
１．はじめに

２�．国際的調和化に対するフランス会計制度の

スタンス

３．フランス連結会計基準

　（1）連結範囲の決定基準

　（2）作成免除（連結免除）

　（3）連結禁止・連結放棄（以上第 35 巻第 4号）

　（4）連結範囲に関する事例

　（5）�1998 年 12 月のプラン・コンタブル連結

会計規定の改正

　（6）連結会計の基本原則（以上第 36 巻第 2号）

　（7）個別計算書類の再処理

　（8）個別計算書類の義務的再処理

　　　（�以上第 36 巻第 3 号 , 第 37 巻第 2 号 , 第 3

号 ,第 4号）

　（9）個別計算書類の選択的再処理

� （第 38 巻第 1号 ,�第 39 巻第 2号 ,第 3号）

　（10）外貨換算会計

� （第 39 巻第 4号 ,第 40 巻第 1号）

　（11）リース会計� （第 40 巻第 4号）

　（12）連結計算書類の作成基準

　　　（�第 43 巻第 1 号 , 第 44 巻第 3 号 , 第 45 巻

第 1号 ,�第 2号 ,第 4号 ,第 46巻第 2号 ,

第 47 巻第 1号）

４．連結の会計方針と国際的基準への対応

� （第 49 巻第 1号）

５．税務会計の影響� （第 50 巻第 3号）

６．�プラン・コンタブル・ジェネラルと税務会

計� （第 52 巻第 4号）

７�．連結会計基準とプラン・コンタブル・ジェ

ネラル -むすびに代えて -

　（1）�プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）

の特徴

　（2）�プラン・コンタブル・ジェネラルの法的

効力と商法・会社法規制との関係

� （第 54 巻第 1号）

　（3）連結会計基準の特徴� （以上本号）

　（4）�国家会計審議会（CNC）の組織構成上の

特徴� （以下次号）

７．連結会計基準とプラン・コンタブル・ジェ
ネラル - むすびに代えて -  

（3）連結会計基準の特徴

前稿（大下 ,2017）で明らかにしたとおり、

プラン・コンタブル・ジェネラル（Plan�

Comptable� Général;PCG）は多方面における利

用を想定した「一般的性格の共通基準」として

位置づけられてきた。これに対して、連結会計

基準は、企業集団に係る連結計算書類の作成の

ための基準である。

フランスおける連結会計基準は 1968 年国家

会計審議会（Conseil�National�de�la�Comptabilité;�

CNC）連結報告書・勧告書から始まる。1968 年、

国家会計審議会（CNC）は「貸借対照表と損益

計 算 書 の 連 結 に 関 す る 勧 告 書 第 1 号

（Recommandation�N 1゚�sur�la�consolidation�des�

bilans�et�des�comptes）」（本稿では「1968 年 CNC

連結勧告書」と呼ぶ）を公表した。

1968 年 CNC 連結勧告書は、同年の CNC の�

報告書『貸借対照表と損益計算書の連結

（Consolidation�des�bilans�et�des�comptes）』

（本稿では「1968 年 CNC 連結報告書」と呼ぶ）

〔論　文〕

フランス連結会計基準の国際的調和（24）

- 連結会計基準の特徴 -

大　下　勇　二

経営志林　第54巻2号　2017年7月　　15



における各検討項目の結論的部分を勧告として

まとめたものである。なお、1968 年 CNC 連結

報告書・勧告書は、1968 年 3 月 20 日付経済・

財務省令がこれを正式に承認している。

その後、1985 年には、連結計算書類に関す

る 1983 年 6 月 13 日 EC 会社法指令第 7 号の国

内法化を目的として、1985 年 1 月 3 日法律（以

下「1985 年連結会計法」と呼ぶ）とその 1986

年 2 月 17 日適用デクレが商法・会社法に連結

会計規定を導入した。

これに対応して、1986 年には、上記 1985 年

1月3日法律とその適用デクレを考慮した上で、

1982 年プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）

に連結会計原則「第Ⅳ章�計算書類の連結 : 方

法論」（以下「1986 年 PCG 連結会計原則」と呼ぶ）

が追加された。

1986 年 PCG 連結会計原則は 1999 年に改訂さ

れ、会計規制委員会（CRC）規則第 99-02 号（以

下「1999 年連結会計規則」と呼ぶ）として分離・

独立している。

以上の 1968 年 CNC 連結報告書・勧告書、

1985 年連結会計法とその 1986 年適用デクレ、

1986 年 PCG 連結会計原則、1999 年連結会計規

則が、フランスにおける連結会計基準を形成し

てきた。

① 　連結会計基準の構造の複合化と会計シ
ステムの二元化

1）連結特有の処理に係る基準

第 1 図表は、1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書の構成・内容を示したものである。これによ

れば、1968 年 CNC 連結報告書は、「序」、第 1

部「連結方法の研究」、第 2 部「連結作業」お

よび「結論」により構成され、連結方法を研究

した上で、連結作業の分析を行うという構成に

なっている。

1968 年 CNC 連結勧告書は当該連結報告書の

結論的部分を勧告書としてまとめたものであ

り、一般原則、連結範囲、連結方法、事前の再

処理（在外企業の換算を含む）、内部取引の消去、

連結売上高の定義、連結差額、連結成果および

グループ計算書の作成・表示から構成されてい

る（CNC,1973,pp.65-68）。いずれも連結特有の

問題に関わっている。なお、「連結差額

（différence� de� consolidation）」とは、子会

社における支配獲得後の「剰余金（réserve）」

を意味する。剰余金概念は会社法上明確な形で

定義されているのに対して、企業集団は法的に

位置づけられていないことから、同報告書・勧

告書は、支配獲得後の子会社の「剰余金」を「連

結差額」という用語で表現している。

第 1 図表　1968 年連結報告書・勧告書の構成・内容
1968 年 CNC 連結報告書 1968 年 CNC 連結勧告書

序

第 1部�連結方法の研究

�A. 諸外国の実務・法令

�B. 用語

�C. 連結企業集団の構成

�D. 連結方法

第 2部　連結作業

�A. 事前の再処理

�B. グループ内の内部取引の消去

�C. 連結売上高の決定

�D. 連結

�E. 連結差額

�F. グループ計算書の作成と表示

結　論

一般原則

連結企業集団の構成 (連結範囲 )

連結方法 (全部連結・比例連結・持分法 )

事前の再処理

内部取引の消去

連結売上高の定義

連結差額

連結成果

グループ計算書の作成と表示

（筆者作成）
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前稿（大下 ,2017）で明らかにしたとおり、

プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）の構成・

内容に係る基本的特徴は、会計に関する一般規

定（会計組織・会計帳簿・勘定記入に関する一

般規定）、用語の明確な定義、勘定計画におけ

る勘定分類と 10 進法によるコード化、一般会

計における費用・収益の性質別分類、勘定の運

用に関する詳細な記述、評価規則、総合書類（貸

借対照表・成果計算書など）の標準モデルの提

示である。

つまり、PCG は、独自の観点から勘定計画に

おける勘定分類・勘定リストといった勘定シス

テムを中核として、会計用語の定義、会計帳簿

の組織、体系的な勘定の設定・運用、決算書類

の標準モデルの提示をも含む、組織・事業体の

会計システムの整備とその運用のための守備範

囲の広い一般的性格の会計基準である。それは、

種々の分野で共通基準として用いることが想定

されている。しかも、フランスでは、個別計算

書類の社会経済的機能が重視されているため、

プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）の一

般基準としての重要性も大きい。

これに対して、1968 年 CNC 連結報告書・勧

告書では、勘定分類や評価規則などの問題は、

個別計算書類に係る「事前の再処理」の中で、

連結対象項目の同質化との関連で取り上げられ

ているに過ぎない。すなわち、当該同質性の確

保の観点から、連結企業集団を構成する各社に

共通の勘定分類と表示および共通の評価規則

（特に固定資産、棚卸資産、減価償却、減価引

当金など）の採用が求められた（CNC,1973,�

pp.37-38）。

また、1968 年 CNC 連結報告書には、その附

録（appendice）において、連結特有の用語と

その定義および連結特有の勘定科目が追加的に

示されている。連結特有の用語として定義され

た 28 の用語は次のとおりである（CNC,1973,pp.�

71-73）。すなわち、

調整（ajustement）、連結売上高（chiffre�d’

affaires�consolidé）、グループ計算書（comptes�

de�groupe）、連結（consolidation）、連結を行

う（consolider）、本支店会計（contraction�comptable）、

連結差額（différence�de�consolidation）、連

結企業集団（ensemble）、等値（quivalence）、

子 会 社（filiale）、 親 会 社 グ ル ー プ 持 分

（groupe）、統合（intégration）、統合を行う

（intégrer）、親会社グループ外持分（intérêts�

hors�groupe）、参加（participation）、多元的

参加（participation� multiple）、全体的再評

価（réévaluation）、連結成果（résultats�consolidés）、

再処理（re-traitement）、再評価（revalorisation）、

連結純資産（situation�consolidée）、下位子会

社（sous-filiale）、連結会社（société�apparentées）、

従属会社（société� dépendantes）、閉鎖会社

（société�fermée）、親会社（société�mère）、支

店（succursale）、連結のれん（survaleur）。

子会社や支店といった用語を除けば、いずれ

も 1957 年 PCG の「用語解説」には見られない

ものである。

第 2図表は、追加的に示された連結特有の勘

定科目のリストである。1957 年 PCG の勘定分

類をベースに連結を準備するために必要とされ

る勘定科目がその注釈と伴に示されている。す

なわち、クラス 1 の二桁勘定 16「長期借入金」

の細分割勘定に、外国政府等による資金凍結に

係る 165「凍結前受金・交互計算勘定（avances�

reçues�et�comptes�courants�bloqués）」、さら

にこの細分割勘定として、1654「出資者

（Associés）」 と 1655「 連 結 会 社（société�

apparentées）」を設ける。なお、この場合の連

結会社とは親会社（société�mère）および従属

会社（société� dépendantes）を含めた連結企

業集団構成企業を表す。

クラス 2「固定資産」勘定の 25「長期貸付金」

における 255「凍結前払金・交互計算勘定」、

2554「出資者」および 2555「連結会社」の開

設も同様である。クラス3「棚卸資産」勘定では、

必要に応じて、企業集団内の取引に係る棚卸資

産を商品、原材料、製品などにおいて区別して

処理する。

債権・債務勘定のクラス 4「第三者」勘定では、

40「仕入先」勘定の細分割勘定として 405「仕

入先 -連結会社」を、41「得意先」勘定の細分

割勘定として 415「得意先 -連結会社」を、49「仮

勘定」の細分割勘定として 495「連結会社」を

設けることが国家会計審議会（CNC）により容
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認された。

さらに、1957 年 PCG は、クラス 4 に 45「子

会社（または親会社）」勘定、その細分割勘定

として 450「子会社交互計算勘定」、455「親会

社交互計算勘定」、459「子会社（または親会社）

勘定減価引当金」を設けているが（CNC,1965,�

p.108）、これを 45「連結会社」、450「連結会

社交互計算勘定」、459「連結会社勘定減価引当

金」に変更する。1966年商事会社法第354条（子

会社の定義）および第 355 条（参加会社の定義）

により、子会社に限定した 1957 年 PCG の勘定

分類に用語上の拡張が必要になったからであ

る。

クラス 5「財務勘定」では、50「短期債務」

勘定の細分割勘定として 505「連結会社前受

金」、51「短期債権」勘定の細分割勘定として

515「連結会社前払金」を設けることが国家会

計審議会（CNC）により容認された。

最後に、クラス 6「費用勘定」では連結企業

集団構成企業に係る仕入をそれ以外の仕入と区

別するために、また、クラス 7「収益勘定」で

は企業集団内の収益（売上、付随収益および金

融収益）をそれ以外の収益と区別するために、

必要に応じて適切な勘定科目を設けるのであ

る。

連結を行うためには、連結企業集団構成企業

に係る取引のデータが明確に把握されることが

必要である。1968 年 CNC 連結報告書は、この

ような目的で、1957 年 PCG の勘定分類をベー

スに連結上必要な追加的な勘定科目を提示した

のである。

以上のとおり、1968 年 CNC 連結報告書・勧

告書は、いずれも 1957 年プラン・コンタブル・

ジェネラル（PCG）が定めていないまたは明確

にしていない連結特有の事項を取り上げている

ことがわかる。1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書がこのような構成・内容になっている理由は、

企業集団単位の連結計算書類が、連結企業集団

を構成する個々の企業の個別計算書類をベース

に連結特有の処理を加えて作成されるからであ

る。

つまり、1968 年 CNC 連結報告書・勧告書は、

個々の法的実体ベースの年次計算書類（個別計

算書類）の存在を前提とし、これに連結特有の

処理を加えて連結計算書類を作成するための基

準なのである。従って、当該報告書・勧告書は、

一般基準・共通基準としてのプラン・コンタブ

ル・ジェネラル（PCG）とは基準の構成が大き

第 2 図表　連結のための PCG の追加的勘定
クラス 勘定番号 勘定科目名 注　　釈

1

2

3

4

5

6

7

165

�1654

�1655

255

�2554

�2555

�405

�415

45

�450

�455

�459

�495

�505

�515

凍結前受金・交互計算勘定

　出資者

　連結会社

凍結前払金・交互計算勘定

出資者

　連結会社

グループ内譲渡に係る棚卸資産を区別

仕入先 -連結会社

得意先 -連結会社

連結会社

連結会社交互計算勘定

親会社交互計算勘定

連結会社勘定減価引当金

連結会社

連結会社前受金

連結会社前払金

連結会社に係る仕入

グループ内収益 :売上、付随収益、金融収益

国家会計審議会によりすでに設置容認

同　上

必要に応じて開設

国家会計審議会により設置容認

国家会計審議会により設置容認

　�

　商事会社法第 354 条・第 355 条によ

り必要となる用語上の拡張

仮勘定

国家会計審議会により設置容認

同　上

必要に応じて開設

同　上

（CNC,1973,p.75）

⎫
⎜
⎬
⎜
⎭
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く異なっていた。

2）�　連結会計基準の構造の複合化と会計シ

ステムの二元化

1968 年 CNC 連結報告書・勧告書は、1985 年

連結会計法が出現するまでの期間、フランスに

おける連結会計基準として位置づけられた。し

かし、ロンドン証券取引所やニューヨーク証券

取引所など国外の取引所に上場を計画する国際

的企業グループが出てくると、1968 年 CNC 連

結報告書・勧告書に定めがないさらには 1957

年プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）に

定めがない会計処理について、英国基準（UK-

GAAP）、米国基準（US-GAAP）あるいは国際会計

基準（IAS）に定める処理を独自に採用すると

いう実務が出現した。例えば、リース会計、税

効果会計、為替換算会計、連結のれんの償却な

どがこれである。

フランスでは、このような連結会計の実務が

1970年代～ 1980年代に見られた。第3図表は、

1968 年 CNC 連結報告書・勧告書以降の 1985 年

連結会計法とその 1986 年適用デクレ、1986 年

連結会計原則および 1999 年連結会計規則の構

成・内容を示したものである。

これによれば、連結の範囲、連結方法、正規

性・真実性・誠実な概観などの一般会計原則、

連結決算日、連結の再処理、連結企業集団内の

取引の消去、評価規則・方法、資本連結、連結

のれん、所得税の処理（繰延税金）、在外企業

の計算書類の換算、連結売上高、連結計算書類

といった項目に関わっており、前出 1968 年

CNC 連結報告書・勧告書と同様、基本的に連結

計算書類の作成のための基準であることがわか

る。なお、1968 年 CNC 連結報告書・勧告書に

見られた「連結差額」は「剰余金」という表現

に変更されている。

しかし、前出 1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書にはない新しい項目が見られる。1985 年連

