響を負債の測定に織り込むことは，決して否定されるものではない。

　ただし，測定のインフラが日本，グローバル企業においては世界に整備されていないことが問

題である（後述する「大数の法則」が機能しないケースに該当する。）。
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　IAS37の定義と認識・測定の課題

　IFRSではIAS1937（International Accounting Standard，以下IAS37という。）で，「引当金とは，

時期又は金額が不確実な負債をいう。」と規定されている（para10）。

　そして，負債とは，過去の事象から発生した企業の現在の義務で，その決済により，経済的便

益を有する資源が企業から流出する結果となることが予想されるものである。

　引当金は，次の場合に認識しなければならないとされている（para14）

　　企業が過去の事象の結果として現在の義務（法的又は推定的）を有しており，

　　当該義務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く，

　　当該義務の金額について信頼性のある見積りができる場合

　これらの条件が満たされない場合には，引当金を認識してはならない。

　なお，法的義務とは，次のいずれかから発生する義務である。

　　契約

　　法律の制定

　　法律のその他の運用

　推定的債務とは，次のような企業の行動から発生する義務をいう。

　　確立されている過去の実務慣行，公表されている方針又は十分に具体的な最近の声明に

よって，企業が外部者に対しある責務を受諾することを表明しており，

　　その結果，企業はこれらの責務を果たすだろう妥当な期待を外部の側に生じさせている。

　IAS37の認識規準に関し，当該研究の課題とすべき記述がparas15-16にある。

　具体的には，以下の記述である。

　　稀な場合において，現在の義務があるのかどうかが明確でないことがある。このような場

合に，利用可能なすべての証拠を考慮したうえで，報告期間の末尾において現在の義務が

存在している可能性の方が高いときは，過去の事象が現在の義務を生じさせるものとみな

される。

　　ほとんどの場合，過去の事象が現在の義務を生じさせているのかは明白である。稀な場合，

例えば，訴訟問題においては，ある事象が発生しているのか否か，当該事象が現在の義務

を生じさせているのか否かが議論となることもある。このような場合には，企業は，すべ

ての利用可能な証拠（例えば，専門家の意見を含む。）を考慮したうえで，報告期間の末

日において現在の義務が存在しているのかを決定する。考慮される証拠には，報告期間後

の事象により提供された追加的な証拠も含まれる。

　　　　報告期間の末日において現在の義務が存在している可能性の方が高い場合には，企業

は引当金を認識する（認識規準が満たされる場合）。

　　　　報告期間の末日において現在の義務が存在していない可能性のほうが高い場合には，

企業は，経済的便益を有する資源の流出の可能性がほとんどない場合を除き，偶発負

19　IASは，International Accounting Standardの略であり，1973年に12か国の先進国の公認会計士が設立した
IASC（International Accounting Standard Committee）により発効された会計基準を指す。2001年に会計
基準の主体が，公認会計士のみならず，財務諸表作成者，財務諸表利用者，監督官庁が合同で設立したIASB（国
際財務会計基準審議会，International Accounting Standard Board）が設立されIASはIASBに引き継がれ改
訂されたものをIFRSとして再発行されている。なお，IASで扱われなかった新会計基準もIFRSとして発効さ
れている。
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債を開示する。

　課題とされているのは，具体的には，以下の点である。

　これらの課題は，2010年 1 月に公表された測定規定に限定した再公開草案「IAS37等における

負債の測定」（以下，「2010年公開草案」という。）に関し，米国法曹協会（ABA）を中心とする

回答者の次の理由により，蓋然性を削除することについての反対意見である20。

　イ）確実性に関する明確な水準を提示する指針がなければ，債務の存在を判断することは不可

能である。

　ロ）蓋然性の判断指針を削除すれば，経営者に判断を委ねることになり，実務が多様化する。

「作業草案」が列挙した指標は，基準，基準適用の首尾一貫性を担保するほど十分である

とはいえない。

　ハ）IASBは，更新および購入選択権の判断（リース会計）等における蓋然性の判断の必要性

を認めている。また，IASBは，蓋然性の判断基準の削除に際し，説得的な議論を行った

とはいえない。

　筆者の問題意識は，高不確実性リスク経済社会下における負債（引当金等）の認識として，リ

スク顕在な事象が稀な場合という局面は，パンデミック，気候変動による近年の大災害，大震災

に当てはまらないと認識せず，IAS37の認識規準において，これらの大型マグニチュードを秘め

た事象が稀とされIAS37の引当金として，ゼロ（ 0 ）として認識されてしまうことである。

　つまり，現行のIAS37では，（日本基準も同様であるが，）信頼区間が短すぎるのではないかと

考える。先述の新型コロナを契機とする認識・測定と比較しても，資産除去債務関連，有形固定

資産関連，退職給付関連，たな卸資産の評価基準の見積りの見直しに関しても，根本的な原因は，

信頼区間の置き方にあると考えざるを得ない。

　日本基準とIAS37の比較

　引当金の認識について，IAS37では現在の債務を有していることを要件としているのに対し，

日本基準では将来の特定の費用又は損失であることのみを要件としており，現在の債務の有無 

（収益との対応の関係の有無）については要件としていない21。

　例えば，日本基準のもとでは，次期以降に起因する修繕に係る支出に備えること等に修繕引当

金が認識されることになる22。

　一方，IAS37の下では，修繕が必要な資産を取り替えること等により企業の将来の修繕に支出

を回避することができるため修繕費用に関する現在の債務を有してはおらず，修繕引当金を認識

することができない23。

　日本企業において重大な懸念である大地震に関して，通説は，収益との対応の関係は無い等の

理由で「地震引当金」等は正当化されず，またそのような引当金への繰入額を費用・損失として

20 赤塚尚之『研究ノート「作業草案「負債」公表以降のIASB負債プロジェクトについて－コメントレターの分
析，プロジェクトの方向性，認識要件の再検討―」『武蔵大学論集』（2020年 3 月30日，第67巻第 1　・　2　・　3　・
　4 号），p85参照。

