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財務会計 講義資料 
 

６．負債の会計 

 
６－１ 負債会計をめぐる今日的論点 

１． 負債情報の意義：近年、企業は環境保全のための巨額のコスト負担や法律上の義務を超える

責任を問われるケースが増加している。その結果、将来債務に係る負債の認識は企業価値を評

価する上で不可欠の要素となり、負債の認識のタイミングは情報の適時性、財務の早期是正措

置の有効性を左右する状況になっている。 
   （例）土壌汚染防止法の施行、子会社に対する親会社の有限責任限度を超える責任、破綻し

た融資先に対する銀行の貸手責任（lender liabilities） 
２． 認識すべき負債の範囲：法律的債務に限定するのか、非法律的債務も認識するとしたら、そ

の要件・範囲をどのように画定するのか？ 
３． 新しい負債概念（資産除却債務、環境負債など）：これらは既存の負債の会計基準にどのよ

うな見直しを迫っているか？ 
４． 負債会計の二つの方式（引当金方式、資産負債両建て方式）：両方式を使い分ける基準は何

か？ 
５．従来、負債性引当金の事例とされてきた項目（例：修繕引当金、製品保証引当金）のすべてが

本当に負債たる性格を持っているのか？ 
 
 

６－２ 負債の定義と認識要件 
定義： 負債とは過去の取引または事象の結果として、将来、企業が他の経済主体に経済的資源を

引き渡さなければならない可避不可能な義務  
認識要件（回避不可能な義務の存在を裏付ける要件）： 
 １．法律・契約で履行を強制される場合 
 ２．法律や契約に準じる債務が存在するとみなされる場合（推定的債務： constructive 

obligations） 
    ①企業が、確立した過去の実務慣行、公表した政策または明示的な文書によって、外部者

に対し、ある責務を受諾することを表明しており、 
    ②その結果、外部者が、当該企業はこれらの責務を遂行すると合理的に期待しているよう

な状況の下での義務 
   類似の概念：「禁反言の法理に基づく義務」（ legal obligations under the doctrine of 

promissory estoppel）過去の言行と矛盾する主張を禁ずる法原則 
 
 
６－３ 適用例 
 （ケース１）土壌汚染と推定的債務 
    ある企業は、土壌汚染を引き起こしているが、その企業には土壌汚染を規制する環境法制
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はない。しかし、この企業は環境方針を広く社会に公表し、自らが引き起こした土壌汚染に

ついては浄化することを約束している。また、企業は、この約束を守ってきた実績がある。 
   （判断）推定的債務が存在する。その理由： 
     ①企業自ら、土壌汚染の浄化責任を引き受けると明示的に約束してきた。 
     ②外部者はこの約束ならびに従来の実績に基づき、約束が履行されると合理的期待を抱

いている。 
 
 （ケース２）潜在的な訴訟 
    ある病院の手術中のミスにより、ある患者が死亡した。病院は医療ミスの発生に気づいて

いる。このような状況では過去の経験からも、また弁護士のアドバイスからも。患者の遺族

は訴訟手続きを開始し、裁判になれば病院は過失責任を負う可能性が高いとわかっている。 
   （判断）負債を認識する。 
     ①発生の可能性が高い債務が見込まれる。 
     ②無条件の債務（待機債務：stand ready obligations）が存在する。 
      「待機債務」とは：販売後一定期間の保証付で製品を販売する企業を例に挙げていう

と、この企業は保証事故がどれだけ起こるかにかかわりなく、保証事故に備えた体制を

確保するためのコスト（補修要員の配置等）は不可避的に発生する。あるいは、当社を

相手取って損害賠償を求める訴訟が起こされた場合、裁判の結果による損害賠償債務と

は別に、訴訟に備える体制を確保するためのコスト（弁護士費用等）は不可避的に発生

する。国際財務報告基準委員会（IASB）はこうしたコストを「待機債務」と呼んでい

る。 
 
 （ケース３）広範囲の製品保証 
    ある製造業者は製品購入者に対して販売時点から 1 年以内に起こった製造物の欠陥につい

て無償で修理または交換をするという保証をしている。しかし、過去において販売後 2～3
年経って発生した製造物の欠陥についても、顧客との関係維持のため、無償の修理または交

換に応じてきた。ただし、この事実を広く顧客に周知はしてこなかった。 
   （判断）1 年を超えた製品保証に係る負債は認識しない。 
     ①当該保証を引き受けるという明示的な確約は存在しない。 
     ②1 年を超える保証をすることは一般に周知されておらず、購入者が合理的期待を抱く