結会計法における会計監査人への提出と連結計

算書類の監査、正規性・真実性・誠実な概観な

どの一般会計原則、評価規則に係る「一定の条

件での評価規則の使用可能性」と 1986 年適用

デクレにおける「商法典に定めのない評価規則」

および「繰延税金の処理」などがこれである。

一般会計原則は個別計算書類に係る規定に

おいても同様の定めがある。繰延税金の処理は

個別計算書類にも関係しうる処理であるが、連

結会計次元に限定して先行的に導入されたもの

である。

評価規則に関しては、個別計算書類に係る一

般規定が商法典に定められているが、上記規定

は商法典に定めのない評価規則を、一定の条件

で使用可能とするものである。ファイナンス・

リースのオン・バランス処理、外貨建債権・債

務に係る為替換算差額の損益処理などがこれで

ある。筆者は、連結上これら会計処理を容認す

る 1986 年適用デクレの「商法典に定めのない

評価規則」を「D248-8 条オプション」と呼ん

できた。

繰延税金の処理、ファイナンス・リースの処

理、外貨建債権・債務に係る為替換算差額の処

理は 1986 年連結会計原則および 1999 年連結会

計規則にも導入された。

すなわち、ファイナンス・リースの処理およ

び外貨建債権・債務に係る為替換算差額の処理

は、1986 年連結会計原則では「オプション的

再処理（retraitements�optionnels）」（CNC,1986,�

pp.Ⅱ.148-Ⅱ.150）として、1999 年連結会計規

則では「優先的方法（méthodes�préférentielles）」

（30.「一般原則」）として、繰延税金の処理は

いずれも標準的処理（CNC,1986,pp. Ⅱ .152-

Ⅱ .155）または標準的方法（31.「所得税」）

として定められている。

プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）の

一般会計は、これら処理を認めていないまたは

定めていないにもかかわらずである。

このように、1985 年連結会計法以降の連結

会計基準は、

・連結特有の処理に係るもの（連結範囲・連結

方法、事前の再処理、内部取引の消去、資本

連結、連結のれん、在外企業の計算書類の換

算、連結売上高、連結計算書類、連結決算日

など）

・個別計算書類の作成に係る一般規定と重複す

るもの（一般会計原則など）
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・会計処理に関して個別計算書類の作成には適

用を制限されているもの（繰延税金の処理な

ど）

・個別計算書類の作成では認められていないも

の（リース・換算の処理など）

から構成されている。すなわち、連結会計基準

の構造が複合化しているのである。筆者は、

1968 年 CNC 連結報告書・勧告書の下で、1970

年代～ 1980 年代に見られたフランス企業の連

結会計実務が当該複合的構造の形成の背景にあ

ると考える。

これら処理は、一部の国際的企業が米国基準

や国際会計基準に従い採用していた処理であ

る。

連結会計基準の構造上の複合性は、ある意

味、これら企業の実務を 1985 年連結会計法以

降においても継続するのを可能にするために

とった措置の結果である。

このような複合的な構造を有する連結会計

基準は、年次計算書類（個別計算書類）に係る

会計基準の体系（商法典とプラン・コンタブル・

ジェネラル）に対して、自律的な運用の余地を

もたらす。個別会計次元と連結会計次元の会計

システムの二元化への道である。

フランスの会計システムは、1998 年 4 月 6

日法律第 98-261 号第 6 条（旧商法典第 L233-

24 条）を経て 2004 年 12 月 20 日オルドナンス

第 2004-1382 号第 1 条（商法典第 L233-24 条）

により二元化されることになる。

すなわち、1998 年 4 月 6 日法律第 6 条は、

欧州共同体域内の上場フランス企業に対して、

連結計算書類の作成基準として、国内基準では

なく国際会計基準（IAS/IFRS）または米国基準

（US-GAAP）の採用を認める法的枠組みを設けた。

筆者は当該規定を「6 条オプション」と呼んで

きた。　

また、2004 年 12 月 20 日オルドナンスは、

2002 年 7 月 19 日 EU 規則を受けて、2005 年か

ら EU 域内の上場会社の連結計算書類に、国際

会計基準（IAS/IFRS）の適用を強制するもので

ある。

第 4図表は、EU レベルの国際会計基準（IAS/

IFRS）の強制適用への動きを受けて、2001 年

に国家会計審議会（CNC）がまとめた IAS/IFRS

の適用に関する方針とその影響である。国家会

計審議会（CNC）は、連結計算書類に関して、

資本市場で広く資金公募を行う上場会社などに

対して国際会計基準（IAS/IFRS）を強制適用と

し、非資金公募会社に対してはその適用を任意

とする方針を決定した。

これにより、連結次元の会計基準としては、

国際会計基準（IAS/IFRS）と国内基準（1999

年連結会計規則）が併存することになるが、国

内の基準を IAS/IFRS に近づけるためのコン

第 3 図表　1985 年連結会計法・適用デクレ、1986 年 PCG 連結会計原則、1999 年連結会計規則の構成・内容
連結会計法・適用デクレ（商法・会社法の規制）

1986 年 PCG 連結会計原則 1999 年連結会計規則
1985 年 1 月 3 日法律 1986 年 2 月 17 日適用デクレ

連結計算書類の作成義務・支

配の定義 ,連結免除

支配のタイプと連結方法

連結禁止・除外

連結計算書類の構成と内容

正規性・真実性・誠実な概観

注記・附属明細書における追

加的情報

連結計算書類の作成方法、同

質的評価方法・連結再処理

一定の条件での評価規則の使

用可能性

連結決算日

連結経営報告書の内容

会計監査人への提出

連結計算書類の監査

連結方法

連結方法と成果計算書の成果

第一回連結差額の処理

被連結会社の親会社株式・投資

有価証券・一時所有有価証券

の処理

連結売上高の定義

連結の再処理

為替換算差額の処理

商法典に定めない評価規則

貸借対照表の表示・義務的項目

成果計算書の義務的項目

繰延税金の処理

注記・附属明細書の義務的項目

連結計算書類の作成・公表義務

の免除、免除の数値規準

第 1節�連結の方法

第 2節�連結規則 :

一般会計原則の遵守

第一回連結差額の概念

決算日

評価規則・方法の同質性と

選択

連結企業間の取引の消去

繰延税金

在外企業計算書類の換算

売上高の定義

再評価・内部的再構築の取

引の連結に対する影響

持分法に特有の規定

第 3節�連結総合書類

第 1節�連結の範囲と方法

第 2節�連結規則 :

全部連結・比例連結・持分

法

第 3節�評価と作成の方法 :

一般原則

所得税

外貨表示計算書類の換算

第 4節�連結総合書類

第 5節�適用の経過措置

　　（筆者作成）
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バージェンスの必要性が認識されている。他方、

個別計算書類は国内基準（1999 年 PCG）を適用

する。

国際会計基準（IAS/IFRS）は、会計基準に係

る国内的なガバナンスの枠組みを超えた民間の

国際会計基準理事会（IASB）がこれを決める。

IASB の作業はフランス一国の利害と関わりな

く展開される可能性が大きい。そこで、IASB

の作業に積極的に参加することの必要性が CNC

により認識されるが、一国の会計システムが二

元的に運用されることに変わりはない。

②　連結会計先進国の制度・実務の影響

フランスの連結会計基準は、諸外国、特に米

国・英国などのアングロ・サクソン諸国の会計

実務の影響を受けてきた。筆者は、最初の連結

会計基準である 1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書の成立ちにその元々の原因を見出すことがで

きると考えている。そこで、1968 年 CNC 連結

報告書・勧告書を取り上げ、その成立ちを分析

してみたい。

1）連結会計実務の経験の不十分性

ａ．企業の実務

フランスで最初に公表された連結計算書は、

1950 年に、スタンダード・オイルのフランス

子会社エッソ・スタンダードが公表したものが

最初である（Saint-Pierre,1969,p.5187）。フ

ランスの大企業グループによる連結計算書の公

表は、さらに遅れて 1966 年に始まる。フラン

ス石油（Compagnie� française� des� pétroles;

CFP・現トタル（Total））、サン・ゴバン（Saint-�

Gobain）およびローヌ・プーランク（Rhône-

Poulenc）の 3 つの大企業グループが連結計算

書を公表したのが最初である（野村 ,1976,6

頁）。

フランス石油、サン・ゴバンおよびローヌ・

プーランクの連結計算書は、国家会計審議会

（CNC）のパンフレット「グループ計算書作成の

一 般 的 方 法 に 向 け て（Pour� une� méthode�

générale� d’établissement� des� comptes� de�

groupes）」に従い当初内部で試験的に作成され、

数年の経験の後、1966 年に 1965 年度連結計算

書として初めて外部に公表されたものである。

国家会計審議会（CNC）の当該パンフレット

は、CNC 内の研究グループ（以下「CNC 連結研

究グループ」と呼ぶ）が 1964 年 8 月に作成し

たものである。その後、当該研究グループはメ

ンバーを拡充し、同時期の専門会計士・認許会

計士協会（OECCA）や財務アナリスト協会など

の連結会計に関する研究を考慮しつつ、最も有

効な連結方法の探求という観点から研究を継続

した成果が前出「1968 年 CNC 連結報告書」で

ある。当該報告書は「グリーン・パンフレット

（brochure� verte）」と呼ばれ、「1985 年連結会

第 4 図表　国際会計基準（IAS/IFRS）の適用に関する国家会計審議会（CNC）の方針とその影響（2001 年）
対象企業 方　　針 影　　響

連

結

計

算

書

類

資金公募会社

（約 970 社）

国際会計基準（IAS/IFRS）の強制適用 国際会計基準理事会（IASB）の作

業への積極的な参加の必要性

非資金公募会社

（約 8,000 社）

・�国際会計基準（IAS/IFRS）の任意適

用を容認

・�国際会計基準（IAS/IFRS）の非適用

企業は 1999 年連結会計規則（CRC

規則第 99-02 号）を適用

・�1999 年連結会計規則（CRC 規則

第 99-02 号）を国際会計基準

（IAS/IFRS）に近づけるための

コンバージェンスの必要性

個

別

計

算

書

類

会計義務の適用

されるすべての

自然人・法人

・�1999 年プラン・コンタブル・ジェ

ネラル（PCG）の適用

（フランスの制度的状況を考慮して現

段階では国際会計基準（IAS/IFRS）の

任意適用を容認しない）

・�国際会計基準（IAS/IFRS）への

接近に配慮した 1999 年プラン・

コンタブル・ジェネラル（PCG）

の改正の必要性

・�中小企業と極小企業への特別措

置の必要性

　　　�（CNC,2001,p.20 に基づき筆者作成）
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計法」が出現するまでの間、フランスの連結会

計に係る方法論の決定版とされた。

1968 年 CNC 連結報告書・勧告書は、当時の

連結会計実務の先進国の経験を研究し、フラン

スの事情を考慮した上で作成された基準であ

る。同報告書は、「外国の現行実務はフランス

にそのまま移植できないが、これを可能な限り

検討することが必要であった。」（CNC,1973,�

p.3）、「フランスで実現可能なものを研究する

ために外国の経験からの教えを用いることが良

いと判断した」（CNC,1973,p.17）、「外国の実務

および法令の研究は、共通の用語を用いること

の効用と技術的に使用可能な方法を選択するこ

との必要性を示している。」（CNC,1973,p.17）

ことを明らかにした。

同報告書が連結会計実務の先進国の経験を

研究したのは、当時のフランスに連結会計実務

の経験がほとんどなかったからである。既述の

とおり、外資系子会社が連結計算書を公表した

のが 1950 年、フランスの 3 つの大企業グルー

プ（フランス石油、サン・ゴバンおよびローヌ・

プーランク）が連結計算書を公表したのが

1966 年である。

1968 年 CNC 連結報告書（CNC,1973,pp.17-18,�

63）が認めるとおり、また、サン・ピエール氏

（Saint-Pierre,1969,p.2）が指摘するとおり、

1968 年当時のフランスでは、連結会計の実務

はごく最近のものであり、1960 年代の半ばま

でのフランスにはその経験がほとんどなかった

と言って良い。1968 年 CNC 連結報告書をまと

めるにあたって、連結研究グループが、まず連

結会計先進国の経験に学んだのはこのためであ

る。

1968 年 CNC 連結勧告書の一般原則が、「フラ

ンスでは連結の経験がなお限られていることか

ら、本勧告は公表後も改定されうる原則を表し

たものとみなされねばならない。」（CNC,1973,�

p.65）と表明したのも、かかる事情からである。

ｂ．連結会計関連の文献

当時、フランスにおける連結会計実務の経験

が浅かったことは、連結会計関連の文献の面か

らも明らかである。フランスにおける連結会計

の専門書は、1954 年の『連結貸借対照表 - 企

業集団の計算書（Les�bilans�consolidé,�comptes�

de� groups� d’entreprises）』（Richard,F.

M.,Veyrenc,A.）が最初である（Saint-Pierre,�

1969,p.5187）。第 5 図表は、国家会計審議会

（CNC）連結研究グループが参考資料として挙げ

たフランスの連結会計関連の著書・論文である。

これによれば、1937 年に連結会計に関する

論文が公表されているものの、1960 年代前半

までに出版されかつ研究グループが参考文献・

資料として挙げた連結会計関連の専門書は少な

い。

前出 1954 年の著書の後には、1959 年『連結

貸借対照表および連結成果計算書の技術』

（Peauit,G.）、1963 年『連結貸借対照表 - 役割

と作成』（Merme,G.A.）、1965 年『共同市場に

おける貸借対照表の連結』（Dupuis,M.）、（出版

年不明）『連結貸借対照表 - 法的・税務的側面

と企業経営』（Bertrand,J.）が見られるだけで

ある。

ｃ．親子会社関係の法的規制

他方、フランスにおける法的規制の面では、

1965 年 7 月 12 日法律第 22 条が「世界利益課

税制度（régime� du� bénéfice� mondial）」およ

び「連結課税利益制度（régime� du� bénéfice�

consolidé）」を創設した。

伝統的にフランスの企業利益課税制度はテ

リトリアル方式を採用しており、課税上在外支

店・営業所の利益・損失は除外される。これを

含めて課税するのが世界利益課税制度であり、

この世界利益に国内・国外子会社の利益・損失

（持分部分）を含めて課税するのが連結課税利

益制度である（Jadaud,1970,p.108）。

しかし、連結課税利益制度は会計上の連結利

益とは直接関係なく、租税一般法（CGI）に基

づく単体の課税利益をベースに計算される

（Jadaud,1970,p.112）。なお、制度の詳細は

1967 年 9 月 11 日デクレ第 67-774 号により定

められている。

また、会社法規制に係る 1965 年 11 月 29 日

デクレ第 65-999 号が、株主および一般公衆

（public）の情報に関して、「子会社・参加会社

明細書」（1）の公表を規定した。その後、商事

会社に関する1966年7月24日法律第357条は、
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子会社および参加会社の状況を明らかにするた

めに、これら会社を有するすべての会社に、そ

の貸借対照表に加えて 1967 年 3 月 23 日デクレ

第 67-236 号の附録に定める様式に従い明細書

を作成・添付することを規定した。

さらに、1967 年 3 月 23 日デクレ第 67-236

号第 248 条は、貸借対照表、一般経営計算書お

よび損益計算書に連結貸借対照表、連結一般経

営計算書および連結損益計算書を添付できるこ

とを定めた。連結計算書類に係る最初の会社法

令の規定がこれである。しかし、当該規定は、

連結計算書類の作成に係る基準に何ら言及して

いない。

このように、1960 年代の半ばまでのフラン

スには、連結会計実務の経験はほとんどなかっ

たといって良く、税法・会社法規制の面でも親

会社・子会社などに関連した規制への動きは

1960 年代半ば以降である。しかも、1965 年創

設の税法上の連結課税利益制度は、単体の課税

利益をベースとしており、会計上の連結利益と

は直接関係しない。

フランスでは企業合併・買収（M ＆ A）など

の企業集中が活発でなかったこと、金融持株会

社を中心とした水平的統合など企業グループの

構造が複雑であったこと、連結上の処理、特に

資産の再評価による評価益が課税対象になるの

か否か明確でなかったことなどが、連結計算書

の公表およびその法的規制の遅れた理由として

挙げられている（CNC,1973,p.18）。

フランスでは、伝統的に商法・会社法の法的

実体ベースの規制に基づく法会計の考え方が強

く、商法・会社法に企業グループを体系的に規

制する「企業グループ法」が存在しない中で、

個々の法的実体を超える経済的実体ベースの連

結会計の考え方が馴染みにくかったことも考え

られる。

子会社・参加会社の明細書の作成義務も、グ

ループの状況をあくまでも法的実体ベースで解

明するという従来からの考え方の延長上にある

と見られるのである。

2）諸外国の連結会計制度・実務の研究

ａ．連結研究グループの組織と研究課題

前述のとおり、1968 年 CNC 連結報告書にお

いて、第 1部「連結方法の研究」は、まず「諸

外国の実務・法令」の研究から始まる。第 6図

表は、1968 年 CNC 連結報告書に係る「CNC 連結

研究グループ」の組織図である。

これによれば、研究グループは、「一般資料

委員会」、「原則委員会」および「適用委員会」

第 5 図表　フランスの連結会計関連著書・論文（1968 年連結報告書に参考著書・論文として示されたもの）
出版年 著者 書名・論文

1937

1952

1954

1959

1963

1965

1966

Shwing-Weber-holman

Dreyer

Richard�et�Veyrenc

Archvlis

Snozzi

Fain

Peauit

Merme

Dupuis

Gubler

Pain-Savanier

Paquet

Garcin

Krieg

「連結貸借対照表作成のための基本条件」

「アングロ・サクソン実務における経済的企業集団の貸借対照表および損益計算書」

『連結貸借対照表 -企業集団の計算書』

「連結貸借対照表」

「連結貸借対照表（企業集団の貸借対照表）」

「連結会社の連結計算書」

『連結貸借対照表および連結成果計算書の技術』

『連結貸借対照表 -役割と作成』

『共同市場における貸借対照表の連結』

「連結貸借対照表、役割と作成」

「企業集団の計算書の革命的問題に直面して」

「親会社における成果の決定と分配」

「共同市場における企業集団化と立法」

「ドイツ会社法の会計規定、株主の情報」

不明 Bertrand

Van�den�rul

Van�den�rul

『連結貸借対照表 -法的・税務的側面と企業経営』

「企業集団計算書の作成の一般的方法に向けて」

「経済・社会審議会の財務・信用・税務部会による貸借対照表の連結に関する研究」

（CNC,1973,pp.87-88 に基づき筆者作成）
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の 3 つの委員会に分けられた。「一般資料委員