21 桜井久勝・編著『新訂版　テキスト国際会計基準』（2021年 3 月25日，中央経済社），p172参照。
22 同上。
23 同上。
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計上することはできない，とされている24。

　つまり，「地震引当金」が不計上とされている一因は，日本基準は，当期の収益に対応づけら

れる費用・損失である項目を引当金に計上し，企業会計原則の費用収益対応の原則に準拠するこ

とを重視しているためと考えられる。結果として，費用・損失の認識に重点が置かれているもの

と考えられ，一方，IAS37は，将来の経済的負担を表すものとして認識した負債に重点が置かれ

て引当金が計上されているとものと考えるべきである。したがって，IAS37は，引当金の相手科

目は，費用・損失に限定されず資産等である場合も想定されている。

　IFRS概念フレームワークにおける負債の定義は，「財務報告に関する概念フレームワーク」に

記載されており，それは次のとおりである。

　　負債とは，過去の事象の結果として経済的資源を移転するという現在の義務である

（para4.16）。

　　負債が存在するためには， 3 つの要件がすべて満たされなければならない（para4.27）。

　　　　企業が義務を有している。

　　　　その義務は，経済的資源を移転することである。

　　　　その義務は，過去の事象の結果として存在している現在の義務である。

　なお，日本では，IFRSとのコンバージェンスを念頭に2006年12月に企業会計基準委員会から

『討議資料  財務会計の概念フレームワーク』が発行されている。これは，当時のIFRSの概念フ

レームワークを参照に，日本が戦後，会計基準を個別に積み上げて，実現収益を核とした帰納的

アプローチによりルール化してきた点を転換し，資産・負債・資本・収益・利益等の定義・認識・

測定のルールを決め，個別の会計基準を当該ルールに準拠させて策定するというアプローチであ

る。このようなアプローチは，資産と負債を中心的な基礎概念と位置づけ，両者の差額として算

出される純資産額の期中変化分は利益又は費用・損失であるとする「資産負債アプローチ」（資

産負債観）と呼ばれる25。

　先述の帰納的アプローチは，企業会計原則の導入から1996年に橋本内閣の下で進められた会

計基準の世界基準統一化，特に米国基準の採用が始まった会計ビッグバンと呼ばれた会計基準

のグローバル化を進展させる政策26を経緯し，2007年 8 月 8 日，企業会計基準委員会とIASB

（International Accounting Standards Board）が合意した日本基準とIFRSのコンバージェン

ス（収斂化）のプロジェクトが完了するまでは，収益と費用を会計の中心概念として理解し，両

者の差額をもって利益を測定する「収益費用アプローチ」（収益費用観）が重視されてきた27。

　なお，以下，『討議資料  財務会計の概念フレームワーク』の資産・負債の概要・定義を示す。

24 桜井久勝，桜井久勝『財務会計講義（第22版）』（2021年 3 月25日，中央経済社），p221参照。一方，負債概念
の拡大と，近年の気候変動や地震等の自然災害を念頭に，企業をとりまく環境変動に対応するデータ整備能力，
計算能力を求め，環境対策引当金等の認識・測定を主張する見解もある（第 1 章，第 7 章を参考のこと。）

25 桜井，前掲書，p71参照。
26 八田進二，橋本尚『財務会計の基本を学ぶ（第10版）』（2014年，同文舘出版）pp19-20。
27 桜井，前掲書，p71参照。

【表 1 】概要

資産 将来の収益の獲得に役立つような企業の経済的資源を表す

負債 将来期間において企業の資産を減少させるような経済的負担を表す

（出所）筆者作成
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　私見であるが，この点で，日本の会計基準は，「資産負債アプローチ」と「収益費用アプローチ」

が混在する会計基準としてグローバルの視点から見ると特異な状態にある。この特異性から企業

会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」28等などほとんどの会計基準のコンバージェンス

が進展する中で，引当金に関するコンバージェンスは棚上げになっていると考える29。

　「資産負債アプローチ」と「収益費用アプローチ」が混在する結果として，日本の現行の資産・

負債の評価基準は，結果的に「混合測定基準」30となっている。

　ただし，混合測定基準自体，資産の認識・測定の弊害を招いているとは考えられない。

　まず資産に関して検討する。

　資産のうち，生産や販売など本来の企業活動に用いる「事業用資産」については，取得原価が

原則的な基準として採用される31。このことは，企業会計原則（第三　貸借対照表原則　五［資

産の評価原則］）で「貸借対照表に記載する資産の価額は，原則として，当該資産の取得原価を

基礎として計上しなければならない。」とする一般規定に表れている32。

　他方，余剰資金の運用として保有する所定の金融資産は，現在の市場価格を中心とした時価で

評価される33。たとえば「時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券は，

時価をもって貸借対照表価額とし，...」34という規定がその一例である。

　さらに，棚卸資産は通常の販売目的で保有するものは，原則，取得原価をもって貸借対照表価

額とするが35，「トレーディング目的で保有する棚卸資産については，時価をもって貸借対照表

価額とし…」36とされている。

　資産を巡る議論は，理論に裏付けられ包括的に進展していると評価できる。

28 2018年 3 月30日，企業会計基準委員会。
29 IAS37と日本基準（企業会計原則・注解18）とのコンバージェンスに向けて，企業会計基準委員会は，2009年

