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集合的農業経営における会計の実体  

嶋形成と運営の会計的考察¶  

貝  原  基  介  

1 は  し  が  き  

わが国において・国民生活上今後も国内農業が必要であり，それが成長と構造変化を伴な  

いながら発展する国民経済の中で存続するためには・農業における労働生産性が高まること，  

および農業者の所得が増加するという二つの必要条件をもつという見解は，一般的に肯定され  

るように思われる。   

しかしながら，わが国農業は，制度的に自作農主義を基調とした家族的農業経営として営な  

まれていて，農業経営が，その正統的発展として，この二条件をみたすように経過していると  

いうことについては，かなりの疑問が提起されるであろう。   

農業者の所得は・むしろ変則的に，兼業をも含めた合計所得ないし，家族の自営農業外から  

の所得をも集計した総合所得として増加する傾向をもっている。このことば，第1に農林省の  

農家経済調査における『農業依存度』が，年々低下し，昭和35年の55．0％から昭和45年には  

36・5％となったこと。第2に，農林省農林業センサスにおける『専業農家』が減少し，絶対数  

では，昭和35年に2，078千戸あったものが，昭和46年にはその僅か38．4％の798千戸になり，相  

対数では，昭和35年に総農家の34．3％あったものが昭和46年には僅かに繚農家の15．2％となっ  

たとこからも推察されるであろう。   

このような兼業農家，結局は兼業的に営なまれる農業経営の増加は，それらの経営組織（作  

付組織）において稲作に傾斜した単純なものへすすんでいく。また，それは，個別的にいえば  

農業において農産物の生産原価を低下させるような農業機械利用に対する経済的制約である。  

しかし農業槻械の発達によって，その利用を中心として，他面でほ組合やその他による集団栽  

培や請負耕作の成立を促進し，この側面からみれば，農業経営は拡大された単位において営な  

まれるようにもなっているとみなさなければならないことになる。   

自作農を基調とした家族的経営の発展にとっては，たしかに変則的な発展ではあっても，こ  

のような事実に対しては・十分説明される理由があるように思われる。むしろ，わが国におけ  

る国民経済の動向と，農業および農民に対する諸条件の下では，変則的なものが，普遍的とな  

っているとさえ考えなければならない。  
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したがって，本稿は，多数の兼業的農業者と，何等かの形態において集合的に拡大された規  