会」は、目的と影響の検討および研究上の必要

資料の蒐集を担当し、アングロ・サクソン諸国

と欧州共同市場諸国の法令・実務を調査した。

「原則委員会」は連結の原則の研究を担当し

ているが、その中心的課題は経済的同質性と税

務問題、および子会社選択（連結範囲）の問題

であった。経済的同質性は、連結企業集団構成

企業の個別計算書類の同質性の問題である。税

務問題は個別計算書類における税務目的の処理

の修正や再評価損益の課税問題などである。

「適用委員会」の担当は、原則を適用する上

で生ずる問題の研究である。適用上の中心的課

題として、売上高（連結売上高）の定義、少数

株主持分の問題、世界利益税制との関係、その

他の技術的問題および連結計算書と附属書類の

構成と表示の問題が挙げられた。

すなわち、連結研究グループの研究は、「一

般資料委員会」が調査したアングロ・サクソン

諸国および欧州共同市場諸国の法令・実務など

を参考に、「原則委員会」が連結の原則をまとめ、

この適用上の問題を「適用委員会」が検討する

という構成であった。

ｂ�．アングロ・サクソン諸国および欧州経済

共同体（EEC）諸国の制度・実務の研究

国家会計審議会（CNC）連結研究グループが

とりわけ参考にした国は、連結会計実務の長い

経験を有する米国および英国のアングロ・サク

ソン諸国、並びにドイツ、ベルギーおよびオラ

ンダの欧州経済共同体（EEC）諸国である。

研究グループによれば、最初の連結計算書が

公表されたのは、米国では 20 世紀の初めごろ
（2）、英国とドイツでは 1920 年頃、ベルギーで

は第二次世界大戦後、そしてオランダでは第一

次世界大戦後とされた（CNC,1973,pp.82-85）。

また、米国では、1930 年以降ニューヨーク

証券取引所が、1933年からは証券法（Securities�

Act）に基づいて証券取引委員会（SEC）が連結

計算書の公表を上場企業に要求していた。英国

でも、1938 年からロンドン証券取引所が、そ

の後 1948 年会社法（Companies� Act）が 1929

年会社法を引継ぎ当該公表を要求した。ドイツ

では 1965 年 9 月 6 日法が連結計算書を規制し
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 b.アングロ・サクソン諸国および欧州経済共同体(EEC)諸国の制度・実務の研究 

国家会計審議会(CNC)連結研究グループがとりわけ参考にした国は、連結会計実務の長い経験

を有する米国および英国のアングロ・サクソン諸国、並びにドイツ、ベルギーおよびオランダの

欧州経済共同体(EEC)諸国である。 

研究グループによれば、最初の連結計算書が公表されたのは、米国では 20 世紀の初めごろ(2)、

英国とドイツでは 1920 年頃、ベルギーでは第二次世界大戦後、そしてオランダでは第一次世界

大戦後とされた(CNC,1973,pp.82-85)。 

また、米国では、1930 年以降ニューヨーク証券取引所が、1933 年からは証券法(Securities Act)

に基づいて証券取引委員会(SEC)が連結計算書の公表を上場企業に要求していた。英国でも、1938

年からロンドン証券取引所が、その後 1948 年会社法(Companies Act)が 1929 年会社法を引継ぎ当

該公表を要求した。ドイツでは 1965 年 9 月 6日法が連結計算書を規制した(CNC,1973,pp.82-83, 

Saint-Pierre,1969,p.5187)。 

 これら諸外国は、ベルギーを除き、すでに数十年の連結会計実務の経験を有し、米国および英

国では法的規制や証券取引所による規制も行われていた。ドイツでは、1965 年法律がグループ

企業に対して連結計算書の公表を義務付けていた。 

1968 年 CNC 連結報告書には、附属資料としてこれら諸外国の連結会計に係る制度・実務が一

覧表の形でまとめられている(CNC,1973,pp.82-85)。これによれば、研究グループにおける諸外国

の研究は、最初の連結計算書の公表と立法の時期、現行法規制(対象企業、義務、適用)、証券取引

研究グループ

一般資料 原  則 適  用 

委員会 1 委員会 2 委員会 3 

一般資料 目的・影響 

AS 法令実務 MC 法令実務 

同質性

税務問題 
子会社選択 売上高 世界利益 

少数株主持分 技術問題 

B/S・附属書類 

第 6 図表　CNC 研究グループの組織と研究課題
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た（CNC,1973,pp.82-83,Saint-Pierre,1969,�

p.5187）。

これら諸外国は、ベルギーを除き、すでに数

十年の連結会計実務の経験を有し、米国および

英国では法的規制や証券取引所による規制も行

われていた。ドイツでは、1965 年法律がグルー

プ企業に対して連結計算書の公表を義務付けて

いた。

1968 年 CNC 連結報告書には、附属資料とし

てこれら諸外国の連結会計に係る制度・実務が

一覧表の形でまとめられている（CNC,1973,pp.�

82-85）。これによれば、研究グループにおける

諸外国の研究は、最初の連結計算書の公表と立

法の時期、現行の法規制（対象企業、義務、適

用）、証券取引所の規制、税法の規制、連結の

広がり、連結グループの構成（連結の範囲）（活

動の性質、従属度、重要性、国籍（在外子会社

の連結））、決算日、連結プロセス（連結方法）、

グループ内取引（内部利益の消去）、事前の再

処理（外貨換算、評価額の修正）および連結計

算書の構成・内容に及んだ。

第 7 図表　諸外国の連結会計制度・実務　（「グループ構成」以下の要約）
国

項　目

アングロ・サクソン諸国 共同市場諸国

米　　国 英　　国 ドイツ ベルギー オランダ

グループ構成 :

活動の性質

歪んだ概観を与えるまたは害する危険のある会社の除外、

工企業における銀行・保険会社の除外

活動が大きく異

なる子会社除外
経験不十分 ドイツと同じ

従属度

理論上 50%; 事実上 2/3 また

は 80% ～ 90% の資本参加に

よる完全支配

実質的な支配 ( 取締役会の

支配または株主総会議決権

の 1/2 の支配 )

50%( 単一の指

揮による ) 50%

重要性

非重要子会社 ( その純資産

がグループの連結純資産の

15% を下回る子会社 )の除外

取締役会の判断に委ねる

明確な規則なし

在外子会社の連結

一般に在外子会社の除外 在外子会社一部除外 ( 為替

制限、本国配当送金困難、

不安定な政治状況 )

在外子会社連結

可能 原則区別なし

決算日 親会社決算日 (除外あり ) － － －

連結プロセス
全部連結 ( 成果、資本金・剰余金におけるグループ外持分

区別 )、純資産に応じた少数資本参加評価の実務慣行普及

全部連結 ( 成果、資本金・剰余金のグループ

外持分区別)、参加割合での売上高(ベルギー)

グループ内取引
売上高・利益消去 売上高・利益消

去

非消去 ( ベルギー ) 資産譲

渡利益非消去 (オランダ )

事前の再処理 : 厳密な適用規則なし ;慣行による実務 自　由 明確な規則なし

在外子会社の�

計算書類の換算

-短期資産・負債 :決算日レート、固定資産 :取得日レート、

長期負債 : 債務発生日レート ( グループにとって損失が露

見した場合には決算日レート )、損益項目 : 期中平均レー

ト (固定資産減価償却費除く )( 換算レートの問題は常に

評価額修正 グループ計算書は会計 (帳簿 )数値に基づいて作成 － － 時々実施

連結 B/S・P/L 有 有 有 有 有

注記

非連結子会社計算書 (米国で重要子会社のみ )と除外理由

グループまたはその会社の特殊性

在外子会社の連結に用いた換算レート

異なる決算日の計算書の調整に関する技術的注記

グループの活動 なし

被連結会社リ

ス ト ( 換 算

レート表示 )

　�（CNC,1973,pp.82-85 に基づき筆者作成）
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上記項目のうち、「最初の連結計算書の公表

と立法の時期」から「税法の規制」までは、制

度的な側面である。「連結グループの構成」以

下は連結の具体的な内容に関するものであり、

第 7図表はこれを表示したものである。当該部

分の各項目は、前出第 1 図表に示した 1968 年

CNC 連結報告書・勧告書の構成・内容にほぼ対

応していることがわかる。

3�）諸外国の制度・実務を参考にした基準づ

くり

第 8 図表は、CNC 連結研究グループが結論的

に提示した連結の諸原則を、筆者がまとめたも

のである。以下、第 7図表と対比しながらその

特徴を検討してみよう。

ａ．グループ構成（連結対象企業）

イ）活動の性質

まず、活動の性質に関しては、第 7図表の諸

外国の例と同様に、グループ全体の経済的同質

性の観点から活動の性質に配慮するが、当該配

慮は、グループの活動が商工的性質を有するグ

ループについてのみ意味があるとし、この場合

には、グループの主要活動またはその付随的な

活動と関係のない活動を行っている従属会社は

連結から除外される（CNC,1973,p.25）。

この点に関して、垂直的統合グルーブでは大

きな問題は生じないが、親会社が商工企業であ

る水平的統合グループの場合には、原則として、

親会社と同一活動領域の多くの会社の株式を保

有する事業銀行または持株会社、割賦販売会社、

不動産会社（特に本社屋、工場、倉庫、支店・

代理店の所有主である場合）、社宅・社員寮の

管理会社などを、親会社に連結する（CNC,1973,�

p.24）。

ロ）従属度

従属度に関しては、第 7図表の諸外国の例と

同様に、親会社への従属度（degré�de�dépendance）

の程度を連結対象企業の決定に用いる（CNC,�

1973,p.23）。しかし、具体的な基準は、諸外国

の例を参考にしつつも、フランス独自の事情を

考慮して定めている。

従属関係は、親会社の従属会社に対する意思

決定権限から生ずる。企業は経営者の意思決定

権限の下に運営されるが、この「意思決定権限

の単一性（unité� du� pouvoir� de� décision）」

の考え方を企業集団レベルに適用すると、従属

会社の親会社への従属関係は親会社の従属会社

に対する意思決定権限から生ずる。企業集団に

おける親会社の意思決定権限の下で、親会社に

従属している会社だけが連結される。当該考え

方は、1965 年 9 月 6 日ドイツ法において、コ

ンツエルン（konzern）を特徴づける「支配（domination）」

概念に類似するものである（CNC,1973,p.23）。

連結研究グループは、親会社が意思決定権限

を持つ会社として以下のものを挙げる。すなわ

ち、

・親会社が法律上の支配を行使している会社 :

株式の保有を通じて、親会社が株主総会の議決

権の 50% 超を保有する会社は、親会社に従属し

ている。CNC 連結研究グループは、当該会社を

「親会社が法律上の支配（contrôle� de� droit）

を行使している会社」と呼ぶ。つまり、親会社

は、株主総会における議決権の過半数の保有に

より、法律上の権利に基づき、上記会社の経営

資源を親会社の経営方針に従い事業活動に用い

る提案を株主総会で通すことができる。

商事会社に関する 1966 年 7 月 24 日法律第

354 条によれば、ある会社が他の会社の資本金

の 50% を超える部分を保有するとき、当該他の

会社は当該ある会社の子会社（filiale）と見

なされる。また、同法律第 355 条によれば、あ

る会社が他の会社の 10% 以上 50% 以下の部分を

保有するとき、当該ある会社は当該他の会社に

参加（participation）を有しているものとみ

なされる。

CNC 連結研究グループは、あるグループがそ

の複数のメンバー企業を通じて他の会社の資本

金の 50% 超を保有するとき、当該他の会社を「多

元的参加会社（participations� multiples）」

と呼ぶ。

従って、親会社が株式の保有により法律上の

支配を行使している会社は、子会社、子会社の

子会社などの下位子会社（sous-filisles）（孫

会社・ひ孫会社など）および多元的参加会社と

なる。

・親会社が優越的な財務上または経済上の影響
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を有する会社 :親会社が法律上の支配を行使し

ていなくとも、従って議決権の過半数を保有し

ていない場合でも、株式の保有を通じて、親会

社が優越的な財務上または経済上の影響によ

り、他の会社の支配を可能にしている状況が見

られる。

フランスでは、株式は伝統的に無記名株式が

中心で、しかも一般公衆に広く分散していた。

フランス企業は、直接・間接に多くの企業に非

常に少ない資本参加を行っていた（CNC,1973,�

p.23）。また、フランス企業における株主総会

の形骸化の現象も一般的に見られ、親会社は議

決権の 50% 以下の保有であっても他の会社を支

配することが事実上可能な状況が見られた。

CNC 連結研究グループは、当該状況を「事実

上の支配（contrôle�de�fait）」と呼ぶ。しかし、

事実上の支配はこれを具体的に定義するのは難

しい。そこで、CNC 連結研究グループは、株主

第 8 図表　1968 年 CNC 連結報告書・勧告書における諸原則
項　目 原　　則

グループ構成 :

活動の性質

　商工的性格のグループでは、グループ全体の主要な活動と同一またはその付随的な活動を

行っている従属会社が連結対象となる。

従属度

　保有される株式により、親会社が、法律上の支配を行使する会社 ( 子会社、孫会社、多元

的参加会社 )、財務的または経済的な優越的行動を行う会社 (グループが議決権の 3 分の 1 以

上を保有する会社への参加 )、閉鎖会社 (下限が 10% である実質的参加 )�は連結対象となる。

重要性

　重要性の点からグループ次元で意味のある性格を有する会社 ( 絶対値では百万フランを上

回る売上高と純状態を実現する会社、相対値ではその純資産が親会社の純資産の 5% 以上であ

る会社 )だけが連結対象となる。

在外子会社�

の連結

　外国に所在する会社は国内の会社と同一条件で連結する。ただし、特別な環境の場合(戦争、

政府による資産没収など ) または実務的な大きな困難 (会計プランにおける重大な相違など )