　9 月 8 日に「引当金に関する論点整理」を公表したが，その後の進展は見られない。
30 桜井，前掲書，p72参照。
31 同上。
32 同上。
33 同上。
34 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（1999年 1 月22日，企業会計審議会　最終改正：2019年 7　

月 4 日，企業会計基準委員会）第15項。
35 企業会計基準第 9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」（2006年 7 月 5 日，企業会計基準委員会）第 7 項。
36 同基準第15項。

【表 2 】定義（『討議資料　財務会計の概念フレームワーク』）（2006年12月企業会計基準委員会）

資産 資産とは，過去の取引または事象の結果として，報告主体が支配している経済的資源をいう。

 　ここでいう支配とは，所有権の有無にかかわらず，報告主体か経済的資源を利用し，そこから生み出される
便益を享受できる状態をいう。

　経済的資源とは，キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉をいい，実物財に限らず，金融資産及びそれらの
同等物を含む。

 　一般に繰延費用とよばれてきたものでも将来の便益が得られると期待できるものであれば，それは資産の定
義には必ずしも反していない。

　その資産計上がもし否定されるとしたら，資産の定義によるものではなく，認識・測定の要件または制約に
よる。

負債 負債とは，過去の取引または事象の結果として，報告主体が支配している経済的資源を引き渡す義務，またはその同
等物をいう。

 ここでいう義務の同等物には，法律上の義務に準じるものが含まれる。

 繰延収益は，この概念フレームワークでは，原則として，純資産のうち株主資本以外の部分となる。

（出所）筆者作成
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（参考②）IAS37「引当金，偶発債務及び偶発資産」と日本基準との比較

IAS37「引当金，偶発債務及び偶発引当金」

　目的（para1）

　引当金，偶発負債及び偶発資産に

 1 ．適切な認識規準

 2 ．適切な測定基礎が適用され，

 3 ．財務諸表利用者が，

それらの

　　内容

　　時期

　　金額

を理解できるようにするのに十分な情報が

◎「注記」において開示されることを確保することである。

　定義・認識

①　引当金

　時期または金額が不確実（uncertain timing or amount）な負債で以下の条件がすべて満たさ

れた場合に認識される。

　引当金の設定時に認識されるコストの資産化も禁止もしないし要求もしない（para8）。

　IAS第37号はリストラクチャリング（非継続事業を含む。）引当金に適用される（paras70-83）。

②　偶発負債

　次のいずれかの義務

ａ　過去の事象から発生し得る義務のうち，その存在が確認されるのが，企業が完全には統制で

きない将来の 1 つ又は複数の不確実な事象の発生又は不発生によってのみである義務。

ｂ　過去の事象から発生した現在の義務であるが，次のいずれかの理由で認識されていないもの。

　　ⅰ　義務決済のために経済的便益を具現化した資源の流出が必要となる可能性が高くない。

　　ⅱ　義務の金額が十分な信頼性をもって測定できない。

【表 3 】引当金（IAS37）定義

① 過去の事象（義務発生事象）の結果として，現在の義務（法的債務または推定的債務）を有している。

② 債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高い。

③ 債務の金額について信頼可能な見積りを行うことができる。

（出所）秋葉賢一『エッセンシャルIFRS（第 5 版）』，p182参照。
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37 山田善高，橋本尚『IFRS  会計学テキスト（第 5 版）』（2017年 3 月15日），192頁参照。
38 2006年 2 月 7 日法務省令第13号　最終改正：2020年11月27日法務省令第52号。

【表 4 】引当金に関する概略のIAS37と日本基準の差異

IAS37 企業会計原則・注解18 差異（例）

 当該義務を決済するために
経済的便益を有する資源の
流出が必要となることが高
く，現在の債務（現在の法
的債務性）37又は推定的債
務性を有することを要件と
している。

将来の特定の費用又は損
失が現在の債務であるこ
とは要件としていない。

（IAS37）
修繕が必要な資産を取り
替えること等により企業
は将来の修繕に係る支出
を回避することができる
ため，修繕費用に関する
現在の債務を有していな
いが修繕引当金を認識。

（日本基準）
次期以降に行う予定の修
繕に係る支出に備えるた
めに修繕引当金が認識さ
れる。

 測定値は発生の可能性を考
慮。

測定値を単一化。
（将来の特定の費用又は
損失であること。）

（IAS37）
　単一的な債務の場合
　　最頻値
　単一債務でない場合
　　加重平均値

（日本基準）
原則，中央値

（出所）筆者作成

【表 5 】偶発債務

引当金 　時期又は金額が不確実な負債

偶発負債 　過去の事象から発生し得る義務のうち，その確認されるのが，企業には完全には統制できな
い将来の 1 つ又は複数の不確実な事象の発生又は不発生によってのみである義務。

　過去の事象から発生した現在の債務であるが，次のいずれかの理由で認識されていないもの。
　　ⅰ　義務決済のために経済的便益を具現化した資産の流出が必要となる可能性が高くない。
　　ⅱ　義務の金額が十分な信頼性をもって測定できない。