模での運営という二つの事象の存在に対して，農業経営の会計的接近による解明を試みようと  

している。換言すれば，このような二つの事象が重複的におこっている中で，個別の経営と共  

同的集団との関係について会計的考察を加え，多数の兼業的個別経営と集団的農業経営に関す  

る簿記的統合を通じて，農業経営管理規模拡大の可能性を検討する。  

2 農業生産における共同利用組織の会計  

農業生産における共同利用組織は，農家の集団が農業機械，施設等の所有または利用に関す  

る規約により結合している組織であると定義されている1）。対象となる機械や施設は，まさに  

新しく導入するものが多いけれども，この共同利用組織は，農村の伝統的要因を基調にした規  

約によるものが多く，新しい機械等の導入初期や特定の種類の機械や施設に限定される傾向を  

もっている。   

わが国の農業簿記慣行では，対象となる農業機械や施設は，集団を構成する個別経営の持分  

として，持分のみを固定資産とし，それに関する費用は，その減価償却費とする取扱いであっ  

て，いわゆる共有の耐久生産財とみなしている。   

共有の耐久生産財を設定するための投資は集団を形成する各々の農業経営の合議で決定せら  

れ機械の購入や施設がつくられる。その使用については，設けた規約にもとづき，各個別経営  

が持ち廻り的に利用する形態や，各経営から労働を提供し，機械や施設を利用して集団を構成  

するすべての個別経営に対する作業を行なう形態などがある。   

前者は，稲作において，動力脱穀機や籾すり機が出現した当時きわめて一般的にみられた形  

態であり，後者は同じく稲作に，農薬が大量に使用されるようになった初期の防除機利用にお  

いて広くみとめられた形態である。   

さて，こうした対象を集団的に所有し利用する組織を一つの会計実体とし，機械や施設をそ  

の所有とみなすなら，簿記的な取扱いは多少異ることになる。集団における個別の経営は，前  

述のばあいのように共有分として，それを固定資産に計上しないで，出資という資産に計上する○  

共同の組織は，その黛借対照表において，貸方に資本として個別の経営の出資集計額を計上し，  

借方に機械や施設を固定資産として計上する。費用化する資産部分は減価償却として資産の貸  

方に記入し，同時に損益の費用として計上する。この費用を集団の経営における費用として配  

分し徴集するなら，個別の経営は機械や施設の利用料金として費用に計上し・その代金を共同  

組織に支払う。これを現金で支払うとしよう0共同組織は，それを収益に計上する0減価償却  

費を個別経営に配分したのであるから，収益の集計額と費用は一致し純収益は零となる0つま  

り，共同組織と集団の各経営の関係ほ，共同組織が，集団の各経営に原価で役立ち，共同組織  

における純収益はない。共同組織にとっては，集団の個別経営から利用料金として支払われた  
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現金ほ資産であり，共同組織の資本は一定に維持され，集団の各経営における出資は，同時に  

一定の資産として維持される。ところが，共同組織を一つの会計実体とし，集団をなす各経営  

が持分を出資に計上しても共同組織が減価償却を計上し，それを利用料金として収益に計上し，  

各経営から徴集しないなら，前述の共有のばあいと同じ扱いをしたことになる。つまり事実は  

共有の資産は減価償却だけ減少し，減価償却費だけが費用として累積し，当然に資本はそれだ  

け減少する。この減少は当然に各経営における出資とした持分の価値低下である。したがって  

各経営は共有資産の減価償却として，費用に計上し，出資に対する減価引当金を設けるか，直  

接出資金として計上した金額の控除を計上しなければならないことになる。   

共同組織が，減価償却を計上して，いわゆる資本維持の会計を明確にすることは，当然に，  

各経営の会計に対して必要なことである。それにもかかわらず，多くのばあい単なる共有とし  

て，共同組織の実体が簿記的にも合理的に扱われていないという事実は，こうした共有の共同  

組織が，長期継続的なものとして取扱われ，機械や施設の更新にまで及ぶものでないという理  

由によって説明されるかも知れない。第1に，そうした機械や施設が初期的な導入過程として  

の意味をもっそいること，第2に，農業機械や施設について革新的進歩があり，一方貨幣価値  

も変化し，更新よりも共同組織の解体，改組，再編が問題となり，むしろ，当の機械，ないし  

当の施設に限定した短期的共同の組織として形成されたものと認められる傾向が強いこと。な  

どである。   

以上の考察はト形成している共同組織と集団の各経営との簿記の様式ないし形式的な扱いで  

あって，この限りでは，共同組織の簿記と集団の各経営の簿記の間に何等問題はないといって  

よい。ところが，共同組織と各個別の経営については，会計的な困難な問題が起り得るのであ  

る。   

さきにあげた稲作に動力脱穀機や祝すり機が出現した当時，共同の組織としてそれが導入さ  

れたのは，共同組織，それを構成する集団の各経営とにおいて上記簿記形式的に簡便に取扱う  

ことができるような条件にあったためであろう。つまり，他の経営組織（作付・作業組織）は  

そのままで，きわめて能率的な動力脱穀機や祝すり機を導入したばあい，機械と集団の大きさ  

にも関係するが，集団における各経営は，これまでの作業方式においてそうした作業が行なわ  

れた。つまり，集団構成員は，従来の作業体系に変更がされていないという条件で，作業と，  

それが行われる日時について，日時の選択が無差別的で，共同組織の単位サービス（単位作業）  

が各構成員に同質である。したがって共同組織が，同じ単価で集団構成員に利用料金の負担を  

するとしても問題はおこらないのである。ととろが，集団構成の経営が，共同組織の利用によ  

って，当の作業が著るしく短時間で完了することを前提として，経営の組織を改めていくとす  

れば，条件は著るしく変わることになる。もしもわらを加工するようにした経営，牛を導入し  

て，粗飼料や敷わらとして，わらの利用を計画する経営，間接的にではあるが，共同組織の動  
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力脱穀によって節減し失業化する家族労働を別に投入して野菜作を計画する経営等となれば，  