の場合は別である。貨幣的不安定性や外国政府による資金凍結、資金の引き揚げの困難性は

必ずしも連結の拒否の理由とならない。

連結プロセス

　全部連結は子会社、下位子会社および多元的参加に、持分法は 33% 超の参加に、比例連結

は閉鎖会社に適用する。連結対象企業の考慮すべき部分は、当該企業における親会社グルー

プ持株割合相当部分である。

グループ内取引
　グループ内取引は 100% 消去する。持分法の場合には当該消去は行わない。グループ内取引

から生ずる成果がグループ・レベルで未実現である場合当該金額は当期成果から除去される。

事前の再処理 :
　連結対象要素の同質化は、在外の従属会社の要素について生ずる困難を考慮し、可能な限

り意味のある情報を入手することを目的としなければならない。

在外子会社の�

計算書類の換算

　在外子会社の計算書類は連結決算日の相場で換算し ( ただし最終決定でない・検討すべき

問題がある )、換算差額は連結差額に計上する。不安定な貨幣価値の国に所在する従属会社の

固定資産については、取得時の相場に基づいて換算する可能性をグループに認める。

評価額の修正

　連結対象項目の再評価は、当局が容認する場合にのみ可能である。潜在的減価はグループ

会社の個別次元で会計記入し、潜在的増価は、それが重要性を有しかつ事前に当局の同意を

得ているという条件で連結計算書類の次元で計上できる。経済的な観点から、評価や税務規

則に基づいた会計処理 ( 減価償却および引当金など ) の修正が求められる場合、当該修正は

連結計算書類の次元で行い、明瞭な形で注釈を行う。

連結 B/S・P/L 　有

注　記

　連結原則 (連結対象企業の選択、連結方法、在外会社の換算方法、棚卸資産の処理、グルー

プ内利益を消去しない場合におけるその説明、連結売上高の定義、上記原則の期間変更、連

結対象会社のリスト ( 主要従属会社に限定可能 )、非連結対象の連結可能企業のリスト、これ

らリスト上の企業の変更、国外凍結資金、特殊な連結方法、一定の項目を注釈 (のれんの要因、

連結差額の著しい変動 (特に再評価の実施、減価償却累計または引当金の見直しまたはグルー

プ内譲渡から生ずる場合 )、持分法適用会社に関する債権・債務の詳細 )。

（CNC,1973,pp.23-62 に基づき筆者作成）
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総会における議決権の保有割合を用いて、当該

グループが議決権の 1/3（33.3%）以上を保有

する会社は、親会社が優越的な財務上または経

済上の影響を有する会社であると定義した。な

お、議決権の 33.3% は重要事項の拒否権に係る

議決権割合であり、フランスでは”minorité�

de�blocage”と呼ばれる。

・閉鎖会社 :「閉鎖会社（sociétés� fermée）」

とは共同事業契約に基づく共同事業体を意味す

る。当該共同事業契約では、資産の所有や事業

活動の成果は各企業グループの持株割合に従

う。CNC 連結研究グループは、当該タイプの事

業体を「閉鎖会社」と呼び、親会社が法律上の

支配を行使していなくとも、共同事業契約に基

づき当該会社の連結を正当なものとする（CNC,�

1973,p.24）。しかし、閉鎖会社の特殊な性格を

考慮して、ケースによっては議決権の保有比率

の下限を 10% をとする。

ただし、以上の持株割合は絶対的なものでは

なく、ケースによっては一定の裁量が与えられ

る（CNC,1973,p.24）。

ハ）重要性

重要性の観点から、グループ計算書レベルで

重要性の低い会社は連結から除外する。CNC 連

結研究グループは、米国の例と同様に重要性の

判断基準として具体的な数値を用い、フランス

独自の数値を上げている。すなわち、その売上

高および純資産が 100 万フラン以下の会社、ま

たはその純資産が親会社の純資産の 5% 未満で

ある会社は連結から除外する（CNC,1973,pp.24-�

25）。

二）在外子会社の連結

在外会社に関しては、英国の例と同様に特別

な環境（戦争、政府による資産没収など）を考

慮し、実務上大きな困難が生ずる場合（会計プ

ランの大きな相違など）を除き、国内会社と同

一条件で連結するのを原則とする。不安定な貨

幣価値（高インフレーションなど）、政府によ

る資金凍結などは、必ずしも連結除外の理由に

ならない。他方、決算日の相違、活動休止の延

長、支払不能・倒産、グループ関係の切断の可

能性を理由に、原則と異なる処理をした場合に

は、適切な注釈が求められる（CNC,1973,p.25）。

ｂ．連結プロセス（連結方法）

連結方法に関しては、親会社（société-mère）

と従属会社（sociétés�dépendantes）との支配

従属関係の性格、すなわち意思決定の法的権限

を与える程度または優越的な影響を可能にする

程 度 に よ っ て、「 全 部 連 結（intégration�

globale）」、「持分法（mise� en� équivalence）」

および「比例連結（intégration�proportionnelle）」

の各方法が適用される（CNC,1973,�pp.65-66）。

すなわち、

・親会社が法律上の支配を行使している会社の

場合、連結は全部連結により行う。

・親会社が優越的な財務上または経済上の影響

のみを有する会社には、持分法を適用する。

・閉鎖会社に関わる場合、連結は比例連結によ

り行う。

閉鎖会社に対する比例連結の適用は、米国や

英国にないフランス特有の特徴である。閉鎖会

社とは、既述のとおり、利益共同的グループ

（groups� communautaires� d’intérêt）である

共同事業体を意味しており、もし関係グループ

の一つが当該事業を全部連結するならば、もう

一つのグループが持分法を適用したとしても、

経済的データの二重計上となる。CNC 連結研究

グループは、このデータの二重計上の問題を重

視し、可能な限り当該問題を回避するために比

例連結を採用するのである（CNC,1973,p.30）。

また、CNC 連結研究グループは、米国・英国

などの諸外国の例を参考に、いわゆる親会社説

的考え方を採用している。CNC 連結研究グルー

プは、米国・英国などの諸外国において一般的

である当該考え方を「一般に認められた原則

（principe� généralement� admis）」と表現して

いる。

親会社説的考え方によれば、少数株主が存在

する場合、全部連結では連結企業集団純資産に

おける「親会社グループ持分（intérêts� du�

groupe）」と「親会社グループ外持分（intérêts�

hors� groupe）」との区別が重視される。なお、

CNC 連結研究グループは、「親会社グループ外

持分」を「準負債（quasi-dette）」と位置づけ

る（CNC,1973,p.28）。

ｃ．グループ内取引
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連結企業集団内の構成企業間の取引は、諸外

国の例と同様、連結作業時にこれを消去するの

が原則である。ただし、持分法適用会社に係る

債権・債務は除外される。

ｄ�．事前の再処理（retraitements�préalables）

連結対象要素を可能な限り同質化するため

に、連結に先立って再処理を行う。フランスで

は個別次元の計算書類が税法の強い影響を受け

ているだけに、CNC 連結研究グループは事前の

再処理を極めて重視する。この点はフランスの

事情を色濃く反映するものである。

事前の再処理は形式面と実質面に関わり、形

式面は会計実務の多様性の問題、実質面は評価

の不均質性（換算と再評価）の問題に関する。

・会計実務の多様性の問題 :連結企業集団の各

企業が、プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）

に従い、共通の会計システムを有する場合には、

連結作業は大きく促進される。例えば、親会社

と同じ勘定体系や評価方法（減価償却方法など）

を子会社が採用する場合である。

しかし、国外子会社の場合、所在国の会計実

務の多様性や税法の相違などにより、共通の会

計的枠組みの点で大きな困難が生ずる。CNC 連

結研究グループは、在外子会社のデータの再処

理コストを勘案して、データの同質性を確保す

べきことを強調している（CNC,1973,p.38）。

・減価償却および引当金の修正 :1965 年 11 月

29 日デクレ第 65-999 号は、上場会社に対して

法定公告公報（BALO）での貸借対照表（B/S）

等の公表義務を定め、それを 1965 年 10 月 28

日デクレ第 65-968 号の規定に従い作成すべき

ことを定めた（3）。当該 1965 年 10 月 28 日デク

レは実額課税の税務申告に係る税務規則であ

る。

当該規定により、フランスでは一般に、企業

の計算書は税務目的のものと同一になる。この

ため、連結で用いられる個別計算書類には、税

務の観点からの減価償却費や引当金が計上され

ている。CNC 連結研究グループは、連結計算書

類により提供される情報の質を重視し、個別計

算書類における税法の影響を除去するために、

連結における事前の再処理を重視するのであ

る。

ただし、1965 年 11 月 29 日デクレは、第 2

条第 1 項および第 2 項において、1965 年 10 月

28 日デクレ（第 2 条の定義、第 4 条～第 11 条

の評価規則）の遵守を義務付ける一方、「理事会、

取締役会または業務執行社員の責任において、

会社はその損益計算書の末尾に注釈することを

条件として、その他の評価規則を採用すること

ができる。」（大下 ,1998,546 頁）と定め、企業

に対して、株主・一般公衆の情報の観点から、

税務規則と異なる評価規則の採用を認めた。

当該選択を行使した場合、従属会社は、税務

目的の計算書類とは異なる個別計算書類を作

成・公表することになるが、連結のために採用

するのは、当該規定を適用して公表した計算書

である。

・評価の不均質性の問題（換算・再評価）

在外子会社の計算書類の換算の問題は重要

な検討課題である。CNC 連結研究グループは、

米国・英国を参考に、連結決算日の為替相場で

換算を行うとしたが、これは最終的な決定では

なく、継続的な検討課題とされた。また、従属

会社の固定資産については、不安定な通貨の国

に所在する場合に取得日の為替相場に基づくこ

とを容認した。

連結対象要素の再評価は、政府当局がこれを

認めている場合にのみ可能である。その場合の

潜在的減価はグループ会社の個別次元で会計記

入し、潜在的増価は、それが重要性を有しかつ

事前に当局の同意を得ているという条件で連結

次元で計上する。

経済的な観点から、税務規則に基づいた会計

処理（減価償却および引当金など）や評価の修

正が求められる場合、当該修正は連結次元で行

い、明瞭な形で注釈を行う。

減価償却または引当金の修正は連結レベル

で実施される。当該修正は、その持分割合につ

きグループ純資産に影響させる。

e）連結計算書類

・連結貸借対照表および連結成果計算書

連結計算書類の中心は連結貸借対照表およ

び連結成果計算書であるが、米国・英国の例を

参考に注記情報を重視する（CNC,1973,p.62）。

これら計算書のモデルと注記情報の内容は
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1968 年 CNC 連結報告書に提示されている（CNC,�

1973,pp.58,60）。

これら計算書類の表示は、国内企業グループ

と多国籍企業グループとの間で相違しないこと

が望ましいが、多国籍企業グループにとって、

国内企業グループと同じ詳細の度合いを達成す

るのは困難と見られた。しかしその場合でも、

プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）にお

ける勘定分類の 2 桁勘定レベルを目標とする

（CNC,1973,p.56）。

連結売上高は、商工的性格の企業グループの

場合、グループ外の第三者との間で実現した売

上高であり、グループの全部連結会社が実現し

た売上高である。この場合、グループの主要活

動（単数または複数）とこれに付随する活動に

関わる製品および商品並びにサービス提供に係

る売上高だけが合算される。連結成果は全部連

結企業と比例連結企業の成果のみを含む。

連結決算日は原則として 12 月 31 日であり、

個別次元の決算日と同一である。従属会社の決

算日をこれに統一できない場合は、当該日の暫

定的状況に基づき連結する。

・注記・附属明細書

連結計算書の読解にとって不可欠な情報は、

これを注記・附属明細書に公表する。特に、適

用した連結諸原則、主要連結対象会社のリスト

と非連結企業のリスト、連結差額の著しい変動

とのれん（survaleur）の要因に関する情報な

どである（CNC,1973,pp.61-62）。

のれんに関しては、CNC 連結研究グループは、

子会社株式の取得年度に認識すること、その計

算の基礎として役立った要素の価値が変化する

限りにおいて償却しなければならないこと、遅

くとものれんの要因がなくなる時にはゼロにし

なければならないこと、のれんの見積りに係る

主観性のリスクを有効に評価できるために明確

かつ分析的な情報を提供しなければならないこ

と、を強調している（CNC,1973,p.55）。

以上が、CNC 連結研究グループが結論的に提

示した連結の諸原則の要点である。フランスに

おける最初の連結会計基準である 1968 年 CNC

連結報告書・勧告書は、フランスの事情を考慮

した上で、米国・英国のアングロ・サクソン諸

国、ドイツ、ベルギーおよびオランダの共同体

諸国の経験、特に米国および英国の制度・実務

を参考にまとめられたものであることがわかる
（4）。この点は、CNC 連結研究グループ自身も認

めるところである（CNC,1973,�p.17）。

ここで筆者が強調したいことは、最初の連結

会計基準がフランスの連結会計実務の中から帰

納的に集約されたものではない点である。つま

り、連結会計実務の経験が不足していたことか

ら、諸外国、特に米国および英国の制度・実務

を参考にせざるを得なかったのである。このよ

うな最初の連結会計基準の成立ちは、もともと

アングロ・サクソン諸国の会計の影響を受けや

すい体質を生む原因になっていると考えるので

ある。

また、CNC 連結研究グループが事前の再処理

を重視している点は、フランスの事情を色濃く

反映するものである。すなわち、同研究グルー

プは、事前の再処理において、経済的な観点か

ら個別計算書類の修正が必要と判断される場

合、連結次元でこれを行わなければならないと

する考え方を提示した。

この点は重要である。経営者が経済的な観点

から必要であると判断する場合には、個別次元

で用いた方法と異なる方法を連結次元で採用す

ることのお墨付きを与えるものとなるからであ

る。その背景に、個別計算書類における税法の

影響の存在がある。

③　株主・第三者に対する情報提供の目的

連結会計基準はいかなる目的の会計情報に

係る基準なのか。この点について、フランスの

連結会計基準は、1968 年 CNC 連結報告書・勧

告書を除き、明確にしていない。唯一、1968

年 CNC 連結報告書・勧告書だけがこれを明確に

述べている。そこで、次に 1968 年 CNC 連結報

告書・勧告書を取り上げ、連結会計基準がいか

なる目的の会計情報に係る基準なのかを検討し

たい。

1）�1968 年 CNC 連結報告書・勧告書と連結の

目的
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1968 年 CNC 連結勧告書の「一般原則」によ

れば、連結の目的は「企業グループの株主およ

び第三者に対して正しいまたは少なくとも意味

のある情報を提供すること（fournir� aux�

actionnaires�des�groupes�et�aux�tiers�une�

information�correcte�ou�du�moins�significative）」

である（CNC,1973,p.65）。また、1968 年 CNC 連

結報告書によれば、「外部的情報に向けられた

本研究は、株主および第三者のために公表でき

る連結書類の作成と表示に関するものである。」

ことが明確にされている（CNC,1973,p.11）。

すなわち、連結の目的は企業グループの株主

および第三者への情報の提供であり、CNC 連結

研究グループの研究は外部的な情報利用者とし

ての株主・第三者に向けて公表される連結書類

の作成・公表に関するものである。

これから、1968 年 CNC 連結報告書・勧告書は、

株主および第三者に対する情報提供を目的とし

た連結計算書類の作成・公表のための基準であ

ると言える。この情報利用者としての「株主・

第三者」の措定と「情報提供目的」が、連結会

計基準としての 1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書の重要な特徴である。

ここで、「株主（actionnaires）とは「グルー

プの株主（actionnaires� des� groupes）」とさ

れる。この「グループ」が一般的な意味でのグ

ループ、単に企業集団を意味するならば、同報

告書・勧告書が、親会社の株主だけでなく、子

会社の少数株主をも含めたグループ全体の株主

という広い観点に立っていることになる。しか

し、当該報告書の「用語の定義」は、グループ

を「連結企業集団における親会社の持分に相当

する部分」と定義しており、これに従えば、「親

会社の持分に相当する部分の株主」となる。こ

の場合には、「親会社の株主」の観点というこ

とになる。　

もし後者の意味であれば、”actionnaires�de�

la� société� mère”と表現すると思われること

から、筆者は前者の意味であると考えているが、

いずれにせよここで重要な点は、「株主」への

情報提供にある。

問題は「第三者（tiers）」の意味である。

1957 年プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）

の勘定分類に「第三者」の用語が見られる。す

なわち、クラス 4「第三者勘定（comptes� de�

tiers）」がこれである。当該クラスは、一部を

除き、債権・債務を記録する勘定であることか

ら（CNC,1965,p.79）、第三者とは債権者・債務

者を意味するものとなる。しかし、一般に、株

主と併記される場合の債権者は”crienciers”