（出所）筆者作成

　このように，引当金等負債を巡るに関する会計学上の議論は停滞していると言わざるを得ない。

　日本基準においては，負債の測定値に関しては，銀行等からの借入金や社債のように債務額

が確定しているものは，債務額（返済すべき金額）で行うことになる（会社計算規則38第 6 条

第 1 項）。一方，将来のキャッシュ・フローの不確実性を一定程度伴う負債である退職給付引当

金は，期末時価で測定することになっている（同規則第 6 条第 2 項）。その他に関しては，前述

した費用収益対応原則に対応した「実現費用」と呼ばれる引当金（費用），収益に対応しない引

当金（費用），があり，また，その他主として債権者保護のために会社法以外の特別法により要

求されて負債の部の積立が強制されたものであり，整理すると以下のとおりである。
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39 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（2018年 3 月30日，企業会計基準委員会）適用以前は，会
社計算規則第 6 条で，返品商品の売上高と売上原価の差額を「時価」負債と捉えて計上していたが，同基準
適用後は，

　　（借）売上高（貸）売上原価
　　　　　　　　（貸）返品調整引当金
　　と売上と売上原価をグロス計上し，引当金を計上することとなる。
　　なお，高速コンピューターを駆使してDXに取り組む企業にあっては，従来の返品率が高かった商品（医薬

品，化粧品，化学品など）であっても，将来ニーズを予想し流動を先取りし，時価ベースの返品調整引当金
が可能になることがあるかもしれないとのコメントをする者もいる。（『週刊  経営財務』（No.3522），2021
年 9 月 3 日，税務研究会，p28参照）。

40 石田満『保険業法』（2006年，損害保険事業総合研究所）pp130-135参照。

【表 6 】日本基準の負債の種類
貸借対照表（例）

法律上の債務 確定債務 履行について，以下の全てが確
定している債務
①　期日
②　相手方
③　金額

借入金，買掛金，支払手形，社債，等

条件付債務 履行について，以下の少なくと
も 1 つが確定していない債務
①　期日
②　相手方
③　金額

退職給付引当金，製品保証引当金，返品調整引当金39，
工事補償引当金，等

会計的負債
（又は，会計的資産
控除項目）

法律上の条件債務ではないが，それと同様に
将来企業資産の減少をもたらすことが現時点
で合理的に予想されるような経済的負担。

貸倒引当金，修繕引当金，等

利益留保性の準備金 租税特別措置法上の準備金（負債で処理しな
いことが望まれるが，法令上，負債計上も想
定されている。）

　海外投資等損失準備金（国外での資源開発事業へ
の投資促進。）

法令で負債計上が強制されているもの。
↓
公益保護の目的で負債への計上が強制された
もの。
↓
繰入れと取崩しが厳密に規制されて利益操作
に悪用される余地はないから，利益留保性で
あっても負債の部に計上することが，実務上
で認められている。

　渇水準備引当金〔渇水準備引当金に関する省令〕
　　（水力電力を行う会社が渇水期の収益減少に備え

て豊水期に計上を要求。）
　金融商品取引責任準備金〔金融商品取引法第46条

の 5 〕（証券会社などが顧客との間で発生するト
ラブルに対処するために設定を要する。）

　責任準備金〔保険業法116条〕（保険会社が保険金
支払に備えて設定しなければならない。）40

（出所）筆者作成

時価

引当金

【表 7 】（貸借対照表―全体）

流動資産 売掛金 流動負債 確定債務

▲貸倒引当金（会計的
資産控除項目）

引当金（条件付債務）

固定負債 長期貸付金 引当金（会計的負債）

▲貸倒引当金（会計的
資産控除項目）

固定負債 確定債務

引当金（条件付債務）

引当金（会計的負債）

特別法上の準備金
（又は引当金）

租税特別法上の準備金

法令で負債計上が強制されているもの

純資産 株
主
資
本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

評価換算差額等

（出所）筆者作成
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　日本基準もコンバージェンスを行うべきIFRSにおいて，包括的な負債の基準の策定を試みた