までに至っていない。 
 
 （ケース４）アスベストの撤去義務 
    ある企業はアスベストを使用した工場を取得した。取得後、アスベストの除去を義務付け

る法律が国会に提出されたが成立（の時期）は不明である。当該企業は仮に法律が施行され

ても、この工場を売却することによって除去義務を免れることはできるが、アスベスト除去

に伴うコストは売却価格に影響することはわかっている。 
   （判断）法律が施行された時点で除去債務を認識する。 
     ①法律は施行されるまでは債務の存在は不確定である。 
     ②法律が成立・施行されず、この工場を使用年限まで使い続けることによって除去コス
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トを回避できる余地はある。 
 
 
６－４ 負債会計の２つの方式 
 （１）引当金方式（＝費用認識に連動して負債を漸進的に計上していく方式） 
     将来発生する可能性が高い支出額をその原因の発生に合わせて先行期間に費用として

配分し、それと同額を負債として積み上げていく方式 
    （例）負債性引当金 
 
       費用     負債     支出 
 
 （２）資産負債両建て方式 
     将来発生する可能性が高い支出額が見積もり可能となった時点で、その割引現在価値を

現在の負債として計上し、それと同額を資産の取得原価に算入する方式 
    （例）リース負債、資産除却債務（アメリカ、国際財務報告基準） 
 
       負債     （利息）費用      
                         支出 
       資産      減価償却費       
 
 （３）両方式の模式図 
        引当金方式             資産負債両建て方式 
 
                            利息費用 

 
                      資      現在価値へ割引 
                      産 
                      負 
                      債 
                      両 
                      建       
                      て 
     費用（引当金繰入）計上・負債累増       費用（減価償却費）計上 

 
 
６－５ 資産除却債務 
 ＊2001 年 8 月 米国財務会計基準書第 143 号「資産除却債務に関する会計処理」（Statement 

of Financial Accounting Standards No.143, Accounting for Asset Retirement Obiligations） 
 ＊2007 年 5 月 30 日 企業会計基準委員会「資産除却債務の会計処理に関する論点の整理」 
 （１）対象となる事象及び発生原因 
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   有形固定資産の解体・撤去等の処分、原状回復（通常の稼動に起因しない使用中の環境修復

や修繕等は含まない（9、10 項）。 
 
 （２）債務の具体的範囲 
  ＊法律（法令・契約）上の義務＋法律上の義務に準じる義務 
  ＊「法律上の義務に準じる義務」とは「債務の決済を免れることがほとんどできない義務」（13

項） 
 
 （３）わが国の現行の会計基準における除却費用の取り扱い 
  ＊有形固定資産の取得原価に算入するという考え方は採られておらず、当該有形固定資産の残

存価額に反映するとされている。 
  ＊しかし、残存価額がマイナスになるような処理は想定されていない。 
 
 （４）除却債務と除却費用に関する会計処理の考え方 
   ①有形固定資産の除却コストを当該資産の使用に応じて各期間に費用計上し、それに対応す

る金額を負債として認識する考え方（＝引当金処理） 
    （現在の会計処理における適用例） 
      ＊確定給付型の退職給付制度の下で支払われる退職給付に備える会計処理 
      ＊オペレーティング・リース取引におけるサービス利用コストの会計処理 
 
   ②支払いが除却時であっても、除却コストを取得の時点で債務として負債に計上すると同時

に、それと同額を当該資産の使用に付随する不可避的費用と捉え、資産の取得原価に加え

た上で、使用期間にわたって費用配分し、除却コストを含む帳簿価額が回収できるかどう

かを減損会計でテストするという考え方（＝資産負債の両建て処理） 
     （現在の会計処理における適用例） 
       ファイナス・リース取引の会計処理 
 
 （５）資産除却債務の全額を負債として計上する理由 
   ＊有形固定資産の解体・撤去等の処分、原状回復等が法律上の義務として定められている場

合、たとえ支払いが後日であっても、当該企業が不可避的に負担すると見込まれる債務を

計上することは投資情報として有用 
 
   ＊現行の会計基準においても、ファイナンス・リース取引のように、将来の支払い金額・支

払い時期が確定している場合（状況１）、借り手側では、将来のリース料総額から利息相

当額を控除した見積額でリース債務を計上し、それに相当する金額を取得原価としてリー

ス物件を（売買で取得した場合と実質は同じとみなして）資産に計上することにしている。 
 
   ＊資産除却債務は、将来の支払い金額・支払い時期が確定していない場合が通常と考えられ

る（状況２）。このような場合、２つの会計処理方法が考えられる。 
     ①引当金処理： 将来のキャッシュフローのうち、期末までに発生していると認められ 
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る金額を負債として計上する方法 
      （例）退職給付債務：期末までに発生していると認められる金額を一定の割引率およ 