の表現を用いるのが普通である。

法令用語辞典（Cornu,1987,p.806）によれば、

第三者とは「法的状況に関係のないすべての者」

とされ、債権者・債務者とは全く別の意味にな

る。筆者は、「第三者」の用語は後者の意味で

用いられていると考える。

すなわち、「第三者」は法的状況にはないす

べての者を表し、非常に広い意味を持つ。この

場合、「第三者」は、株主以外の法的状況にな

い様々な利用者となるが、筆者は、「株主およ

び第三者」として、法的状況にある現在の「株

主」と「第三者」を並列的に表現することで、

本来非常に広い意味を持つ「第三者」は、「未

だ法的状況にない株主」=「潜在的な株主」=「一

般的な投資者」の意味に解釈されると考える。

このような [第三者 =投資者 ]の解釈は、証

券市場における投資家保護の観点から連結計算

書の役割が大きくなると伴に、当然のことと受

け取られてきたと見られる。証券取引委員会

（Commission�des�Opérations�de�Bourse;COB）

が、上場企業に対して、1971 年 7 月以降に提

出する「情報ノート」（わが国の有価証券届出

書に相当）に連結計算書類の記載を義務付け、

上場企業の連結計算書類の公表促進と内容の改

善に取り組んだ（大下 ,1998,pp.386-388,448-�

449 参照）。これにより、連結会計基準は証券

市場向けの株主および投資者に対する情報の提

供を強く指向するものになる。

以上のとおり、1968 年 CNC 連結報告書・勧

告書における連結の目的は「株主および第三者」

の情報提供にある。情報の利用者として外部の

株主・第三者を措定し、それに対する情報提供

の目的に限定している点が重要である。しかも、

「株主および第三者」に対する情報提供は、証

券市場の拡大とともに「株主および投資者」を

中心とした利用者にフォーカスするものとな
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る。

連結会計基準は連結のための基準であるの

で、連結会計基準は株主および第三者（投資者）

に対する情報提供を目的とした基準ということ

になる。この点が連結会計基準とプラン・コン

タブル・ジェネラル（PCG）の重要な相違点で

ある。

既述のとおり（大下 ,2017）、プラン・コン

タブル・ジェネラル（PCG）は一般的性格の共

通基準として、企業の経営者、従業員、株主、

投資者および債権者のみならず、非営利組織、

農業関係者、教育関係者、国家・地方自治体の

課税・公会計関係当局、政府統計機関さらには

労働法の従業員利益参加制度関連の労働組合・

労働行政関係機関などを会計基準の重要な利害

関係者として位置づけているからである。この

ようなアプローチは、PCG の策定に係る国家会

計審議会（CNC）の組織にも反映されている。

2）個別次元の会計情報の機能

ａ．利害関係者の権利・義務確定の機能

フランスでは、様々な企業利害関係者の保護

の観点から、伝統的に商法・会社法、税法ある

いは労働法などが会計を規制してきた。商法・

会社法は債権者・株主の保護、税法は公権力に

よる課税と納税者の保護などの目的から企業の

個別次元の会計を規制してきた。また、労働法

は従業員の利益保護の目的から、会計データに

基づいた利益参加制度を設けている。

個別計算書類の情報（個別次元の会計情報）

は、利益や資産・負債・資本の状況の適正な算

定・表示を通じて、上記の法的規制の目的達成

に貢献してきた。

株主、課税当局、従業員は企業の利益に対す

る分配の権利（droits�au�partage�des�bénéfices）、

貸付金・売掛債権等の債権者は債権の回収と財

産に対する債権担保の権利を有する。企業側か

ら見れば、これら権利は義務となる。個別次元

の会計情報は企業をめぐる法的な権利・義務の

確定に直接的に関わる。

個別次元の成果計算書上の利益は、株主に

とっての配当可能な利益（商法・会社法の規制）、

課税当局にとっての課税所得（税法の規制）、

従業員にとっての利益参加額（労働法の規制）（5）

の算定に、また、貸借対照表上の資産・負債・

資本の状況は、債権者にとっての債権担保の評

価（商法・会社法の規制）に直接繋がっている。

利益額あるいは会計データに基づいた指標

（例えば付加価値額や純資産額）の金額いかん

が、配当可能利益、課税所得、従業員利益参加

額、あるいは債権担保の評価額に直接影響を与

えることになる。フランスでは、当該法的影響

を、「法的帰結（consequences�juridiques）を

伴う」と表現する。つまり、個別次元の会計情

報は、法規制と結びつくことで直接的な法的帰

結を伴うものとなっているのである。

様々な法律は、プラン・コンタブル・ジェネ

ラル（PCG）を、個別次元の会計の細則を定め

る基準として位置づけてきたので、PCG がどの

ような計算のルールを定めるかにより、配当可

能利益、課税所得、従業員参加額、あるいは債

権担保の評価額が変わってくるのである。

直接的な法的帰結を伴う個別会計次元にお

いては、会計情報の比較可能性や検証可能性に

加えて、会計システム自体の安定性や信頼性、

有効な内部統制に基づく会計的評価の慎重性が

重視される（CNC,1994,p.5）。とりわけ、利益

分配の側面では、過去から現時点までの一定期

間の事業活動の結果に係る利益分配であるの

で、過去の活動結果の評価における客観性が重

視される。

このため、未実現評価損益の非対称的取扱い

（未実現の評価損は認識するが未実現評価益は

認識しない）に係る慎重性の原則や客観的評価

に係る取得原価基準などの原則・基準が重視さ

れてきた。

ｂ．情報提供機能

・マクロの国民所得会計（社会会計）への情報

提供

個別次元の会計情報は情報的な価値の側面

を有する。当該側面では、会計情報は直接的な

法的帰結を伴わなければ、情報的な価値のみを

持つ。フランスでは、まず、個別次元の会計情

報は、政府・統計機関への情報提供の機能が重

視されてきた。この点については、すでに前稿

（大下 ,2017）において、プラン・コンタブル・
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ジェネラル（PCG）が一貫してマクロの国民所

得会計（社会会計）との接続を重視してきたこ

と、その計算構造はマクロ経済指向的であるこ

とを明らかにした。

フランスの会計標準化は、PCG を共通基準と

して、これと整合性を確保した個別基準をでき

る限り多くの領域に適用していくものである。

これにより、標準化された経済主体の個別次元

の会計データが、課税システムを介してまたは

公会計から直接的に、マクロの社会会計の諸勘

定に集計される。

組織・事業体の個別次元の会計が、税務会計

を介してまたは公会計を通じて社会会計に接続

する仕組み、これがフランスの会計システムの

特徴である。そのシステムの中核を担っている

のが、会計標準化の主たる手段であるプラン・

コンタブル・ジェネラル（PCG）である。

このようなフランスのシステムにおいては、

個別次元の会計情報は、政府・官庁、国立統計

経済研究所（INSĒĒ）などの統計機関、フラン

ス銀行、経済・統計研究者などにより、経済情

報（information�économoque）のデータ・ソー

スとして重視されてきた。

政府・統計機関などへの情報提供目的では、

会計情報は、比較可能性、客観性、マクロ経済

指標との連関性・集計可能性などが重視される

（CNC,1994,p.5）。プラン・コンタブル・ジェネ

ラル（PCG）が勘定分類や用語を厳密に定義し、

マクロ経済指向的な計算構造の採用により生産

高、付加価値、粗経営余剰などのマクロ経済指

標・概念との連関性を確保しているのは、これ

らの点を重視しているからである。

・証券市場向けの株主・投資者に対する情報提

供

会計情報の情報的価値のもう一つの側面は、

証券市場向けの株主・投資者に対する情報提供

の側面である。上場会社の株主（現在株主）お

よび投資者（潜在的な株主）の投資意思決定上

必要とされる財務情報（information�financière）

の重要性は、証券市場の発展と伴に大きく増大

してきた。

株主・投資者に対する情報提供においては、

会計情報の利用者として、現在の株主以上に潜

在的な株主、つまり投資者が重視される。投資

者による会計情報の利用は、特有の問題が存在

するからである。

すなわち、投資者は、明確に定義された権利

を持つ情報利用者ではない（CNC,1994,p.5）。

投資者は潜在的な株主であり、将来、投資によ

り株主になる可能性を有するに過ぎない。特定

の企業の株式を購入（投資）して実際に株主に

なるまでは、潜在的な株主としての投資者は、

当該企業と直接的な繋がりを持っておらず、企

業が一般に公表する情報に依存するしかない。

そこで、企業をして適切な情報を提供させるこ

とにより、投資者を保護しなければならないと

いう考え方が生ずる。ディスクロージャー規制

による「投資者保護」の考え方がこれである。

証券市場向けの情報は、株主・投資者の投資

意思決定にとって有用な情報でなければならな

い。この投資意思決定有用性が株主・投資者に

対する情報の最も重要な特徴である。一般に、

株主・投資者の投資意思決定にとって有用な情

報は、企業の将来価値の予測を可能にする情報

である。

投資者は、将来の価値が高まると予測される

企業の証券を購入（投資）し、将来の価値が低

下すると予測される企業の手持ちの証券を売却

する。このような投資意思決定は、主に公表財

務情報に基づいて行われる。公表財務情報の中

心は会計情報である。つまり、会計情報は企業

の将来価値の予測に資するものであることが求

められるのである。ここに、会計情報の将来指

向的な側面がある。

将来指向的な会計情報において、将来キャッ

シュ・フローの予測など、将来事象に係る人的

判断（見積り的要素）を会計計算にいかに取り

込むのか、これをいかに制度的にコントロール

して、株主・投資者への情報提供の目的と利害

関係者の権利・義務確定の目的とを両立させる

のか。これらの点は、フランスにおける会計の

大きな課題であり続けている。

3）�株主・投資者の情報の充実と会計基準の

分化

ａ�．連結会計情報の充実と個別次元の会計情
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報との分離

株主・投資者向けの情報をいかに充実させる

のか。株主・投資者に対する情報の問題は、証

券市場の発展と伴に、重要な課題となった。フ

ランスにおいて、証券市場における株主・投資

者向けの情報の充実に大きな役割を果たしてき

たのが連結次元の会計情報である。

個別次元の会計情報は、一方では直接的な法

的帰結を伴うからであり、他方ではマクロ経済

データとの接続の問題があるからである。また、

企業活動の集団化と親会社の純粋持株会社化、

企業活動の国際化、国際資本市場における連結

会計情報とアングロ・サクソン会計のディファ

クト・スタンダード化などに対処するためであ

る。

すなわち、連結計算書類の情報（連結次元の

会計情報）は、個別計算書類の情報（個別次元

の会計情報）と異なり情報的な価値のみに限定

され、フランスでは、連結次元の会計情報は直

接的な法的帰結を伴わない情報として、制度的

に社会に組み込まれてきたからである。

既述のとおり、会社法上、連結計算書類に係

る最初の規定は 1967 年 3 月 23 日デクレ第 248

条であるが、同条は個別計算書類に連結計算書

類を添付できる旨の規定に過ぎなかった。連結

計算書類の情報が、会社法上の配当可能利益、

税法上の課税所得あるいは労働法上の従業員利

益参加額などの利益分配に係る権利の確定に直

接かかわることは原則としてなかった（6）。つ

まり、連結次元の会計情報は単なる情報として

公表されてきたに過ぎないのである。

連結計算書類は、個別計算書類をベースに

「追加的な修正」を加えて作成される。この「追

加的な修正」のプロセス、特に前述の個別計算

書類の「事前の再処理」の中で、連結会計基準

は、株主・投資者に対する有用な情報の提供の

観点から、個別次元の会計基準では採用できな

い会計処理や表示様式などを用いることを容認

する。しかも、これら会計処理や表示様式など

は国際的な実務、アングロ・サクソン諸国の実

務に調和している。このように、連結次元の会

計情報が個別次元の会計情報と切り離される形

で、証券市場向けの情報の充実が図られてきた

のである。

ｂ�．「�誠実な概観」概念の導入と情報利用者

指向性の高まり

連結会計基準における情報利用者指向性は、

英国流の「真実かつ公正な概観」概念に相当す

る「誠実な概観」概念と結びつきやすい。

EC 会社法指令第 4 号の国内法化に係る 1983

年調和化法とその適用デクレが英国流の「真実

かつ誠実な概観（true� and� fair� view）」概念

をフランス語の「誠実な概観（image�fidèle）」

として商法典の会計規定に導入したこと、1982

年プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）は

これに先行して同一概念を導入していたこと、

当該概念の導入の影響として高度な専門的判断

が重要になり利用者指向性を強めることを、前

稿（大下 ,2017）で明らかにした。

筆者は、連結会計基準における「誠実な概観」

の導入は、連結次元において、個別次元以上に

高度な専門的判断の重要性と利用者指向性を高

めるものと考える。

1985 年に、連結計算書類に関する 1983 年 6

月 13 日 EC 会社法指令第 7号（83/349/EEC）の

国内法化を目的として、「一定の商事会社およ

び公企業の連結計算書類に関する 1985 年 1 月

3 日法律」第 85-11 号（一般に「連結会計法」

と呼ばれる）とその適用に係る 1986 年 2 月 17

日デクレ第 86-221 号が、1966 年商事会社法と

その適用に係る 1967 年 3 月 23 日デクレに連結

会計規定を導入した。これら規定の中に、「誠

実な概観」の概念に係る規定がある。なお、

1966 年商事会社法およびその 1967 年適用デク

レの連結会計規定は、商法典 L233-16 条～

L233-28 条および R233-3 条～ R233-16 条に統

合されている。

商法典 L233-21 条第 1 項によれば、「連結計

算書類は、正規かつ真実なものでなければなら

ず、連結企業集団の財産、財務状況および成果

の誠実な概観を提供しなければならない。」と

定め、「誠実な概観」の概念を導入した。当該

規定は、個別計算書類に係る商法典 L123-14 条

第 1項と同一の規定である。

「誠実な概観」の概念が有効に機能するため

には、会計情報の目的を明確に意識した上で、
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企業幹部や監査人が、どのような利用者によっ

て情報が求められているのか、その情報ニーズ

は何か、それを充足するためにはいかなる情報

が必要とされるのかなどに関して、常に高度な

専門的判断を行うことが求められる。

また、企業活動がグローバル化する中で、外

国の株主・投資者の情報ニーズに応えていく必

要性が生ずる。国際的企業は、国際資本市場で一

般に求められる情報の提供、国際的に一般に受

け入れられている会計処理方法・表示様式など

の採用を検討しなければならなくなる。その場

合、一般に、米国・英国のアングロ・サクソン諸

国の会計基準や国際会計基準に基づく連結中心

の会計情報がグローバル・スタンダードである。

このような情報利用者指向性は、法的帰結を

伴いかつ種々の制約のある個別次元の会計情報

より、株主・投資者の情報的価値のみに限定さ

れた連結会計情報において、より一層強まるも

のと見られる。連結会計情報に係る連結会計基

準はもともと情報利用者指向的であり、「誠実

な概観」の概念は、個別次元の会計情報に係る

会計基準に比べて、情報利用者指向性を一層追

求する方向で機能するものと思われるからであ

る。

このように、連結会計基準における利用者の

措定と強い情報利用者指向性は、一般的性格の

共通基準としてのプラン・コンタブル・ジェネ

ラル（PCG）と比べた場合の特徴的な点である。

④　計算構造のマクロ経済指向性

1）マクロ経済指向の計算構造

前稿（大下 ,2017）で明らかにしたとおり、

フランスのプラン・コンタブル・ジェネラル

（PCG）はマクロの国民所得会計（社会会計）と

の接続を重視し、その計算構造は一貫してマク

ロ経済指向的である。すなわち、PCG の計算構

造は、生産高、付加価値、粗経営余剰などのマ

クロ経済指標との連関性を確保するものとなっ

ている。

筆者は、フランスの連結会計基準は、計算構

造面では、プラン・コンタブル・ジェネラル（PCG）

と同じ特徴を有し、マクロ経済指向的であると

考える。

ａ�．1968 年 CNC 連結報告書・勧告書におけ

る連結成果計算書のモデル

第 9 図表は、1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書の提示する連結成果計算書のモデルである。