それぞれの経営において脱穀作業日時選択無差別の期間は著るしく縮少する。共同組織にとっ  

ては同じ動力脱穀機の使用であ？ても，個別の経営にとって・日時選択無差別の期間外に・そ  

れを利用することになれば，それによる収益の低下や付加的費用を伴なうことによって期待し  

く た額よりも小さい純収益が実現することになる。わら加工や家畜飼養にわら利用を計画してい  

る経営に脱穀時期がおくれるなら，加工の生産期間が縮少されて，生産量が小さくなるか・1早  

期に脱穀した経営から購入するとか，借入して後に返却するという方法をとることになる。家  

畜飼養にとっても代春物を購入使用するか，借入して後に返却する方法をとらざるを得ない0  

借入，返却には付加的労働が加わることになる。野菜作をしている経営に期待した期間外の利  

用となれば，野菜作の管理を省略するとか，雇用労働によって代替しなければならないことに  

なる。   

いままで述べてきたような共同組織は，たとえそれを会計の実体とするとしても，すべて，  

集団構成員の経営に役立つためのものであり，その主体は，いわば同一の集合をなしている。  

したがって，共同組織の会計実体は集団的意思によって決定されると考えられている0この意  

味では，共同組織と集団の各経営の経営計画の設定については，一応矛盾はない筈である。し  

かしながら，多くのばあい共同組織と集団を構成する個別の経営との間において，会計的事象  

の適切な認識を含む会計情報組織が形成されているわけではなく，各々の経営が得る共同組織  

の利用効果を各々の経営においてみた価値を均等にさせるような時間的利用計画について，集  

団的個別経営の計画策定に関する調整を経て，共同組織の利用が計画されているわけではない。   

っまり，現実には共同組織と集団の各個別経営とに関する会計情報組織が不完全で，個別経  

営にとっては，利用価値が同じでないにもかかわらず共同組織としては，同じようにそれを判  

断する傾向がある。このように，共同組織と集団の各個別経営とについて，内部的に・同一事  

象の会計的認識にちがいをもち易いという事実ほ重大である0   

各々の個別経営は，資産の構成，経営者のもつ技術とか能九年令，家族構成のちがい等々  

において，きわめて異質的である。これらは，共同組織が提供する利用が同一であっても，そ  

の利用の時日等において各々の個別経営に，ちがった会計的評価をさせ易いことになる0   

このような内部的条件に加えて，外部的に機械の供給が発展し，－そう性能のよい小型機が  

市場に出るようになると，比較的小さい資金調達でその導入が可能となる条件も加わって，共  

同組織から離脱して，少数の構成員で構成する組織を形成するか，あるいは，さらに個別的に  

導入，利用するようになる。   

少数の構成員で小型化した機械や施設を利用する組織は，個別経営において・当の固定財利  

用の料金が高くなるとしても，個別の経営にとっては，共同組織によって提起される利用につ  

いて，一そう大きい選択の可能性を与えられることになり，利用効果の最も大きいような利用  
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日時についての，選択が無差別の時点で，それを利用できる可能性を増大することになる。そ  