が（IFRS-X），2010年以降停滞している41。空白になっているといってもよい状況である（「引当

金に関する論点の整理」42参照。）。

　大きな要因は，法律や契約等に基づかない会計上の負債である。これが，所謂，会計上の引当

金である。IFRSではIAS37で，日本基準では，企業会計原則・注解18で規定されている。

　前掲のようにIAS37では，引当金とは，時期または金額が不確実な負債のことであり，次の条

件がすべて満たされた場合に認識される。①過去の結果として現在の法的債務（契約，法律，に

よる）または推定的債務（確立された過去の実務慣行，公表された指針，十分に具体的な最新の

声明）により企業が負う特定の責任，②債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出と

なる可能性が高い（probable），③債務の金額について信頼可能（reliable）な見積りを行うこ

とができる。

　繰り返しになるが，日本基準（企業会計原則・注解18）との相違は，IAS37では，引当金の対

象は現在の法的または推定的債務であることが求められているのに対し，日本基準は引当金の対

象に必ずしも債務性は求められていない。

　なお，そもそも，IAS37号第15項において引当金の認識をするか（負債のオンバランス化）否

か（負債のオフバランス化）が問われる不確実性な状況は稀であるという前提を置いている。そ

うすると負債として認識されることはなくなってしまう可能性は大きくなる。引当金の測定値は，

日本基準では，原則，統計学上の中央値が採用され，一方，IAS37では，原則，期待値の平均値

が採用される（単一的債務の場合は最頻値）。例えば，100個の母集団のうち日本基準では，50が

中央値であれば50が引当金の金額になるのに，IAS37では，すべての発生金額の発生確率の平均

値が70の場合であれば70が引当金の金額になる。

　IFRS-Xに負債の学術的背景に一石を投じたのが「資産除去債務」である。資産の有形固定資

産の取得や使用によってその資産の除去が法令や契約で要求される場合の義務である。この義

務を取得・使用資産の一部として計上し，義務はIAS37に計上する。資産除去債務の計上は，会

計情報の透明性の向上だけではなく，放射線やアスベストを含む物件が人体に影響を与えるなど

「国民の生活と財産を守る」ことも含まれていると解釈されている。

　なお，日本基準においても，2008年 3 月31日に「企業会計基準第18号『資産除去債務に関する

会計基準』」が発行されている。

　会計学においては，保険負債の測定は，あくまで「大数の法則」「収支均等の法則」に基づか

なければ保険自体が成立しないためリスクの正規分布の信頼区間に基づいて測定する手法で行わ

れるが，パンデミックや大規模自然災害は，保険リスクの正規分布からはずれ棄却値となって

しまうため，保険負債に限らず一般企業の非被保険負債についても，「国民の生活と財産を守る」

ため棄却値をも企業が負債性引当金として認識・測定を行うという新しい負債の概念の創出をす

るべきではないかという，学術的背景が浮き彫りになる。そして，適正な負債性引当金計上後，

不足する自己資本（資産－負債）に関しては，他人資本，自己資本の調達，等で企業経営を持続

できるか否かを判断すべきことになる。なお，日本基準では，引当金の対象に債務性を求めてい

ないため，原則，「地震引当金」等の計上は否定されるが，IAS37では，必ずしも，引当金の対

象に債務性は求められないためパンデミックや自然災害に対する引当金は否定されてはいない。

41 赤塚，前掲p81参照。
42 2009年 9 月 8 日，企業会計基準委員会。



県立広島大学地域創生学部紀要　第 1 号78

そこで，本研究の学術的上の始点（要点）となるのは，リスクの把握である。

　例えば，「地震引当金」など大きな震災，水害にさらされている自然災害の発生可能性の高

さについては，発生予測確率は，例えば，地震調査研究推進本部によると以下のとおりと 

なっている。企業会計原則・注解18策定の発生の可能性が高くないので引当金の計上の認識

をされていないと考えるが，日本企業でIFRS適用会社は筆者が本論文で提案している引当

金の認識測定に影響を及ぼすことは決して否定でされるものではないと考える。

　なお，先般の30年以内の発生確率が 1 ％未満でも発生したのが，所謂，熊本地震（布田川断層

帯・日奈久断層帯）である。

第 3 章　パンデミックリスク，大規模自然際額への企業の会計上・財務上の対応の参照

とするべき保険事故と保険事業の対応の検討

　個別の企業が，大数の働く保険商品に加入していないと想定するにあたり，過去のパンデミッ

クと保険負債測定及び大自然災害と保険負債測定との関係性を検討し，個別企業に与えうる理論

上の制度に関して記述する。

　なお，パンデミック及び大自然災害が定量的測定をするには，国土交通省や内閣府等で整備し

なければ，財務的処理ができないというのが現状である。

この点に関し，過去の事象を振り返り考えてみる。

以下，過去のパンデミックと大規模自然災害と保険負債を検証してみる。

（出所）内閣府（http://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html（2021年10月17日閲覧）。

【図 4 】大地震の予知図示
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①パンデミックと保険負債測定

　パンデミックに関しては，1918年～1920年の所謂スペイン風邪による感染者は世界で約 5 億人， 

死者は約38万人であった（致死率〔0.076％＝38万人/ 5 億人〕）。Covid-19は，世界全体の感染者

累計値としては，約 2 億 4 千 2 百万人，死者累計値は，約493万人で，致死率は，約 2 ％である
43（なお，日本では，感染者類型値としては約172万人，死者累計値は， 1 万 8 千人で，致死率は，