これによれば、1968 年 CNC 連結報告書・勧告

書の連結成果計算書は、1957 年プラン・コン

タブル・ジェネラル（PCG）の一般経営計算書

と損益計算書を統合した一計算書方式を採用し

ているものの、その計算構造は 1957 年 PCG と

同一の構造であることがわかる。

すなわち、貸方の収益では、連結企業集団全

体の当期生産高、借方では、連結企業集団全体

の当期中間財・サービスの消費高が表示され、

当期生産高と当期中間財・サービスの消費高の

差額から付加価値、付加価値から人件費と租税

公課を控除して粗経営余剰が算定される仕組み

である。1957 年 PCG における費用・収益の性

質別分類に基づいた勘定分類および計算書表示

項目との整合性が図られているのである。

これにより、個別次元の計算書から追加的な

処理を加えてスムーズに連結成果計算書を作成

することが可能である。そのために必要な勘定

科目（第 2図表参照）が PCG の勘定分類の体系

に追加的に設けられている。

CNC 連結研究グループは、企業集団レベルあ

るいは活動別の付加価値の分析を重視する

（CNC,1973,p.59）。生産高、付加価値、粗経営

余剰などの個別企業単位での算定・分析を企業

集団レベルでも行うのである。企業集団の生産

高や付加価値の算定・分析の重視は、企業集団

を 1つの生産活動体と捉える考え方につながる

ように思われる。すなわち、企業集団全体の観

点からの計算・分析である。

親会社 P、子会社 S1 および S2 を構成企業と

する企業集団を例にとると、子会社 S1 がグルー

プ外の A社から原材料を 100 円仕入れ、これを

加工して同一グループの S2 社に 150 円で販売

する。S2 社はこれをさらに加工して親会社 Pに

200 円で販売する。親会社 P 社はこれを組立て

最終製品にしてグループ外の B社に 300 円で販

売したとする。
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表 9 図表　1968 年 CNC 連結報告書・勧告書における連結成果計算書のモデル
費　　用 収　　益

期首棚卸高

仕入高

人件費

租税公課 (1)

外部作業・供給品・サービス

各種経営費用

財務費用

減価償却費

引当金繰入

　　　　　経営利益

活動別

期末棚卸高

主たる活動および付随的活動 :

　製品売上高

　サービス売上高

　売上高合計 (税込 )

　控除 :売上税

　売上高合計 (税抜 )

第二次的活動 :

　・・・/・・・

グループ内固定資産自家生産高

　　　　　経営損失

活動別

・・

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

・・

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

・・

×

×

×

・・

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

経営損失

臨時損失

所得税

　　　連結成果 (利益 )

×

×

×

経営利益

臨時利益

　　　連結成果 (損失 )

×

×

× ×

　　　　　　グループ外持分　　　×

　　　　　　グループ持分　　　　×

　　　　　　グループ外持分　　　×

　　　　　　グループ持分　　　　×

(1) 売上税を除く

（CNC,1973,p.60）

第 10 図表　1986 年 PCG 連結会計原則の連結成果計算書モデル（性質別分類）

N 年度 N-1 年度

売上高

その他の経営収益

当期仕入消費高

人件費

その他の経営費用

租税公課

減価償却費・引当金繰入

　　　　経営成果

財務収益

財務費用

換算差額

　　　　財務成果

　　　　全部連結・比例連結企業の経常成果

臨時収益・臨時費用

所得税　

全部連結・比例連結企業の純成果

持分法適用企業の成果における持分部分

　　　　連結企業集団の純成果

少数株主持分

　　　　親企業に帰属する成果

（CNC,1986,p.Ⅱ.167）
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企業集団構成企業について、各企業の付加価

値は、S1 社が 50 円、S2 社が 50 円、P 社が 100

となるが、これを企業集団単位で見てみると、

P 企業集団単位の付加価値は 200 円（300 円

-100 円）となる。これは各構成企業の付加価

値の合計 200 円（50 円 +50 円 +100 円）に一致

する。

つまり、生産高、付加価値などのマクロ経済

概念を連結企業集団次元に適用すると、親会社

の視点ではなく、企業集団自体の視点が前面に

出てくるものと考える。

ｂ．�1986 年 PCG 連結会計原則の連結成果計

算書モデル

第 10 図表は、1986 年 PCG 連結会計原則にお

ける連結成果計算書のモデルである。

これによれば、1982 年プラン・コンタブル・

ジェネラル（PCG）の成果計算書が経営損益、

経常損益および臨時損益の 3区分を採用したこ

とに伴い、連結成果計算書のモデルも同様の区

分変更が見られるが、その基本的構造は 1968

年 CNC 連結報告書・勧告書の連結成果計算書の

構造と同じものである。すなわち、費用・収益

の性質別分類に基づいたマクロ経済指向の計算

構造である。

1986 年 PCG 連結会計原則は 1982 年 PCG の一

般会計に収容されており、計算構造面で、個別

次元と連結次元とで全体的な整合性が確保され

ている。なお、この計算構造上の特徴は、PCG

から連結会計原則が分離された 1999 年連結会

計規則以降も堅持されている。

2）財務的観点からの投資利益計算

第 11 図表は、1968 年 CNC 連結報告書で示さ

れた連結の仕組みである。これによれば、連結

の基本的仕組みは、親会社における子会社株式

（投資勘定）b を子会社の資産・負債（純資産）

における親会社持分部分 aと置き換えることに

ある。

親会社による子会社の株式の取得は、すでに

事業展開している会社の支配を取得することで

あるので、自ら事業資産を用意して事業展開す

るのと同じであるという意味で事業投資であ

る。　　　

当初の取得時で、子会社株式の取得額がその

時点の資産・負債、従って純資産の評価額を上

回る場合には、無形価値の存在を想定しこれを

「のれん」として認識する。逆の場合は、負の「の

れん」となる。

第 11 図表　連結の仕組み
親会社の諸資産

*子会社の株式の消去 :　　　　-b

子会社の諸資産

親会社の純資産

*子会社における親会社グループ持分 :��a

* 消去される株式の簿価 :　　　　　　　b

連結の増価　　　　　　　　　　　　　a-b

連結の減価　　　　　　　　　　　　　b-a

親会社グループの純資産

親会社グループ外持分

企業集団の純資産

親会社の諸負債

子会社の諸負債

x

+(a-b)

または

-(b-a)

y

z

y+z

（CNC,1973,p.28）
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子会社株式の取得により、当該子会社におけ

る過去の利益の蓄積（利益剰余金）分を含めた

資本のうちの親会社持分部分（b 相当額）は、

親会社が投資した部分と考えられる。この時点

で、利益剰余金の親会社持分部分 b相当額は投

下資本に転換すると考えられる。その結果、取

得後に子会社に生じた利益（親会社持分部分）

a-b は投下資本に対する成果であり、これだけ

が、連結 B/S 上、親会社の利益剰余金に加算さ

れる。

1968年 CNC報告書は、連結B/S上の子会社「剰

余金（réserve）」を「連結差額（différence�

de� consolidation）」という用語を用い、これ

を区別する。「剰余金」という用語は法令上厳

密に定義された用語であり、グループが法的な

存在でないことがその理由である。

子会社株式（投資勘定）b と親会社持分部分

a との置き換えにより、a>b の場合、連結差額

はプラスとなり（プラスの取得後子会社剰余

金）、a<b の場合には、マイナスの連結差額（マ

イナスの取得後子会社剰余金）となる。当該連

結差額は、取得後の親会社の投資の回収状況を

表すものとなる。

投資額とその成果である取得後の子会社剰

余金の比較を通じて、事業投資の成否を判断す

る。なお、一般に、投資額は決算時点の子会社

の資産・負債の時価ベースの評価額で把握され

るが、1968 年 CNC 報告書・勧告書は、評価益

に対する課税問題がクリアーでないこともあ

り、この点については明確に言及していない。

以上のとおり、連結には、親会社による投資

利益計算の考え方がベースにあり、当該考え方

は連結会計基準の計算構造にも反映されてい

る。この意味で、連結は基本的には親会社によ

るミクロ財務的な観点からの投資利益計算であ

ると言える。なお、このミクロ財務的な投資利

益計算は、投資家が行う計算と同型である。

しかし、フランスの連結会計基準は、プラン・

コンタブル・ジェネラル（PCG）との整合性を

確保する形で、マクロ経済指向的な計算構造を

採用してきた。マクロ経済的な生産高・付加価

値の概念との連関性を確保し、費用の性質別分

類をベースとする計算構造である。この結果、

フランスの連結会計基準の計算構造が、一方で

は企業集団自体の生産高・付加価値の計算とい

うマクロ経済指向的観点、他方では連結本来の

親会社による投資利益計算というミクロ財務的

観点、の二つの観点を内包する複合的構造に

なっていると考える。

3）成果計算書の表示形式の二元化

第 12 図表は 1968 年 CNC 連結報告書における

連結貸借対照表のモデルである。1957 年 PCG

の貸借対照表のモデルをベースに、「親会社グ

ループ純資産（situation� nette� du� groupe）」

と「親会社グループ外持分（intérêts� hors�

groupe）」を区別して表示し、最終的に両者を

合計して連結企業集団自体の純資産を表示して

いる。連結企業集団自体の純資産の表示は、

1986 年 PCG 連結会計原則においても採用され

ている。

連結貸借対照表は、ストックの面から企業集

団の生産高や付加価値を実現するために用いら

れた固定資産の状況およびその資金調達の状況

を、企業集団単位で明らかにすることができる。

企業集団レベルで、生産活動を支える資金の状

況とその資金の調達源泉を明らかにすることに

は大きな意義がある。

しかし、連結成果計算書のフロー面では、マ

クロ経済指向の計算構造の基礎である性質別分

類が株主・投資者から期待される情報を十分に

提供できるのか。既述のとおり、CNC 連結研究

グループは、性質別分類が企業集団レベルある

いは活動別の生産高・付加価値の分析の基礎と

して役立つものと考えたが、特にアングロ・サ

クソン諸国の投資家が、性質別分類に基づいた

マクロ経済指向の損益計算書の情報で満足でき

るのか。

アングロ・サクソン諸国では、機能別分類の

損益計算書が一般に公表されている。売上高・

売上原価、サービス提供高・提供原価、売上総

利益、販売費・一般管理費、営業利益、経常利

益、純利益などを用いた分析により、生産活動、

販売活動、一般管理活動、財務活動などの面か

ら、機能別に企業活動の収益性や効率性を分析

することが可能となる。
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上記の疑問は、1970 年代以降、ロンドンや

ニューヨークの証券取引所などへの上場を計画

する企業が出てくると、あるいは国際的に事業

を展開する企業が多くなってくると、フランス

企業にとって現実的な課題となる。1970 年代

以降、一部のフランス企業グループが 1968 年

CNC 連結報告書・勧告書のモデルを採用せず、

国外の投資者になじみの深い機能別分類に基づ

いた連結損益計算書を公表してきた背景とし

て、このような課題の存在を挙げることができ

る。

そこで、1985 年連結会計法および 1986 年

PCG 連結会計原則は、性質別分類の成果計算書

に加えて、アングロ・サクソン諸国などに一般

に見られる機能別分類の成果計算書の採用をオ

プションとして容認している。第 13 図表は、

1986 年 PCG 連結会計原則の機能別分類に基づ

く連結成果計算書のモデルである。なお、連結

貸借対照表の「連結差額」の用語は、フランス

特有の表現であったことから、「剰余金」に変

更されている。

第 12 図表　1968 年 CNC 連結報告書・勧告書における連結貸借対照表のモデル
借　　方 貸　　方

　　組織費 × 自己資本 ×

　　　控除　償却累計額 × 剰余金 ×

連結差額 (1) ×

　　固定資産 × 成果におけるグループ持分 ×

　　　控除　減価償却累計額 × グループ純資産 ×

× グループ外持分 : ×

　　のれん × 連結成果における持分 ×

　　参加有価証券 : 連結純資産における持分 ×

　　　持分法適用有価証券 × 企業集団全体の純資産 ×

　　　その他の参加有価証券 × 引当金 ×

　　その他の投資有価証券 × 長期・中期負債 :

社債 ×

　　棚卸資産 × その他の借入金 ×

　　当座資産 : 短期負債 :

　　　得意先債権 × 仕入先債務 ×

　　　その他の資産 × その他の債務 ×

　　　財務的勘定 × 財務的勘定 ×

× ×

　オフ・バランス契約 × オフ・バランス契約 ×

(1) その意味に従い「加算」または「減算」。過年度の差額と当期変動額の二つに分解可能

（CNC,1973,p.58）

第 13 図表　1986 年 PCG 連結会計原則の連結成果計算書モデル（機能別分類）
N 年度 N-1 年度

売上高

売上原価

　　　　売上総利益

販売費

管理費

その他の経営費用・収益

　　　　経営成果

　　　　(以下第 11 図表と同一 )

（CNC,1986, Ⅱ .168 より筆者作成）
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しかし、これにより、個別次元の成果計算書

は性質別分類方式のみである一方、連結次元の

成果計算書は性質別分類と機能別分類の 2つの

方式が可能な状況になり、成果計算書のフォー

ムにおける二元化が出現した。

⑤ 　連結会計基準の適用と商法・会社法規制
との関係

1）1968 年 CNC 連結報告書・勧告書の適用

当該報告書・勧告書は 1968 年 3 月 20 日付経

済・財務省令により承認されたとはいえ、あく

までも法的強制力のない勧告にすぎない。1985

年代半ば以前のフランスでは、連結会計基準に

関する法的強制力のある基準は存在せず、経済・

財務省が承認する国家会計審議会（CNC）の報

告書・勧告書としての基準が存在するだけで

あった。

第 14 図表は、1970 年代～ 1980 年代に、フ

ランスの上場企業時価総額上位 150 社のうち、

連結計算書類を公表した企業が、その作成上ど

のような連結会計基準に準拠したのかを示した

ものである（7）。これによれば、多くの企業は

1968 年 CNC 勧告書に従っていることがわかる。

1968 年 CNC 連結報告書・勧告書は単なる勧

告にすぎないが、証券取引委員会（COB）が

1971 年以降その適用を上場会社に指示したか

らである。すなわち、COB は、1971 年 7 月以降、

情報ノート（わが国の有価証券届出書に相当）

に連結計算書類を添付することを要求し、その

作成基準として 1968 年 CNC 報告書・勧告書を

指示した。この COB の指導により、多くの上場

会社は CNC の勧告書に準拠して連結計算書類を

作成したのである。

第 14 図表　上場会社のうち時価総額上位 150 社
連結会計基準 1976年 1977年 1979年 1981年

1968 年 CNC 勧告書 70 73 83 68

国際会計基準（IAS） 2 5 5 5

米国基準（US-GAAP） 8 10 9 7

詳細不明 35 29 32 39

合　計 115 117 129 119

（OECCA,1979,p.85,1984,p.94 より筆者作成）

ただ、その適用は強制ではない。COB は、

1968 年 CNC 報告書・勧告書以外の基準の使用

を否定しなかった。これと違う基準を用いる場

合に、注釈においてその理由を説明することを

義務付けただけである。COBはこのような形で、

1968 年 CNC 報告書・勧告書以外の基準の使用

を事実上容認したのである（COB,1970,pp.108-�

109）。事実、第 14 図表は、上場企業の中に国

際会計基準（IAS）や米国基準（US-GAAP）を採

用する企業が十数社存在していたことを示して

いる。

さらに、1980 年代に入ると、COB は、従うべ

き基準について何ら要求しなくなった。準拠し

た基準が何なのかを明確にし、一部の適用除外

がある場合にはこれについて説明することだけ

を求めた（8）。

既述のとおり、連結計算書類自体は 1966 年

商事会社法適用デクレに規定があり、会社法上

の制度である。ただし、年次計算書類に添付で

きる旨の規定のみであった。連結計算書類の作

成基準としては、経済・財務省令が承認した

CNC の報告書・勧告書が存在するものの、1968

年 CNC 連結報告書・勧告書は単なる勧告にすぎ

ない。そこで、1968 年に創設された証券取引

委員会（COB）が上場会社に連結計算書類の作

成を義務付けた際に、CNC の勧告書の適用を指

導したのである。

このように、1970 年代～ 1980 年代前半の期

間では、会社法上の任意書類としての連結計算

書類、経済・財務省令に基づく法的強制力のな

い報告書・勧告書、証券監督機関による連結計

算書類の義務付け時のその適用の指導、並びに

国外の基準の事実上の使用容認といった規制環

境の中で、上場企業は CNC の 1968 年報告書・

勧告書、国際会計基準（IAS）または米国基準

などに従い連結計算書類を作成してきたのであ

る。

2）1985 年連結会計法

ａ�．強い法的強制力を持つ連結会計法の創設

とその適用範囲

1985 年には、連結計算書類に関する 1983 年

6 月 13 日 EC 会社法指令第 7 号（83/349/EEC）
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の国内法化を目的として、「一定の商事会社お