れ以上に，共同組織の利用と，各個別経営の計画について意思の疎通が容易な集団を形成する  

ことに意味があると思われる。つまり，会計情報組織が整備される方向をとらないで，個人的  

つながりにおいて，経験を基礎とし，共同組織の会計と集団を形成する各個別の会計相互に意  

思疎通が可能な形態を形成するのである。   

防除についても，農薬が進歩し，液剤から粒剤となり，軽便な撒布機の供給によってかつて  

の組織が，解体，再編される傾向にある。また，さいきんでは，大型トラクター，大型コンバ  

インに関する共同組織が解体して，小型乗用トラクダTや，自脱コンバイン，田植機利用の少  

数構成員による共同組織や，個別経営の導入がすすむ傾向にある。   

1）農林省農林経済局統計璃査部『農林水産統計調査用語集』参牌  

3 鼻薬生産における委託作業の会計  

個別の経営が性能の高い機械，たとえば乗用型のトラクターや自脱型コンバイン等を購入し  

たばあい，その経営の規模が大きくないならば，それらの機械を正常な状態で，当の経営以外  

の作業にも使用できる容カをもつことが多い。こうしたばあい，この経営者は近隣の農業経営  

の求めに応じて，作業し，料金を受取る。機械の使用と，運転者の労働との組合せによる作業  

に対して料金を受取る取引であって，これを請負仕事（customework）と呼んでいる。請負仕  

事の価格は，需給両側の事情により成立するが，仕事を諸負う側からみれば，機械の減価償却  

部分，燃料・オイルその他の流動費と労働賃金がその主要原価部分となる。当の農業経営にお  

いて，機械の運転をする人の労働について，雇用のカをもたず，稲作期間にかなりの失巣をも  

つなら，この労働が経営外において働き得る可能労働賃金率に燃料・オイル等流動費を加えた  

合計が，供給側からみた請負仕事の価格の下限である。つまり減価償却分を回収し得ないよう  

な低価格であっても請負仕事を引受ける理由があるといえることになる。   

委託する側にとっては，料金を支払って，仕事を請負いによってすすめる可能性をもつこと  

ば，当の経営にとって直接作業を実施するか，間接的に，作業委託において代蕃される家族の  

労働等を，経営の他の部門へ投入することや，兼業に投入してあげる収益とを比較選択し得る  

ことを意味する。したがって委託する側の請負仕事に対する価格の上限は，その機会費用であ  

るといってよい。   

請負仕事は，田植や稲刈り等として古くから行なわれ，作業を委託し，作業の量に対して労  

賃を支払い，料金を支払う側にとっては，労働雇用の一形態とみなされていた。   

さいきんのように，新しい能率的な作業機械が開発され供給されるにいたって，仕事は安定  

的にすすめられ，いわゆる自家労働で実施する以上に効果的に行われるようになると，むしろ  

仕事を委託する側の事情によって農業の請負仕事がかなりおこなわれるようになる。  
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っまり，農業経営が多数の兼東的経営として営なまれるようになり，兼業による収入が安定  