び残存期間に基づいて割り引いた金額を負債として計上している。 
      ②資産負債両建て方法：状況２の場合でも法律上の義務などに基づき、回避不可能な将 

来キャッシュフローである場合は、将来の負担を早期に財務諸表に反映させるという 
趣旨から、将来の支出額を割引後の金額で負債として計上することが考えられる。 

 
 （６）資産除却債務計上の時期 
   ＊費用性の観点から検討する場合、収益費用対応の原則が重視され、除却債務を資産の使用

に応じて計上される費用の相手勘定と捉えると、負債性引当金として漸進的に認識する方

法に通じると考えられる。 
 
   ＊他方、情報ニーズに応じる負債性の観点から検討すると、除却債務は費用計上のパターン

とは独立に認識することが想定され、引当金とは区別されることになる。 
 
   ＊一度でも使用すれば汚染等の除却に係るコストが発生する場合は、除却債務を取得時に認

識することに合理性があると考えられる。しかし、使用に応じて汚染等が発生し、将来、

原状回復のための除却支出が生じると考えられる場合は、使用に応じて除却債務が増加し

ていくと考えることができる。 
 
 
６－６ 退職給付債務 
 ＜以下、詳細は、醍醐聰『会計学講義』第 3 版、10－3－2（223 ページ以下）を参照すること＞ 
 
 （１）退職給付債務の測定 
   ①退職時に見込まれる退職給付債務の総額を見積もる。 
    ＊予測給付債務（Projected Benefit Obligations：PBO） 
      将来の昇給等の跳ね返り分も織り込んだ給付債務 
    ＊累積給付債務（Accumulated Benefit Obligations：ABO） 
      期末までの勤務に基づいて計算された給付債務 
 
   ②当期末までに発生したとみなされる給付債務の見積もり 
     ①で計算した給付債務見積総額×（期末までの勤務年数／退職時までの全勤務年数） 
     または、 
     ①で計算した給付債務見積総額×（期末までの給与合計額／退職時までの給与合計額） 
 
   ③現在価値への割引 
     ②で計算した給付債務額を一定の割引率で現在価値へ割引 
     割引率：安全性の高い長期債券（長期の国債等）の利回り 
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退職給付債務の計算手続きの概念図 
                                      ① 

                                       
                                  将 

          来      
勤          給 

                               務          付 
                               分  ②        総 
                                   帰   額 
                                   属    見 
                    ③割引計算       過    計    込 
              既                去   算   額 
                           発                               勤 
                 生                                務 
                            債                  分 
                務 

 
    入社   既勤務期間   現在    予想残存勤務期間       退職予想時 

 
 
 （２）年金負債の測定 
 
    年金負債（退職給付引当金）＝期末現在の給付債務±未認識過去勤務債務±未認識数理 
                  計算上の差異－会計基準変更時差異－年金資産（時価） 
 
    退職給付債務 ≠ 退職給付引当金（貸借対照表に計上される年金負債） となる理由 

      ①退職給付債務のうち、期末時点での負債として認識されない債務（未認識債務）が存在

するため 

  ＊過去勤務債務：退職給付水準の改訂等によって発生する追加的な給付債務 

  ＊数理計算上の差異：年金費用の計算要素とされる年金資産の期待運用収益と実際の運 

用収益との差異、退職給付債務の数理計算に用いられる見積り数値（退職率、死亡率、

割引率等）とこれらの実績値との差異など 

          これらの債務は平均残存勤務期間にわたって一定の方法（定額法等）で規則的

に費用処理することが認められている。その場合、未処理額は「未認識過去勤務

債務」、「未認識数理計算上の差異」として当期末の退職給付引当金から除外され

る。 

      ＊会計基準変更時差異：新会計基準を適用した際に生じる旧基準の下での給付債務との

差異 

          15 年以内の一定の年数に按分して費用処理する。 
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こうした給付債務の遅延認識（deferred recognition）が認められた理由 

 ①過去勤務は従業員の将来にわたる勤労意欲の向上を期待して行われる給付水準の

改訂等に伴って発生するものであることから、その効果が現われる将来の収益と対

応させて費用処理するのが合理的と考えられる。 

 ②数理計算上の差異は予測と実績の差異のみでなく、予測数値の修正によっても発生

することから、差異を発生時の費用として一括処理することは必ずしも退職給付債

務の状態を忠実に表現しているとはいえない。 

 