よび公企業の連結計算書類に関する 1985 年 1

月 3 日法律」（第 85-11 号）とその適用に係る

1986 年 2 月 17 日デクレ（第 86-221 号）が、

1966 年商事会社法とその適用に係る 1967 年 3

月 23 日デクレに連結会計規定を導入した。

1985 年 1 月 3 日法律とその適用に係る 1986

年 2 月 17 日デクレは、一般に「連結会計法」

と呼ばれた。なお、1966 年商事会社法および

その 1967 年適用デクレの連結会計規定は、商

法典 L233-16 条～ L233-28 条および R233-3 条

～ R233-16 条に統合されている。

商法典 L233-16 条～ L233-28 条（旧 1966 年

商事会社法第 357-1 条～第 357-11 条）には、

以下の規定が定められている。すなわち、

・連結計算書類の作成義務と支配の定義（L233-

16 条）

・連結免除（L233-17 条）

・支配のタイプと連結方法（L233-18 条）

・連結禁止・除外（L233-19 条）

・連結計算書類の構成（連結貸借対照表、連結

成果計算書および連結注記・附属明細書）と

内容（L233-20 条）

・連結計算書類の正規性および真実性、並びに

企業の財産、財務状況および成果の誠実な概

観の提供（L233-21 条第 1 項）、誠実な概観

の観点からの注記・附属明細書における追加

的な情報の提供（同条第 2項）

・商法典に定める年次計算書類の会計原則・評

価規則に基づく連結計算書類の作成および同

質的評価方法・連結再処理（L233-22 条）

・一定の条件でコンセイユ・デタのデクレ（後

に会計規制委員会（CRC）規則、さらに会計

基準機構（ANC）規則に改正）に定める評価

規則の使用可能性（L233-23 条）

・国際会計基準の適用（L233-24 条）（1998 年

4 月 6 日法律第 98-261 号第 6 条による国際

的基準の任意適用、その後 2004 年 12 月 20

日オルドナンス第 2004-1382 号第 1条による

国際会計基準の強制適用）

・連結決算日（L233-25 条）

・連結経営報告書の内容（L233-26 条）

・会計監査人への提出（L233-27 条）

・連結計算書類の監査（L233-28 条）（公表義

務のない企業がこれを公表する場合の監査）

である。

また、連結計算書類の作成に係る具体的な処

理に関して、商法典 R233-3 条～ R233-16 条（旧

1966 年商事会社法の適用に係る 1967 年 3 月 23

日デクレ）に以下の規定が定められている。

・連結方法 : 全部連結、比例連結、持分法

（R233-3 条）

・全部連結・比例連結・持分法による成果計算

書の成果（R233-4 条）

・第一回連結差額の処理（R233-5 条）

・被連結会社における親会社株式・投資有価証

券・一時所有有価証券の処理（R233-6 条）

・連結売上高の定義（R233-7 条）

・連結の再処理（R233-8 条）

・為替換算差額の処理（R233-9 条）

・評価規則（R233-10 条）（商法典が定めてい

ない評価規則）

・貸借対照表の表示形式（勘定式・報告式）と

義務的記載項目（R233-11 条）

・成果計算書の義務的記載項目と収益・費用の

性質別分類・機能別分類（R233-12 条）

・繰延税金の処理（R233-13 条）

・注記・附属明細書の義務的記載事項（R233-14

条）

・連結計算書類の作成・公表義務の免除（R233-

15 条）

・連結免除の数値規準�（R233-16 条）

である。

連結会計法の規定はそれ自体が法令条項で

あり、強い法的強制力を持つものである。これ

により、排他的にまたは共同して他の企業を支

配する商事会社は、一定の条件を満たす非上場

会社を除き、連結計算書類を作成・公表しなけ

ればならない。

なお、上場会社に対しては、すでに「投資の

発展と貯蓄の保護に関する 1983 年 1 月 3 日法

律第 83-1 号」第 27 条（旧 1966 年商事会社法

第 357-1 条）が、連結計算書類を年次計算書類

に 添 付 す る こ と を 義 務 付 け て い た（ 大

下 ,1998,388 頁）。また、連結計算書類の監査

に関しては、1983 年調和化法第 6 条Ⅳ（旧
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1966 年商事会社法第 228 条）および調和化法

適用デクレ第 39 条（旧 1966 年商事会社法適用

デクレ第 193 条）が、附属書類として連結計算

書類を年次計算書類に添付する場合に、その監

査証明を原則としてすべての商事会社に義務付

けていた。

商事会社法の連結計算書類に関する義務は、

企業の困難および調停的解決に係る 1984 年 3

月 1 日法律第 84-148 号第 13 条により、商工活

動を行う一定規模以上の公企業（entreprises�

publiques）にも適用される。従って、商事会

社法の連結会計規定は、一定の非上場会社を除

き、すべての商事会社と商工活動を行う公企業

に適用される。

ｂ．誠実な概観の提供とオプションの容認

これら連結会計規定は、商事会社の企業グ

ループに特有の会計義務を定め、種々の支配の

タイプの定義と連結方法、連結計算書類（貸借

対照表、成果計算書および注記・附属明細書）

の構造と内容を法定し、連結計算書類が正規、

真実であり、連結企業集団全体の財産、財務状

況および成果の誠実な概観を提供することを求

めている。

「誠実な概観」概念の導入による利用者指向

性の高まりについては、既述のとおりである。

連結会計次元における株主・投資者に対する情

報提供目的と強い利用者指向性の結びつきは、

連結会計法に個別次元と切り離された形での

様々なオプションを生み出している。

連結計算書類は、年次計算書類に対して連結

特有の特徴に基づく不可欠の修正を施して、商

法典の年次計算書類の作成に係る会計諸原則お

よび評価規則に従い作成するのが原則である。

すなわち、「L233-23 条の規定を留保して、

連結計算書類は、年次計算書類に比較して連結

計算書類に特有の特徴から生ずる不可欠な調整

を考慮して、商法典の会計諸原則および評価規

則に従い作成するものとする」（旧 1966 年商事

会社法第357-7条、現商法典L233-22条第1項）。

また、連結計算書類の資産および負債の要素、

費用および収益の要素は、同質的な方法に従い

これを評価する（商法典 L233-22 条第 2項）。

しかし、当該商法典 L233-22 条は原則の例外

を認めている。これが上記「一定の条件でコン

セイユ・デタのデクレ（後に会計規制委員会

（CRC）規則、さらに会計基準機構（ANC）規則

に改正）に定める評価規則の使用可能性�

（L233-23 条）」を定めた L233-23 条である。

また、商法典 R233-12 条は、連結計算書類の

作成上、収益・費用の機能別分類方式をオプショ

ンとして容認している。これが上記「成果計算

書の義務的記載項目と収益・費用の性質別分類・

機能別分類」を定めた R233-12 条である。

さらに、商法典 L233-24 条は、国際会計基準

を適用する企業に対して、上記商法典 L233-18

条～ L233-23 条の適用自体を免除している。こ

れが上記「国際会計基準の適用（L233-24 条）

（1998 年 4 月 6 日法律第 98-261 号第 6 条によ

る国際的基準の任意適用、その後 2004 年 12 月

20 日オルドナンス第 2004-1382 号第 1 条によ

る国際会計基準の強制適用）」である。

ｃ．「D248-8 条オプション」

まず、L233-23 条は、注記・附属明細書に理

由を説明することを条件に、

・価格の変動または取替価値の考慮

・後入先出法を用いた代替性資産の評価

・商法典 L123-18 条～ L123-21 条に定める評価

方法以外の評価方法の採用

を可能にする評価規則を用いることを容認し

た。

つまり、連結次元では、商法典規定の個別の

年次計算書類に係る評価方法以外の評価方法を

商法典自体が認めたのである。当該規定を受け

て、商法典 R233-10 条は、9 つのオプション的

会計処理方法を列挙している。これが、上記「評

価規則（R233-10 条）（商法典が定めていない

評価規則）」である。商法典 R233-10 条は旧

1967 年適用デクレ第 248-8 条の規定を引き継

いだものであるので、筆者は 9つのオプション

的会計処理方法を「D248-8 条オプション」と

呼んでいる。

9 つのオプション的会計方法とは、1．指数

修正歴史的原価法の適用、2．取替価値法の適用、

3．後入先出法の適用、4．棚卸資産製造の資金

調達のための借入金利息の原価算入、5．ファ

イナンス・リース契約の資産化、6．ファイナ
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ンス・リース契約により顧客の利用に委ねてい

る資産の除外、7．個別会計で計上した換算差

額の損益計上、8．特定の借入資金の自己資本

計上、9．特定の評価方法の使用、である。

商法典 L233-23 条とその適用に係る R233-10

条は、会社法指令第 7 号の第 29 条第 2 項に定

める選択権を行使したものであるが、1970 年

代～ 1980 年代にフランスの国際的企業が採用

していた会計方法を、商法・会社法規制の枠組

みの中で法的に位置づけたものでもある。

国際的企業は、利用者指向的に、国外の投資

者、証券規制当局あるいは証券取引所が要求す

る会計情報を意識して、国際的に受け入れられ

ている実務を採用してきた。しかし、「D248-8

条オプション」は、フランスの会計システムに

評価規則の二元性をもたらすものとなる。すな

わち、評価規則に係る個別次元と連結次元の二

元化である。

ｄ�．収益・費用の機能別分類方法のオプショ

ン

次に、連結会計法は、連結計算書類の作成上、

収益・費用の分類方法に関して、機能別分類方

式をオプションとして容認している。商法典

R233-12 条第 2 項によれば、「収益および費用

はその性質または用途に従い分類される。それ

らは勘定式または報告式で表示される」。この

場合の「用途（destination）」とはいわゆる「機

能別」のことである。

個別次元の成果計算書は性質別分類方式の

みが定められているが（商法典 R123-193 条）、

商法典 R233-12 条第 2項は、性質別分類方式に

加えて、連結次元で機能別分類方式をオプショ

ンとして認めるものである。

機能別分類は 1970 年代～ 1980 年代に一部の

フランス企業が採用していた方式であり、国際

的に受け入れられている表示形式である。性質

別分類の問題については既述のとおりである。

国際的には機能別分類が一般的であり、国際的

企業は国外の利用者を念頭において当該方式を

連結次元で採用してきたのである。

商法典 R123-193 条は、機能別分類方式を商

法・会社法の枠組みの中にオプションとして法

的に位置づけるものである。しかし、連結成果

計算書のフォームに係る機能別分類方式のオプ

ションは、フランスにおける成果計算書の表示

形式に二元性をもたらすものとなる。すなわち、

成果計算書の表示形式に係る個別次元と連結次

元の二元化である。

ｅ．「6条オプション」

さらに、商法典 L233-24 条は、国際会計基準

を適用する企業に対して、上記商法典 L233-18

条～ L233-23 条の適用自体を免除した。L233-

24 条は旧 1966 年商事会社法第 357-8-1 条を引

き継いだものであり、旧 357-8-1 条は「会計規

制改革および不動産公示制度の適合に係る

1998 年 4 月 6 日法律第 98-261 号」第 6 条によ

り創設されたものである。当初の旧商事会社法

第 357-8-1 条は、国際会計基準（IAS）または

米国基準（US-GAAP）の国際的会計基準の使用

をオプションとして認めるものであり、筆者は

これを「6条オプション」と呼んできた。

1998 年 4 月 6 日法律第 6 条は、「商事会社に

関する 1966 年 7 月 24 日法律第 66-537 号に以

下の第 357-8-1 条を挿入する。

第 357-8-1 条　その証券が金融活動の近代化

の 1996 年 7 月 2 日法律第 96-597 号第 41 条ま

たは第 97 条Ⅶの意味で金融商品の規制市場で

売買を認められている会社は、連結計算書類の

作成と公表につき、会計規制委員会の定める条

件で、フランス語に翻訳され、共同体規則を遵

守しかつ会計規制委員会の規則により承認され

た国際規則を使用すると、第 357-3 条から第

357-8 条に定める会計規則に準拠することを免

除される。」と定めた。

当該 L233-24 条は、2004 年 12 月 20 日オル

ドナンス第 2004-1382 号第 1条により一部改正

され、EU の認めた国際会計基準（IAS/IFRS）

を適用する場合に、上記商法典 L233-18 条～

L233-23 条の適用自体を免除する。

L233-24 条は、上場会社に対する国際会計基

準の強制適用という EU レベルでの決定を受け

たものであるが、EU レベルでの強制適用の決

定は、国内連結会計基準の適用範囲から上場会

社を除外した。このことは、上場会社の連結計

算書類の作成に係る会計基準がフランスの直接

的なコントロール下にないことを意味する。フ
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ランスの会計システムは、この意味で二元的な

ものとなる。

ｆ�．商法・会社法会計規制と国家会計審議会

の標準化作業とのリンケージ

1985 年の連結会計法では、1983 年調和化法

と同様に、商法・会社法会計規制と国家会計審

議会の標準化作業との間に限定的ながら一定の

リンケージが図られた。

すなわち、「連結計算書類は、国家会計審議

会の意見聴取の上コンセイユ・デタのデクレが

定める方式に従いこれを作成し公表する。当該

デクレは特に貸借対照表および成果計算書の要

素の分類ならびに注記・附属明細書の記載事項

を決定する」（1985 年 1 月 3 日法律第 2 条、

1966 年商事会社法第 357-5 条、商法典 L233-20

条）である。

前出の「連結計算書類の構成（連結貸借対照

表、連結成果計算書および連結注記・附属明細

書）と内容（L233-20 条）」の規定である。当

該規定は、特に貸借対照表および成果計算書の

要素の分類ならびに注記・附属明細書の記載事

項は、商法典ではなく、国家会計審議会の意見

聴取の上、コンセイユ・デタのデクレがこれを

定めるとした。

国家会計審議会（CNC）の意見聴取義務を定

めた点が重要である。商法・会社法の会計規制

に国家会計審議会が関与することを商法・会社

法の側から法的に定めたからである。商法・会

社法会計規制と国家会計審議会の標準化作業と

の法令上のリンケージである。

3�）1986 年プラン・コンタブル・ジェネラル

連結会計原則

1986 年には、上記 1985 年 1 月 3 日法律とそ

の適用デクレを考慮した上で、1982 年プラン・

コンタブル・ジェネラル（PCG）に連結会計原

則「第Ⅳ章�計算書類の連結 : 方法論」が追加

された。

PCG は、当該連結会計原則が前出「連結会計

法」の規定に一致していることを表明している

（CNC,1986,p.Ⅱ.140）。なお、改訂プラン・コ

ンタブル・ジェネラルは 1986 年 12 月 9 日経済・

財務・民営化省令により正式に承認されている。

1986 年 PCG 連結会計原則の内容は以下のと

おりである。すなわち、

　第 1節�連結の方法

　第 2節�連結規則 :

・一般会計原則の遵守

・第一回連結差額の概念

・決算日

・評価規則・方法の同質性と選択

・連結対象企業間の取引の消去

・繰延税金

・在外企業の計算書類の換算

・売上高の定義

・再評価および内部的再構築の取引の連結に対

する影響

・持分法に特有の規定

第 3節��連結総合書類 : 貸借対照表、成果計

算書、注記・附属明細書、資金計算書、

自己資本変動計算書

である。PCG の連結会計原則の特徴は、連結上

の会計技術的内容を中心としている点である。

例えば、第 1節「連結の方法」では、全部連結、

比例連結および持分法の技術的な定義が行われ

ているが、連結の範囲には言及せず、連結会計

法の規定に委ねる形になっていた。

PCG の連結会計原則は、上記 1985 年 1 月 3

日法律とその適用デクレの連結会計規定（連結

会計法）と整合的であり、法的効力の強い

1985 年連結会計法が連結の義務や範囲などの

重要事項を中心に定め、省令が承認するプラン・

コンタブル・ジェネラルはこれを補う形で技術

的・具体的な連結処理の原則を定めた。この役

割分担は個別会計次元より徹底されているが
（9）、PCG の連結会計原則の適用に係る法的効力

は PCG の一般会計本体とは異なるものと見られ

る。

すなわち、個別会計次元では、税務法令の

1959年 12月 28日法律第 55条が PCGの一般的・

漸進的適用を定めた。これに対応して、前出

1965 年 10 月 28 日デクレが実額利益課税制度

における課税利益算定の一般規則として PCG を

指定した。そして、1982 年プラン・コンタブル・

ジェネラル（PCG）の承認に係る省令が、遅く

とも 1984 年 1 月 1 日以後に始まる年度から、
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すべての商工企業に対して 1982 年 PCG の一般