し増加すると，これら兼業的経営は，請負作業の需要を増加させる傾向をもつ。   

請負作業として委託する経営では，その資産を運営し，農産物生産をめざして損益取引とし  

て料金を払い農作業をすすめている。生産された農産物の売上は収益として計上され，請負作  

業に対する支払いをも含めて，その収益に対応する費用が計上され損益計算がおこなわれる。  

委託する作業が生産行程の全般におよぶなら，この経営の資産ほ，土地と当座資産で運営でき  

ることになる。   

作業の請負いが自作農であるなら，その経営では，請負作業に対して受取る料金は収益であ  

り，農機具の運転に費消される燃料・オイル等は費用である。家族労働であっても労働投入を  

すべて費用とする会計では，請負作業の労働賃金を費用に計上する。このばあい請負による純  

収益は料金から労働賃金部分を差引いた額となるから，会計の実体を企業的なものとする農業  

経営では，請負いによって受取る料金から労賃部分を差引いた額を収益に計上する。   

作業が請負われ，経営資産の機械が－そう多く利用され，収益をあ吼家族の労働も追加的  

に雇用されることになる。この意味で請負いぼ，当の自作農にとって変則的ではあっても，規  

模の拡大，雇用の増大となる。   

作物栽培に関する請負作業といっても，すべてを請負作業として委託するならば，委託者の  

純収益は，地代と，委託作業によって生産したとはいえ，農産物の生産を計画し実施した管理  

業務と危険負担に対する利潤部分とみなされる。したがって，土地を利用した作物栽培を行な  

う経営過程において，農作業の委託一受託の関係は，その極限において，実質的には地主一  

耕作者と類似したものとなる。   

農業経営における作業の委託一受託の両者に関する簿記の形式的扱いはこのように単純では  

あるが，農地に対する制度的条件の下でおこっている事実の会計的解明はきわめて複雑である。   

農作業の一部分ないし大部分を請負作業として委託を求める経営にあっても，土地の所有・  

耕作に関する権利は，現在と同様のものを保持しつづけることを条件とし，単に一つの作物栽  

培行程の一部ないし大部分の作業実行を取引しているに過ぎない。したがってこうした方式の  

運営でほ，土地利用に関する作付組織の問題が疎外された条件において行われ易い傾向をもっ  

ているといづてよい。   

したがって，稲作に単純化される兼業的経営が増加し，しかも稲作に対する作業機が発展す  

るにつれて，請負作業を含めた大きい規模の稲作運営が，米の生産原価を低下させ，作業を委  

託する側も，作業を受託する側も，ともに利益を増す可能性をもつようになる。  

4 農業経営集合の管理運営組織の形成とその会計実体  

請負作業の委託を求める経営が多くなることば，自作農ないし自営耕作者が，その経営運営  
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に，自分ないし，その家族の労働投入を減少し，しかも農地に関する権利を維持しつづけよう  

