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農家における記帳と会計認識に関する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経営史的考察

一十勝中札内村における事例一

瞬　路　和　則

1．課題と方法

2．農家における記帳の実態

　1）調査農家の記帳実態

　2）経営簿記帳農家の記帳展開

3．農家における記帳の動機づけ

　1）経営移譲の視点からの分析

　2）経営展開の視点からの分析

4，、農家の会計認識に関する一試論

　1）記帳内容・利用の実態とその変化

　2）記帳からみた農家の会計認識とその成熟

　むすび

ユ．課題と方法

　農業簿記様式の研究は、　「単式から複式へ」　「農家簿記から農業経営簿記へ」と

いう系譜をたどり、近年では原価計算までも包括した複式農業簿記も発表されるよ

うになった。しかし、こうした研究によって作成された簿記もそこにおける適用条

件の吟昧がなおざりにされ、農家自身がどのような記帳をしていて、どのような会

計認識にあるのかといったことは、十分に把握されないままであったといえる。農
業簿記の研究が進展する～方で、依然として農家の簿記記帳率が低いという事実潔、

こうした状況の反映とうけとめることができるQかつて横井職敬は、簿記を「濤人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）
の杖」にたとえ「簿記を具へざる経営主は間違なく経営の正道を踏むことが難しい」

と簿記の効用を説きながらも、当時海外より紹介された簿記を農業に導入すること

について「資本的経営ならざる小農に於ては、果してその意味が徹底しないに網違
なかろ碧」と懐疑的な見解を示したが、これは簿記の適用条件を当時の小農に照ら
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して考えたうえでの結論であったといえる。

　「企業的経営」が志向される現在．開発・普及を試みられる農業簿記の適用条件

を考えるうえにおいても、また企業経営としての会計管理を考えて行くうえにおい

ても、農家の記帳行為、会計認識について実態を把握し、その成熟について考察す

ることは極めて意義のあることであるといえる。従って本論文では、農家という記

帳主体からの基礎的な接近として以下のような課題を設定したい。

　（1）農家における記帳の実態を把握したうえで．記帳の動機づけについて．どの

　　ような場面で記帳が開始されるのか、農家の経営史をたどることにより考察する。

　（2）記帳の内容と利用の仕方を通じて、農家がいかなる会計認識にあるのか、ま

　　たそれはどのように成熟するものなのか考察する。

　以上の課題については、十勝の中札殉村における農家の事例を素材として接近を

試みることにする。

　本論に入る前に、調査対象地の中札内村について若干、触れておくことにしたい。

中札内村では、昭和35年より法人化が進み、現在では48の生産法人が存在している。

この法入の大部分は「協業法人」と呼ばれるもので、複数以上の世帯の出資によっ

て設立された有限会社法人であり、各世帯はそれぞれ「事業所」として独立してお

り、土地など財産については事実上個入のものとして各々が利用・管理している。

経理面では、各事業所の決算を積み上げ、法論としての所得申告をすることになっ

ている。つまり、申札内村は、戦後の複式簿記の台頭・普及の要因のひとつにあげ

られている法人化の代表的地域といえるのである。

ユ，農家における記帳の実態

　1）調査農家の記帳実態

　昭和59年に実施した調査から、記帳の状況についてとりまとめたのが表1である。

これによると作付図については16戸申すべての農家が記帳しているが、これは農協が

提出を求める営農計画書に作付図を画くようになっていることが作用していると考

えられる。労働日誌については、11戸の農家が記帳しているが．畑作経営において

記帳率が高く．酪農経営において低いという状況である。家計簿については、半数

の農家が記帳しているという結果になっており、経営簿については、わずか3戸の

農家が記帳しているのみであった。
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（表1）　調査農家の記帳状況

経営形態 　帳
_簿ﾆ番号

作付園 労働日誌 経営簿 家計簿

そ　の　他

?　　　　簿

税申告

備　　　　　考

1 ○ 0 白色
昭36　法入加入
ｺ42　法人脱退

2 ○ ○ ○
（圃場別管理
@　作業記録緩） 白色

3 ○ O ○ 青色 昭36　法人加入

4 ○ ○ ○ 青色 昭36法人加入

5 ○ △ △
　青色
i昭54より）

6 0 △ ○ 収量まとめ帳 白色 昭36法人加入
ｺ40法人脱退

7 ○ ○ ○ 青色 昭36馬入加入

8 ○ 0 青色 昭36法人加入

9 ○ ○ 青色 昭37　法人加入

10 ○ ○ 青色 昭36法人加入

11 ○ ○ ○ ○ 作業技術簿 　青色
i昭45より）

12 ○ ○ 白色 昭36法人加入
ｺ40こ入脱退

13 ○ ○ 白色

14 ○ ○ ○ 昭45～54龍
ｺ55より白色

昭36　法入加入
ｺ45　法人脱退

酪　　　　農

圭5 ○
難

○
楽乳牛管理及び系
@丁丁取引帳

　青色
i昭55より）

歎決算時に補助的に利用

16 ○ △ ○ 乳牛管理帳 青色
昭36　法人加入
ﾐ53　1戸法人化

計
1身， 1著、 ％、 1雪6

注）○は現在記帳を実施しているものを示し、

　　△、Oは過去に記帳経験があることを示す。

　農家の簿記記帳率の低さは、しばしば指摘されることであるが、この調査の結果

からみてもそれは妥当しているといわざるをえないQしかし、作付図・労働臼誌に

ついては、かなり高い記帳率を示しており、これらの記帳の中に経済的記録が含ま

れている可能性がある。このような記帳内容については、第3章で述べることとし
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たい。