会計の規定に従いその会計を整備することを義

務付けた。この場合、PCG の適用の法的根拠は

税務関係法令である。

これに対して、1986 年に PCG に追加された

連結会計原則は第Ⅱ編「一般会計」に収容され

たものの、税務上、当該連結会計原則を一般規

則とした課税の制度的仕組みは存在しない。既

述のとおり、連結納税制度はあるが、これは連

結利益をベースとするものではない。そのため、

PCG の連結会計原則の適用上の法的基礎は極め

て薄弱である。

PCG の一般会計における連結会計原則とそれ

以外の規定部分との間には、両者が同じ PCG の

一般会計の中にありながら、その適用の法的基

礎の面で大きな違いがあったと見られる。

1970 年代～ 1980 年代前半に引続き、1980 年

代後半～ 1990 年代においても、一部のフラン

ス企業では、連結計算書類の作成基準として米

国基準（US-GAAP）や国際会計基準（IAS）など

の国際的会計基準が多様な形で使用されたが、

PCG 連結会計原則の法的効力上の特徴が当該実

務に影響していたと考えるのである。

4）1999 年連結会計規則

ａ．1999 年連結会計規則の法的効力の強化

1999 年に、プラン・コンタブル・ジェネラ

ル（PCG）は分析会計を分離し、さらに一般会

計部分から連結会計原則を切り離した上で、会

計規制委員会（CRC）規則第 99-03 号として改訂・

公表された。PCG から切り離された連結会計原

則は、「1999 年連結会計規則」（「商事会社およ

び公企業の連結計算書類に関する会計規制委員

会（CRC）規則第 99-02 号」）として 1999 年 6

月 22 日省令による承認を経て公表された。

会計規制委員会は、国家会計審議会の意見書

を行政命令としての規則に変換するために、「会

計規制改革および不動産公示制度の適合に係る

1998 年 4 月 6 日法律第 98-261 号」第 6 条によ

り設置されたものである。

1999 年連結会計規則の内容は以下のとおり

である。すなわち、

　第 1節�連結の範囲と方法

　第 2節�連結規則 :

・全部連結、比例連結、持分法

　第 3節�評価と作成の方法

・一般原則

・所得税

・外貨表示計算書類の換算

第 4節��連結総合書類 : 貸借対照表、成果計

算書、注記・附属明細書

　第 5節�適用の経過措置

1999 年連結会計規則は、1986 年 PCG 連結会

計原則をベースに、1986 年以降に国家会計審

議会が公表した意見書等を反映させたものであ

る。なお、1999 年連結会計規則は連結会計法

と整合的な形で連結の範囲を定めている。

1999 年連結会計規則は、1986 年 PCG 連結会

計原則と異なり、その適用に係る法的基礎を有

する。すなわち、当該 1999 年連結会計規則は、

1999 年プラン・コンタブル・ジェネラル（会

計規制委員会規則第 99-03 号）と同様に省令の

承認を必要とするとはいえ、前出 1998 年法第

1 条第 2 項に基づいてそれ自体が行政命令とし

て法的強制力を有する。1999 年連結会計規則

は 2000 年 1 月 1 日以降に開始する年度に係る

連結計算書類から適用される。

なお、この 1999 年連結会計規則の法的強制

力の強化に先立って、前出の会計規制改革に係

る 1998 年 4 月 6 日法律が、国際的会計基準を

継続して使用できるための法的枠組みを創設し

たことは既述のとおりである。

ｂ�．1999 連結会計規則の適用範囲と商法・

会社法上の連結計算書類制度の関係

1998年 4月 6日法律は、その第1条第 2項で、

決算書などの会計書類を作成するすべての個

人・法人に、会計規制委員会（CRC）の規則を

遵守することを義務付けているが、1999 年連

結会計規則は、その第 1 条で、「商法典 L233-

16 条の適用を受ける商事会社および 1985 年 1

月 3 日法律第 13 条の適用を受ける公企業は、

本規則および附録に従いその連結計算書類を作

成するものとする。」と規定した。

既述のとおり、1999 年 PCG は、その最初の

条項の第 110-1 条で、年次計算書類の作成義務

のあるすべての個人または法人に対する適用義
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務を明確に定めたが、1999 年連結会計規則に

おいても 1999 年 PCG と同様、規則自体の中に

自らの適用の義務と範囲を定めている。

しかし、1999 年連結会計規則は、商法・会

社法規定（現在いずれも商法典に統合されてい

る）に基づいて連結計算書類の作成義務のある

企業に対して、その作成上従わなければならな

い連結規則として法規定上明確に位置づけられ

ている。

1999 年 PCG の適用範囲は、他の法令が新た

に年次計算書類の作成を義務付ける限り拡大し

ていくのに対して、1999 年連結会計規則の適

用範囲は、商法・会社法規制に基づき連結計算

書類の作成義務のある商事会社と公企業に限定

している。この点で両者の適用範囲は大きく異

なる。

つまり、1999 年 PCG は社会の様々な領域で

用いることを想定した会計の「共通基準」とし

て位置づけられているのに対して、�1999 年連

結会計規則は「商法・会社法の連結計算書類制

度に固有の個別基準」として位置づけられてい

るのである。

ｃ�．会計規制委員会（CRC）と商法・会社法

規制との間のリンケージの強化

連結会計法の創設当初から、商法・会社法規

制と国家会計審議会（CNC）あるいは会計規制

委員会（CRC）との間に一定のリンケージが構

築されたことは既述のとおりである。

1999 年連結会計規則（会計規制委員会規則

第 99-02 号）は、商法・会社法規制への直接的

なリンケージを構築する一方、商法・会社法に

おける連結会計規制の側でも両者間のリンケー

ジを強化してきた。

すなわち、旧 L233-23 条（旧 1966 商事会社

法 357-8 条）は、1998 年 4 月 6 日法律による

会計規制委員会（CRC）の創設に伴い、同委員

会が「D248-8 条オプション」の具体的な内容

を直接に定めるものとした。すなわち、

「注記・附属明細書に理由を記載することを

条件に、連結主体会社は、L123-17 条に定める

条件で、次のことを目的とする会計規制委員会

の規則が定める評価規則を用いることができ

る。（以下省略）」（旧 L233-23 条）である。「次

のこと」とは、価格の変動または取替価値の考

慮、後入先出法を用いた代替性資産の評価、商

法典 L123-18 条～ L123-21 条に定める評価方法

以外の評価方法の採用である。

その後 2009 年 1 月 22 日オルドナンス第 6条

により改正された現行規定では、当該条項は会

計規制委員会の後継組織「会計基準機構（ANC）」

に変更されて、「注記・附属明細書に理由を記

載することを条件に、連結主体会社は、L123-

17 条に定める条件で、次のことを目的とする

会計基準機構（ANC）の規則が定める評価規則

を用いることができる（以下省略）。」（現行

L233-23 条）となった。

他方、連結貸借対照表および連結成果計算書

の要素の分類ならびに連結注記・附属明細書の

記載事項の決定に関して、国家会計審議会の意

見聴取を義務付けたことは既述のとおりであ

る。当該意見聴取義務は、2009 年 1 月 22 日オ

ルドナンス第 5- Ⅳ条により大きく改正されて

いる。

すなわち、2009 年 1 月 22 日オルドナンス第

2009-79号第 5-Ⅳ条（商法典L233-20条第 3項）

によれば、「連結計算書類は会計基準機構（ANC）

の規則が定める方式に従い作成し公表する。当

該規則は特に貸借対照表、成果計算書および注

記・附属明細書に含めるべき記載事項を決定す

る。」とされた。連結計算書類の内容は会計基

準設定機関（会計基準機構（ANC））が直接定め

ることを明確にしたのである。

このように、連結会計次元では、連結会計基

準が商法典規制の連結計算書類の作成基準とし

て明確に位置づけられると伴に、商法典に定め

る連結計算書類の内容に関して、商法典の連結

計算書類規制と会計基準設定機関（国家会計審

議会（CNC）、会計規制委員会（CRC）あるいは

その後継機関の会計基準機構（ANC））との間に

直接的な強いリンケージが構築され、強化され

てきたのである。すなわち、連結会計次元での

両者の繋がりは、個別会計次元に比較してより

直接的であり、より強いと言える。

［未完］
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［注記］
（1）子会社・参加会社明細書の例（サン・ゴバン

社）については、大下,2007,21 頁を参照。

（2）一般には、19 世紀末からと言われている。例

えば、Jadaud,1970,p.35 を参照。

（3）それまでは、1867 年会社法には計算書の作

成基準に係る規定がなかった。この点につい

ては、大下,1998,63-65 頁を参照。

（4）1968 年CNC 連結報告書の附属資料には、これ

ら諸外国の連結に係る制度・実務を研究する

上で参考にした著書・論文がまとめられてい

る。これによれば、フランス語の文献が28、英

語の文献が7、ドイツ語の文献が11、オランダ

語の文献が7 であった。ほとんどは1960 年代

に入って出版された著書・論文である。第15

図表は、これらのうち英語、ドイツ語およびオ

ランダ語の各文献をまとめたものである。

　　英語文献は米国と英国の文献が半々であ

り、特に、在外子会社の換算、内部利益の消去、

未実現損益などの問題に関する文献が取り上

げられている。ドイツ語文献は1965 年新会社

法におけるコンツェルン規制や連結規定に関

する論文、また、オランダ語文献は監査、為替

換算、企業グループの管理・組織の問題に関

する論文が中心である。

第 15 図表　1968 年 CNC 連結報告書附属資料における諸外国の文献

出版年 著者 書名・論文 出版社 (掲載誌 )/ 国

1949

1964

1965

Childs

Tuckerman

Beaton

Egginton

Rufus�Wison

Russel

Watt

( 英語文献 )

『連結財務諸表 -原則と手続き』

「在外子会社の客観的連結基準」

「連結計算書における内部利益の消去」

「未実現利益と連結計算書」

『アカウンタント・ハンドブック』　

「グループ計算書 -その作成・表示と取締役・監査人の責任」

「現地通貨での借入から生ずる未実現外貨換算利益」

Cornell�Univ.Press/ 米国

Accounting�Review/ 米国

Accountant/ 英国

Accountancy/ 英国

Ronald�press�Co./ 不明

Accountant/ 英国

NAA�Bulletin/ 米国

1963

1964

1965

1966

Kohlstruck

Rose

Wieschermann

Bankmann

Blumble

Haegert

Havermann

Pausenberger

Shubert

Weirich

Wysock

( ドイツ語文献 )

「保険会社における年次貸借対照表 (B/S) の連結」

「コンツェルンの決算日における在外会社の統合」

「株式会社法案に基づく B/S の作成」

「年度中に取得した参加の連結」

「グループ成果の測定」

「新会社法によるコンツェルン B/S の責任報告書の連結」

「1965 年会社法に基づく関係企業とその義務」

「コンツェルンにおける内部利益の実現」

「新法律に基づくグループ企業間の関係の公表」

「1965 年法における連結計算書」

「グループ化企業の B/S に基づくコンツェルン B/S の変遷」

(ドイツ )

Wirtscharftsprüfung

Wirtscharftsprüfung

Betriebswirtschaft

Wirtscharftsprüfung

Betriebswirtschaftliche*

Wirtscharftsprüfung

Wirtscharftsprüfung

Betriebswirtschaftliche*

Betriebswirtschaftliche*

Wirtscharftsprüfung

Wirtscharftsprüfung

1960

1961

1962

Scheffer

Goudeket

Graafstal

Groeneveld

Veringa

Zwagerman

Loos

( オランダ語 )

「連結貸借対照表」

「連結」

「連結年次計算書と監査人」

「連結年次計算書における為替換算問題」

「計算書の連結の管理と組織の問題」

「年次計算書の作成と連結の方法」

「連結の技術」

(オランダ )

Maandschrift�Economie

Maandbl.Voor�Account**

Maandbl.Voor�Account**

Maandbl.Voor�Account**

Maandbl.Voor�Account**

Maandbl.Voor�Account**

Maandbl.Voor�Account**

*Betriebswirtschaftliche�Forschung�unt�Praxis　**�Maandbl.Voor�Accountancy�en�Bedrijfshuishoudkunde

（CNC,1973,pp.88-89 より筆者作成）
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� 　これら文献リストから、特にどのような点

が重要な検討課題とされたのかを窺うことが

できる。在外子会社の換算、企業グループ内の

取引、期末の評価などに係る未実現損益の処

理、法的規制との関係、監査、企業グループの

管理体制などの問題がこれである。この中で、

直接、連結会計上の会計処理に関わる問題は、

在外子会社の換算、企業グループ内の取引、期

末の評価などに係る未実現損益の処理であ

る。これら会計問題を、連結会計実務の最も長

い歴史を有する米国と英国の文献を中心に研

究したことが推測される。

（5）労働法（L3324-1 条）に定める従業員利益参

加額は、税引後純利益- 自己資本×0.05 の金

額に付加価値に占める労務費総額の割合を乗

じて算出される金額の50% を参加特別積立金

として積み立てる制度である。税引後純利益-

自己資本×0.05 の金額は、資本に対するリ

ターンを5% と想定し、これを税引後利益から

控除した金額から、労働サービスに対する追

加的なリターンを算定するという考え方であ

る。なお、制度の詳細については、野村,1990,�

440-453 頁を参照。

（6）なお、商法・会社法上、連結計算書類に関し

て、株主総会による審議・決定の義務は2001

年5 月15 日法律第2001-420 号（現行商法典

L225-100 条）により実現している。また、従業

員の利益参加の協約は、業績の悪い子会社の

場合には参加額を付与できないこともあり、

個別企業ごとではなく、グループ次元で結ぶ

ことが可能である。

（7）当該データは、専門会計士・認許会計士協会

（OECCA）の実施した調査によるものであるが、

筆者の調査では、ラファルジュ（Lafarge）は

英国基準（UK-GAAP）を用いている。同社は

1972 年10 月からロンドン証券取引所に上場

しており、同取引所に英国基準に従った連結

財務諸表を提出してきた。ただ、同社の年次報

告書には、「国家会計審議会（CNC）の定義する

連結基礎に忠実でありつつ（adhering）、かつ

英国で一般に認められている会計原則、特に

連結基礎に従い（conforming）」（例えば、同社

の1975 年の年次報告書附属資料『財務諸

表』,p.16）と表現しており、これから専門会計

士・認許会計士協会（OECCA）の実施した調査

は、1986 年CNC 勧告書に従ったものとして同

社を分類しているものと推察される。

（8）この点に関して、COB は1983 年度の年次報告

書において、1971 年7 月以来、連結計算書類の

公表は増加したが、必ずしも質の改善を伴っ

ていないこと、1968 年CNC の勧告書はフラン

ス企業により用いられる連結の方法の実質的

な調和化をもたらさなかったことを指摘し、

その理由として、いつくかの重要な点（特に

のれんおよび外貨表示計算書類の換算）につ

いて、CNC の勧告書は明確な処理基準を示し

ていないこと、その他の点について、勧告され

た方法は国際的に一般に認められている方法

とあまりにも相違していたことを挙げてい

る。しかも、COB は、会社グループの特徴がそ

れ自体異なるならば、連結計算書類の作成方

法の多様性は必ずしも非難されるべきもので

はないこと、重要なのは、連結計算書類の読者

にとって採用された方法が何かを知ることが

できなければならないことを強調している。

COB は、1971 年7 月以降、フランス企業はその

読者に必要な情報を提供していないこと、し

ばしば明確にすることなく「国際的な方法」

やCNC の勧告書を用いていること、しかも一

部を除外して適用していることを確認してい

る。フランスのこのような現状を、「組織され

た多様性（pluralité�organisée）というよりは

混乱した不均質性（hétérogénéité�confuse）

に似ている」と表現した（COB,1984,p.46）。

（9）この点については、大下,2017,25-28 頁を参

照。
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