約 1 ％である）44。

　衛生面強化が図られている中でも，スペイン風邪流行時より世界各国間または国内での人の行

き来の規模拡大の影響なのか，現時点で致死率は非常に高いと言わざるを得ない。致死率の上昇

は，保険負債の測定に直結する。なお，1899年～1926年日本で大流行し現在も世界的流行が続く

ペスト（例えば，国立感染症研究所データによる致死率30％～60％の腺ペストやそれより致死率

の高い肺ペスト），2009年新型インフルエンザ（H1N1），2002年～2003年SARS，2012年～現在

MARS，等，保険負債の測定値に与えるパンデミックの高致死率化・短周期化が着想経緯である。

なお，保険会社は，保険負債の測定に当たり，生命表，疾病率表を利用する。厚生労働省が5年

毎の国勢調査に基づく完全生命表（直近では，2015年）と毎年推計に基づいて作成する簡易生命

表を公表し，これを参照して各社で独自に作成している。現時点のCovid-19の世界ベースの致

死率は，「令和元年簡易生命表（男）」の死亡率（nqx）では，75歳層，日本ベースの致死率は，

71歳層に相当する。高致死率化・短周期化は，保険負債測定の前提となる生命表・疾病率表の見

直しが必要となり保険負債測定値は高くなり，保険会社以外の一般事業会社その他日本経済を支

える事業者等がパンデミックリスクにさらされ引当金計上の可否を検討すべき可能性が高くなる

リスクを包含することとなる（適正な負債性引当金計上の測定ができるか否かの前に，まず，認

識をおこなうべきかを検討する必要がある。）。

②　大規模自然災害と保険負債測定

　歴史上最大級のマグニチュードを記録した2011年東日本大震災は，太平洋の 3 プレートが同時

に動き未曾有の災害をもたらした。保険金支払総額は13兆円であった。また，ケイマン諸島に

設立していたSPCを利用したCATボンドが世界で初めて支払不能（金融投資家100％地震損失負

担）となり，7,300億円の支払いに充当された。熊本地震（2016年：保険金約 4 兆円），等地震周

期の短期化，20-30年後70％ -80％確率で起こるとされる南海・東海・首都直下等地震へのリス

クの顕在化懸念という事実も保険負債測定への検討を要する。水害も大規模化・頻発化している。

『「東京海上・MS&D・SOMPOにおける気候変動の物理的リスク～巨大自然災害と異常危険準

備金枯渇シナリオ～」報告書』（JACSES，2020年）では，台風等による家屋損壊等保険金は，

2019年 3 月期は5,380億円，2020年 3 月期は3,850億円と大手三大損害保険会社の異常危険準備金

は約 2 年で半減したという。70年に一度の災害を前提とする異常危険準備金負債測定に影響が及

んでおり，保険負債測定の見直しが必要である。それ故，現状の関東大震災・伊勢湾台風同時発

生確率（0.5％＝ 1 回/200年）も棄却できない現実がある。なお，2021年になってからも大型不

水害が相次いでおり（なお，この件に関しては，世界規模での気候変動で世界的にも同様なリス

43 （出所）https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
 米国　2022年 1 月18日10時時点。ジョンズホプキンス大学の発表を元に作成されたもの。（2022年 1 月18日11

時59分参照）。
44 （出所）https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
 NHK作成　2022年 1 月17日23時55分時点。（2022年 1 月18日12時 2 分参照）。
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クに直面に遭遇している。），保険料の引き上げを保険会社が行うというという報道があり，また，

海外へのリスクの移転も増加しているとの報道もあり，一般事業会社が，保険料の負担を増加さ

せてリスク回避し，一般事業会社の利益に保険料の負担が増加し，減益要因となり，また，保険

会社自体の保険負債の測定値が上昇することにより，保険負債の棄却値が増加し，これが，保険

会社と契約している一般会社の将来のリスク負担の増加コスト，場合によってはゴーイング・コ

ンサーンの問題になるのではないかとの懸念が生じ得る。

第 4 章　本研究の核心

　前記のように本研究の核心はリスクの把握である。

　本研究の目的は，保険負債測定の前提となる正規分布による信頼区間から外れた位置（棄却 

値：【図 7 】参照のこと。）に存在する事故の規模が①大型化し，②その頻度（周期）が短期化し，

③全世界規模でパンデミック・事故リスクが顕在化している現状である現状でリスクを海外に転

嫁困難である，という現実を測定にどのように反映するかである。端的に言えば，「棄却値」を

負債として認識・測定すべきか否か，認識・測定するとすればどのような途が考え得るのかとい

う点に研究目的は尽きる。リスクの把握に尽きるということである。

　リスクの把握に関して，保険の理論を適用して下記①②に分別して行うのが現実的であると考

えている。

①収益との対応関係のない引当金の認識・測定に関して「大数の法則」が働くか否か考えること。

ⅰ．不確実性事象に「大数の法則」が働くと判断される場合

　冒頭に述べたが，IFRS概念フレームワークにおいて，負債の定義を核心は，負債の測定値に

より資本の測定値が自動的に決まるということであり，現在のパンデミック（Covid-19）や世

界的に多発する大規模自然災害が負債の測定値（特に，保険会社の保険負債の測定値）を引き上

げ，結果として，資本の測定値は下がり，組織の財務状況に大きなマイナスの影響を与える可能

性が高い，という点にある。また，負債とすべき事象が偶発債務とされオフバランスとされるこ

とも想定される。繰り返しになるが保険会社の保険負債以外の事業会社の負債の測定値に関して

も基本的な考え方は同じである。

　保険負債は，そもそも人の生死や疾病，自然災害，等を対象に負債測定を行うため不確実性が

非常に高い測定値となる。その中で特に，パンデミックや地球温暖化の影響とも言われる大規模

自然災害の発生時期・発生額に関して，近時，その不確実性は極めて高くなってきたと言わざる

を得ない。

　保険は，人々の抱える将来の不確実性（リスク）を補償する仕組みであり，保険が機能する大

原則は「収支相等の原則」である。人々は自己の抱えるリスクを保険会社に移転し，保険会社

は，そのリスクの転嫁を引き受けると同時に，その対価としてこれら多数の人々（n）から保険

料（P）を徴収する一方，引き受けたリスクの顕在化によって損失を被った人々（r）に対して保

険金（Z）を支払う。つまり，n×P＝r×Z，が成立しなければ保険会社は存続することはできない。

保険会社が徴収する保険料（P）を算定するためには，不確実性の高い保険金支払見込総額（r×Z） 
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を，まず算定し，その算定額をnで除することが必要であり，これは，すなわち，将来の保険事