     ②年金資産（時価評価）と相殺されるため。 

      （参考）年金資産の運用成果が良好で、年金資産が退職給付債務を超えた場合は？ 

          （「退職給付に係る会計」二の１、同注解１） 

           超過額を「前払年金費用」として処理する。（超過額を退職給付債務から控

除したり、資産あるいは利益として認識したりしてはならない、とされてい

る。） 

 

     以上、説明した退職給付債務と年金負債の計算構造を図で示すと次の通りである。 

      http://sdaigo-kougi.cocolog-nifty.com/nenkinfusai_no_keisankozo.pdf 

 

 

６－７ 製品保証引当金 

 （１）定義：販売後一定期間内に生じた故障や欠陥等について無償で補修を行うという特約付で製

品を販売している企業が、将来行う補修等の義務を現在の負債と認識し、負債性引当金として

計上するもの。通常は、過去の故障率や補修コストを考慮し、毎期の販売実績に応じて製品保

証引当金へ繰り入れる金額を費用として計上する。実際に補修等を行う時点で製品保証引当金

を取り崩す。 

    仕訳で示すと、 

     製品販売時： （売 掛 金 等）××   （製 品 売 上 高）×× 

     同 決 算 時： （製品保証引当金繰入額）××   （製 品 保 証 引 当 金）×× 

                ＜費用の発生＞             ＜負債の発生＞ 

     補 修 時： （製 品 保 証 引 当 金）××   （現 金 預 金 等）×× 

               ＜負債の消滅＞           ＜資産の減少＞ 

 

 （２）製品保証引当金の負債性をめぐる諸説 

   ①負債性引当金説 

    ＊わが国の企業会計原則注解 18 では、資産の部または負債の部に記載する「引当金」の一

つとして「製品保証引当金」を掲げている。ここから、製品保証引当金は負債の部に記載

される引当金（負債性引当金）とみなすのが通説になっている。 

＊それは、個々の製品あるいは顧客ごとにみれば補修事故の発生は偶発事象であり、発生の

可能性が高い将来の経済的犠牲とはいえないが、販売している製品全体からみれば、過去

の実績等に基づき販売した製品の一定割合につき補修事故が発生することが確率的に予
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見できること、そうした発生の可能性が高い将来の支出見込額は負債の定義を満たすと考

えられたからである。 

＊また、製品保証引当金は、当期の製品売上（収益）に係る保証コスト（費用）を将来の支

出時にではなく、当期の費用（引当金繰入額）として計上することによって収益費用の対

応を合理的ならしめるための「会計的負債」といった説明もなされてきた。 

 

②前受金説 

 ＊しかし、少数説とはいえ、製品保証引当金の負債性を認めながらも、それを負債性引当金

としてではなく、「前受金」として処理すべきと説く見解が存在する。 

 ＊「前受金」説の立論の前提は、補修の保証は無償のサービスではなく、販売価格の中に補

修費見積額が織り込まれていると解釈する点にある。 

 ＊保証付製品の価格にアフタ－サ－ビス・コストが含まれているという解釈は、保証なし製

品と保証付製品の間に明確な価格差が形成されるという事実からも裏付けられる。 

 ＊とすれば、製品売上高の中にどれほどの保証サービスの対価が含まれるかを、過去の実績

から見積もり、次期以降に実際の補修等が行われるまでの間、その対価部分を「前受金」

として控除する会計処理が経済的事実の忠実な表現といえる。 

 ＊製品保証の会計処理を律するのは「費用発生主義」ではなく、「収益実現主義」である。 

  なぜなら、アフタ－サ－ビスに係る対価は製品販売時に受け取っているが、それはアフタ

－サ－ビスという反対給付を提供するまでは未実現の収益とみなされるからである。 

 ＊この場合の仕訳の取引要素は次のようになる。 

     製品販売時： （売 掛 金 等）××   （製 品 売 上 高）×× 

                             （前 受 金）×× 

     補 修 時： （前 受 金）××   （アフタ－サ－ビス売上高）×× 

         （アフターサービス売上原価）××   （現 金 預 金 等）×× 

 

   （参考文献）製品保証引当金の性格については次の文献を参照 

     ＊太田正博「引当金会計の研究（１）――接近方法と製品保証引当金」『商学論叢』（福岡

大学）第 28 巻第 3 号、1984 年 1 月 

     ＊松本敏史「製品保証（工事補償）引当金の負債性の再吟味――引当金処理と前受金処理

――」『同志社商学』第 37 巻第 2 号、1985 年 8 月 

 

 