とするところに主な理由があるといってよい。作業の請負い手としては，個別の自立経営もあ  

り，さらに農協を背景とし，農作業の代行，請負，委託その他の業務を行なう組織その他があ  

る2〉。   

しかしながら，このような農作業の請負いについては，委託一受託という基本的対立関係が  

成立し，しかも多くは，委託者多数，受託者少数という関係となり，委託一受託が必ずしも委  

託者を満足させるようにすすむわけではない3）。そこで委託に対して受託が，その代理機関な  

いし，同一意思決定機構をもつような組織をつくり，（1）農地における権利を維持し，（2）経  

営への労働投入を低下させ，兼業化，つまり非農業への労働の配置転換をすすめ，（3）農業経  

営の運営規模を拡大し，新しい施設や農業機械を高い効率で経済的に使用し，労働の生産性向  

上と，農産物の低原価生産の可能性をつくるような経営管理運営が形成されるようになってい  

る。こうした組織には，作業の委託を求める経営が集団において別の組織体を形成し，これが  

各々の経営の作業代理機関として実施するもの，つまり兼業経営の度を高めても依然として会  

計の実体として損益計算の担い手であるという意味で独立型4）とよぶものと，委託を求める多  

くの経営と，受託可能な経営の両者が融合的に一つの営農単位を形成し，集団的ではあるが単  

一の意思決定機構において，上記3つの機能を発揮する集団型6）のものとがある。   

後者には，（1）集合から単一の組織へと変化し，その構成員となるものが，主として非農業  

に従事するようになったばあい，なお農地に対する権利を維持できるであろうかという点，お  

よび（2）家族が構成員となるのかどうか，経営者の家族が単一組織の構成員となるとしても，  

また構成員から除外されるとしても，ともに単一組織の運営上困難な問題をもつことになる。   

とくに第2の点については，単一の組織を形成するとしても会計の実体が何であり，その目  

標は何なのか，必ずしも明確にすることができない。さらにこの集団経営の労働需要に対して，  

構成員（およびその家族）の労働供給が上廻るばあい，どのように取捨選択して雇用するのか。  

このばあい構成員の生産への貢献と，労働賃金率ないし経営成果のそれらに対する配分につい  

て，不満のおこる可能性が大きい。   

これは兼業の機会が十分にあり，当の農業経営に対する構成員，およびその家族の労働供給  

が小さく，経営の労働需要を下廻る傾向にあるばあいにおいてのみ，問題なく運営されるよう  

に思われる。   

これに対して，前者は，たとえ兼業的であっても，独立的個別経営があり，その集団的代理  

機関がつくられた両者の集合である。各々の経営が集団において形成した作業代理機関に作業  

を実行させるとしても，各々経営側において，請負の程度を決定する自由をもっている。した  

がって，個別の経営主や家族の希望にもとづいて，各々の経営に多少ともそれぞれの雇用がで  

きるようにとどめることも個別主体的に可能であり，さらに各々の経営が，別の生産物を生産  
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するように，個別的な自発的，創造的活動を行なう余地をもっているともいえる。   

各々の経営が集合において形成した作業代理の実施機関に，多数の個別経営から作業の請負  

等が要求される結果，各経営に平等に最も効果のある請負作業を実施するため，予め集団の各  

経営について，作業時期が配分され，1時に重複しないよう調整活動をしなければならない。  

この代理機関ほ，既に述べた共同利用とは異って，集団で決定された意思の範囲内で自ら判断  

し行動する主体である。したがって受動的に各経営からの作業委托に応じるばかりでなく，す  

ぐれたスタッフを常置して各経営の作業を請負い，その実施の記録をもつから，すすんで各経  

営の簿記の記帳・整理を代行することもできる。さらに各経営の分析をし，次年度の経営計画  

に助言を与え，それをつくることにも協力し，予め作業請負についての希望を聞くこともでき  

る。こうして，集合の経営のすペての経営計画と作業の請負希望に関する情報が得られるから，  

集合全体について，希望に応じて作業を請負い，円滑にそれが実施できるよう，個別の経営計  

画の変更を経営に働きか仇 集合に一つの単位として，一応の管理運営秩序を与えることがで  

きる。各経営の代理機関であるから，この機関自身の目標，つまりその資本を維持し，資産を  

運営して，できるだけ多くの請負作業を，しかも各経営の時時の求めに応じて，公平に実施す  

るよう活動する。   

こうした，経営集団の形成はすでに提唱されている8）。わが国の農業にとって，進歩した施  

設・農業機械を効率的かつ経済的に利用するよう農業経営の管理運営規模を拡大し，農産物の  

生産原価を低下する可能性を与える意義は重大である。自立経営において，それを実現するこ  

とは，現実の条件（つまり兼業的耕作者が，農地に対して持つ権利を手ばなして，完全離農し  

ないで，営農により所得をあげ，かつ農地をきわめて価値の高い財産として持ちつづけようと  

する。）7〉によって阻止されている。   

家族的自作農を基調としたわが国の制度の下で，農業経営を，個別所有の現状維持と，集団  

管理運営組織の編成によって進歩させようとすることについてほ，多くの問題があることはい  

うまでもない。それにもかかわらず，そうしたものの実在と，その発展についての理論的可能  

性を見出す意味はきわめて大きい。  

2）『大川農事協同株式会社の現況』昭和44年4月参照  

3）上記大川農事協同株式会社は事業実績が当初計画した作業量よりも低かった理由として，「作業時  
間の競合，委託者が時間まで要求した。」ことも挙げている。『前掲書』3頁  

4）宮崎俊行教授の「耕作事業主体不変塾」とほぼ同様である。宮崎俊行『請負耕作と農業生産法人』  
第一部夢二章   

5）宮崎俊行教授の「耕作事業主体変更型の団体型」とほぼ同様である。『上掲書』  
6）宮崎俊行教授「農業経営管理法人」の提唱，『前掲書』135頁以下参照  

『西ドイツ農村解放論』のびゆく農業355，安達生恒『マシーネンリングと西独農政の新しい道』参應  
7）西ドイツ バイエルン州食料農林省も「インフレーションや通貨調整を経て明白になった願望，す  

なわち農地を財産として保有したいという願望を満すこと」を認めている。『バイエルンの道』のび  

ゆく農業374，19頁参照  
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