故に伴う保険金の支払総額を見積もる必要があることを意味する。さらに，保険負債は，保険金

の支給時期（事故の発生時期）を，一定の確率データ（例えば，年齢別死亡率，疾病別年齢別疾

病率およびその疾病補償金額，自然災害発生頻度およびその事故金額）で推計し，現在価値で測

定することが必要である。算式で示すと，P＝r/n×Z（r/n：事故発生確率）ということになり，

保険負債の測定を行うことは，すなわち，事故発生確率を見積もるということに尽きる。収支均

等の法則が成立するためには，事故の発生確率が安定することが前提であり，これを「大数の法

則」というが，サイコロを何度もころがせば， 1 ～ 6 までの数値がでる確率は均等になるという

例に近い。保険負債の測定値に置き換えて言えば，保険母集団が，正規分布曲線になり，事故発

生確率が99.7％の確率で算定できる，ということに他ならない。

　上記の【図 6 】は「大数の法則」等により保険が成立するための中心極限定理による正規分布

であり，中心が平均となり平均と中央値と最頻値はすべて一致する。すなわち【図 6 】の例で

は，－3σ～3σの間にデータの99.7％は入っていることが保険の原理であり，この99.7％の範囲の

保険金支払総額が保険負債の測定の対象となる。標本データを100回抽出すれば，99.7回は通常

の予測の範囲に入ることになる。サイコロを99回ころがせば， 1 ～ 6 の数値は，それぞれ概ね等

しく16回～17回出ることになる。一方，0.3回は，通常の予測の範囲を外れる（これを「棄却値」

という。）。負債の測定において棄却値で問題となるのは，【図 6 】の右端の0.15回（0.3回/2）の

部分である。しかし，全世界同時大規模パンデミックや大規模災害の頻発は，事故発生確率の見

積もりの前提にさらなる不確実性算定の問題を現実化させており，これを保険負債の測定，さら

に一般企業の負債性引当金の測定に敷衍させることが，本研究課題で探求すべき核心的問題であ

る。Covid-19によるパンデミックは過去のペスト，スペイン風邪，SARS，MERSと同様に大数

の法則を適用するのは困難であると考えるが，日本の保険会社は現に，Covid-19に対応する保

険商品を販売している保険会社がある（再掲）。もし，Covid-19に関して保険負債に「大数の法則」

が働いていれば，当該保険会社の信頼区間の設定により，パンデミックリスクを保険会社のリス

　　　　　　（出所）筆者作成

【図 6 】中心極限定理，大数の法則，信頼区間，棄却値



県立広島大学地域創生学部紀要　第 1 号82

クの引き受けを通じて確率を引き下げ，一般事業会社が当該リスクに対し負債性引当金を計上す

べきときの測定値に反映させることができる可能性がある（ただし，保険商品への加入，棄却値

が膨大ではいという前提であるが。）とも考えられ，一般事業会社の引当金の認識・測定値への

示唆は何かをもう一度整理する必要がある。

　なお，保険会社に当該リスクを移転できるのであれば，リスク管理・財務管理の有益な手段と

なり得る。

ⅱ．不確実性事象に「大数の法則」が働くと判断できない場合

　パンデミックや大規模自然災害に「大数の法則」が働かない場合，大規模自然災害には現在の

国土交通省等のデータインフラを，まず，保険会社に積極的に提供し，また，厚生労働省等から

も同様な提供が必要であると考えられる。

　平時においては，各保険会社が，生死に係る生命表や，損害率算定のためのデータの蓄積，損

害保険料算出機構のさらなる機能発揮，等，パンデミックや，間近に迫ると言われる大規模自然

災害に政策予算を国等は配分を行っていく必要があろう。

　データインフラが整備されてこそ，気候変動リスク，巨大地震リスク，等に対応できる引当金

が個社で認識・測定できる。

　非財務報告や統合報告の分野で気候変動リスク等に対処するための組織的な動きが急速化して

いるが，第 1 章，第 7 章に記述しているが，財務数値化し，引当金の認識・測定にスピード感を

持って活用するような動向にも社会の資源を割くことを失念してはならない。

第 5 章　高不確実性経済下における「引当金」「偶発債務」「資本」の在り方

　「大数法則」の目的は，また，棄却値の規模が大規模かつ同時顕在時に保険金支払いのため大

量の日本国債が売却され価格が暴落し，現状でリスクを海外に転嫁困難である，という現実の測

定値，つまり引当金の時価を明示させる機能を持たせることになる。端的に言えば，先述の「棄

却値」（0.15σ）を負債認識することにより，引当金の測定値を「時価」として測定する必要性の

判断材料にすることである。

　高不確実性社会経済下における当該「引当金」，及び，発生可能性が高くなり引当金に振り替

えた偶発債務が企業の資産を超過すれば債務超過となり（資本の額がマイナスになる），倒産する。

これらに対し，予め，パンデミックリスク，大規模自然災害等に関し，保険会社に付保し，保険

会社のリスク管理（保険リスクの信頼区間内で管理できるリスク），結果として，パンデミック，

大規模災害をヘッジできていれば企業は倒産せず，持続可能性を保持できる（Sustainability）。

ただし，先述したように，自然災害が増加すれば，保険会社は，棄却値を含む一定の保険リスク

を海外に再保険したり，タックス・ヘイブン国に設立した特別目的会社に当該自然災害リスクを

移転したり，海外の金融投資家と自然災害リスクをスワップしてヘッジする行為を行うが，当該

　1 － 2 年，その行為は増加傾向にあるとの報道がある。

　第 2 章【図 1 】で表記したが，引当金と偶発債務の発生可能性は，日本の歴史を振り返っても，

大地震災をはじめ，大規模自然災害は，繰り返し発生しているため，引当金と偶発債務を分別す

ることなく「大数の法則」を捉える必要がある。
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第 6 章　パンデミック，大規模自然災害発生時の金融のシステミック・リスクの問題