６－８ 負債の認識要件の再検討（まとめ） 

 （１）費用認識と負債認識の関係 

   ＊ある時点で費用を認識・計上することが、ただちに負債の認識につながるわけではない。な

ぜなら、費用計上（借方項目）の相手科目（貸方項目）は「負債の発生」と限られるわけで

はなく、「資産の減少」（減価償却累計額など）、「純資産の増加」（ストック・オプションの

ケース：新株予約権）というケースもありうるからである。 

     （減価償却費）××     （減価償却累計額）×× 

      ＜費用の発生＞          ＜資産の減少＞ 
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     （株式報酬費用）××     （新株予約権）×× 

 ＜費用の発生＞         ＜純資産の増加＞ 

 

   ＊また、ある時点で負債を認識・計上することが、ただちに費用の認識につながるわけではな

い。なぜなら負債計上（貸方項目）の相手科目（借方項目）は「費用の発生」と限られるわ

けではなく、「資産の減少」（ファイナス・リースの会計、資産除却債務における資産負債両

建て方式など）、「収益の控除」（製品保証引当金における前受金説など）というケースもあ

りうるからである。 

     （機械装置等）××     （リース債務）×× 

＜資産の増加＞         ＜負債の増加＞ 

 

   ＊以上から、負債をいつ、どのような要件で認識するかは、費用の認識とは独立に検討されな

ければならないといえる。 

（借方）費用     （貸方）負債性引当金、という組み合わせは自明ではない。 

 

 （２）負債の認識は「配分の論理」に基づくのか、「評価の論理」に基づくのか？ 

   ①「配分の論理」に基づく負債の認識 

    ＊将来発生する可能性が高い支出（経済的資源を引き渡すという犠牲）を見積もることがで

きる場合でも、負債の認識要件の一部とされている「過去の取引または事象の結果として」

という要件を根拠に、当期末までに発生（累積）したとみなされる義務を当期末現在の負

債とし、将来の取引または事象の結果として企業が負担する義務を将来の負債とみなす考

え方 

    ＊収益費用の対応という損益計算（費用性）の観点から負債の認識問題を捉える見地 

     （例）資産除却債務に係る引当金方式、確定給付型の退職給付債務の会計処理 

 

   ②「評価の論理」に基づく負債の認識 

    ＊将来の取引または事象の結果として企業が負担する義務であっても、その負担を回避する

ことが事実上不可能で、かつその負担額を合理的に見積れる場合は、現在の負債として認

識すべきとする考え方 

    ＊情報の適時性、有用性（負債性）の観点から、費用認識の問題とは独立に負債の認識問題

を捉える見地 

     （例）資産除却債務に係る資産負債両建て方式、ファイナス・リースの会計処理 

 

   ③わが国の現行会計基準の問題点（ここでは、確定給付型の退職給付債務の会計処理を取り上

げる） 

 

「配分の論理」（費用性の観点）と「評価の論理」（負債性の観点）が混在しているの 

ではないか？ その結果、会計情報の有用性が損なわれているのではないか？ 
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    ＊給付債務の総額を PBO で算定    「過去の取引または事象の結果として」という負

債認識の要件を前提にしたならば、この要件から逸脱していると考えられる「将来の昇給

分」まで在職年数に応じて現在の給付債務に按分するのは「配分の論理」に照らしても正

当化できないのではないか？  

     

 ＊むしろ、将来の勤務に対応する企業負担分であるとしても、その負担を回避することが事

実上不可能で、かつその負担額を合理的に見積れる場合は、将来の負担分も現在の負債と

して認識する「評価の論理」を前提にして正当化できるのではないか？ 

 

    ＊過去勤務債務等を遅延認識する（当期末現在の年金負債から除外する）点    「評価

の論理」を採用すれば、過去勤務債務等もその負担を回避することが事実上不可能で、か

つその負担額を合理的に見積れる給付債務といえるから、遅延認識は正当化できないはず 

 
    ＊にも拘わらず、遅延認識が容認されたのは、 

（a）過去勤務は従業員の将来にわたる勤労意欲の向上を期待して行われる給付水準の改

訂等に伴って発生するものであることから、その効果が現われる将来の収益と対応さ

せて費用処理するのが合理的と考えられたこと（＝収益費用の対応原則に基づく「配

分の論理」） 

（b）数理計算上の差異は予測と実績の差異のみでなく、予測数値の修正によっても発生

することから、差異を発生時の費用として一括処理することは必ずしも退職給付債務

の状態を忠実に表現しているとはいえないこと（＝原因事象の発生に着目した「配分

の論理」） 

によるものと考えられる。 

 