　パンデミックや大規模自然災害に対応するため，高水準の保険会社が保険負債を認識・測定す

べきか否かという点に関して，高不確実性下において保険金事故の支払いに日本国債や株式を売

却すると，当該有価証券等は，流動性を失い，通常の常態で売却される時価（公正価値）ではな

く，時価の公正価値牲を喪失し，大量の投げ売りに伴う強制価格45で，保険負債の支払に当てる

ことが想定されている。全世界同時大規模パンデミックや大規模災害の頻発に伴い保険金を支払

うため日本国債等を大量売却すると，その価値は暴落し売却収入が激減する虞が高いため，保険

会社は債務超過になる可能性すらある。

　このため，日本国債や株式の暴落が発生することは，先例を見て，会計上の手当が行われてい

る。具体的には，「価格変動準備金」という保険業法で計上が強制されている。価格変動準備金

は，先述の「特別法上の準備金」として，負債の部に計上が強制されているものである。なお，

銀行も，かつて，同様の準備金（国債価格変動準備金）の負債の部における引当が強制されてい

たが，「金融商品に関する会計基準」の設定と伴に廃止された。これに関しては，銀行の主たる

負債である預金と保険会社の負債である責任準備金の規模等を考慮して保険会社（共済事業会社

も含む。）のみが負債計上している「価格変動準備金」の負債性について検討を加えると，これは，

Covid-19下や20年－30年以内に70％－80％の確率で発生するとされる南海トラフ大地震等複数

大地震（津波の影響も含む）への保険会社のその他の負債，一般企業の負債測定にも敷衍すべき

ではないかとの論点も浮き彫りになる。すなわち，価格変動準備金の計上を保険会社のみに限定

することの可否に再検討を加える必要性もある。歴史を振り返れば，1919年～1920年の所謂スペ

イン風邪パンデミックおよび1923年の関東大震災による巨大損失を超好景気だったとはいえ日本

の保険の機能は乗り越えた。100年に 1 回の現象と捉えれば， 1 ％（1/100）ながら，特にスペイ

ン風邪に対する日本の生保会社の保険金は当時の金額で1,200万円以上に上り，この額は日露戦

争時の約13倍，関東大震災の時の約 2 倍に相当したとされる。保険負債は，契約に基づく債務（履

行義務）であり，引当時に債務性はない退職給付引当金以外の引当金と必ずしも同一の議論はで

きないが，測定に不確実性を含むため，測定のあり方に敷衍する問題である。なお，時価を付す

とされている各組織別の退職給付引当金は退職事実が必ず発生する点で債務性があり，またその

測定値の規模も全く異なる。さらに，一般の負債（借入金，社債，等）は，債務額の100％，即ち，

返済義務額そのもので測定されるので，債務額に自己の信用リスクを反映させないことを原則と

しているものの，高不確実性社会経済下で合わせて負債の測定値に自己の信用リスクを反映すべ

きか否かもIAS37の議論とすべきである。繰り返しになるが，パンデミック等下の現代の保険負

債測定問題と同時に顕在化する懸念がある問題として，多額の保険金支払に見合う財源を保険会

社は，流動性が高く換金性の容易な日本国債等として大量に保有しているが，一般事業会社も同

様な行動に及ぶことは予想される。この局面に至れば，社会経済は破綻する。なお，整理すると

次のとおりである。

　日本は，今回のパンデミック（Covid-19）で多額の国債が発行される見通しが，岸田新内閣

の下で示されているが，大量の国債は，保険会社も含む金融機関が保有することも前提となる可

45 時価は，算定日において市場参加者が秩序ある取引が行われると想定した場合に成立する価格であり，強制
された取引や投げ売りにより成立する価格ではない（「企業会計基準第30号『時価の算定に関する会計基準』
（2019年 7 月 1 日，企業会計基準委員会，最終改正　2020年 3 月31日）第31項，第4項参照。
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能性もあるため，Covid-19の深刻化，巨大地震等の発生が生じると，これらの事故に対応する

財源として国債は大量に利用されるとなる可能性があるので，先述の国債の公正価値での売却で

はなく，多額の損失を発生させる強制売却価格により日本の信用が損なわれ金利上昇の懸念も想

定される。一般事業会社が，パンデミックや大震災で巨額の負債を負い，被災企業・事業者の救

済のための資金調達が金利の上昇で経済破綻を招く可能性も否定できない。

第 7 章　当該研究の示唆（むすび）

①　パンデミックや大規模自然災害のリスクの測定がより可能となるよう試みを行うため，内閣

府や国土交通省，地方自治体等に，統括機関を設置すること。これにより②により保険会社

に付保できているリスクを把握する。

②　民間等でできるリスクヘッジとして保険会社のリスク管理（再保険，キャプティブの利用等）

の現状を監督機関が行い，保険負債の測定を会計監査人が行い，両者が連携すること。下記

の保険リスクに係る信頼区間99.7％，棄却値0.3％ /2＝0.15％の棄却値の0.15％のリスクのマ

グニチュードと潜伏頻度に見合った測定を行うなどのリスクの把握を引き続き行う。

　　【図 7 】

③　①②で損害回避できないリスクに関し，個別のパンデミック，自然災害リスク等への個別対

応を，国，地方公共団体等で，対応策を，より具体的に検討すること。

　　なお，近い将来の引当金制度には「環境対策引当金」が加わるであろう，とする主張が有力

会計雑誌で主張されるようになってきた46。

④　正規分布に基づいて発生する自然災害が複合的に顕在化すると「棄却値」も複合的に顕在化

し本論文で記述した点が，より深刻化する点を看過できない事態となる点を失念してはいけ

ない。すなわち，高不確実性社会経済下における負債性引当金の認識・測定に迅速かつ適正

に会計面からも取り組むべき時が来たことを直視すべきである。

0.3％）

-1.85 1.85

　　　（出所）筆者作成

46 第 1 章参照のこと。
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