　ここで、経営簿を記帳している3戸の農家（⑦、⑪、⑭番農家）に注目してみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
と、税申告は青色申告、もしくはその経験者となっている。また、経営簿の他にも

作付図と労働日誌、あるいは家計簿をつけており、3種類以上の帳簿が存在してい

る。

　では次に、こうした経営簿記帳農家における記帳の展開をそれぞれの経営史の中

で観察し、どのようなことを契機にこれらの記帳が始まったのかを考察することに

したい。

の　経営簿記帳農家の記帳展開

　経営簿記帳農家の経営馬面が、表2－1か’ら表2－3である。これらの表では、

経営主の主体的側面として経営移譲の内容を、農作業・生産：資材購入・作付決定・

生産物販売・資金管理・財産相続というように分割し、それぞれについて委託され

るようになった年を○印で示してある。また、労働力・土地面積・家畜飼養の変遷

、機械・施設の導入を表すことによって、その農家の経営展開の画期がわかるよう

になっている。これらの表によって、経営簿記帳農家の記帳展開をたどることにす

る。

　まずはじめに表2－1によって⑦番農家についてみてみると、作付決定を委託さ

れ土地面積の拡大のあった昭和45年に作付図の記帳が始まっている。その後、酪農

部門を廃止し畑作専業となり、土地面積が再び拡大されると労働日誌の記帳が始ま

っている。この土地面積の拡大・畑作専業化は、粗収入額を増大させることになっ

たが、一方面収穫機といった大型機械の個人所有化が進められ、そのための支払額

が増犬するといった状態になって経営簿の記帳が始まっている。

　⑪番農家については表2－2を見ると、土地面積が拡大した昭和39年に作付図の

記帳が始まっている。昭和45年に結婚して資金管理を委託されると、翌年の土地面

積の拡大を見越して青色申告を始め、それに伴って農家簿記研究会編集「やさしい

地溜の記帳が蹴さ縦．その後、塊面灘大濃動儲吐昇によ牲

産資材購入・生産物販売の数量・金額が増大して棚卸の必要性を感得したこと、ま

た「やさしい経営簿」により簿記会計を習得したことから、自分で独自に決算簿の

記帳を開始している。昭和55年より農協が残高試算書を出すようになると、　「やさ

しい経営」は、この残高試算書に代替されて記帳が中断されたが．独自の決算簿は

継続されている。労働β誌は、年間雇用をなくしたこと、作付が変化したことから、
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（表2－1）　⑦番農家経営概史

5

切
1

年　　　次
i昭瀦）

30　　　年　　　　代 　　　　40　　　　年　　　　代
P

50　　　　　　　　　代

経営主年令
ユ5　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　警25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匹 　　　　　　　　　　　8R0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44

経鴬叢経歴 中卒就農　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辱結婚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　睾

縫　侮　業 3

資材購入 i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暮

書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

作付決定 ｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵

経営移譲

生産物販売 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犀
1

資金管理 ；　　　　　　　　　　　　　　　　　『
財産相続 1　　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　0
作　付　麟 1

労働日誌 【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

経　営　簿 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

家　計　簿 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

法八事・説申告 法人加入　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Co　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

労　働　　力 1　　　　　　　　　　　　　　　3入　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　2入尋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

作付護積 ・12ゆ　14・5　　　　　　17・5一一一→2♪5　i 24，5　　　　　　　　　　　　　　2嘆．5んα

士　　　　地
i　　　　　　　十2．5んα　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一｛一3．（尻α　　　　　　　　　　　　一ト3．04α　　　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逓一購．（尻α

G　　　購入　　　　　　　　　購入　　　　　　購入　　　；　　　　　　　　　　　　　　　　購入
鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

h　　　　乳　馬　弗　　　　16頭
家　　　　畜 ＿＿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；
@　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　育成牛　み　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　霧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

トラクター
1　　　　　　　　（職1／3）45PS（1／1）　1　　　　　　　78PS（1／…、

P　　　　　　　　　　　払下げ　　　1　　　　　ル・シャー（1／・）機　　械

豆　収　穫 闇闇需
手取　り　　　　　　　　　　　　（ノいベスター（1／4））　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き ハーベスター（三／1）

イモ収穫 一一営 手掘り （デ　ガ　一（！／2））一←→　ハーベスター1／1

ビート収穫 一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1關?り　　　　　　　　　（デ　ガ　一（1／2）） 闇闇スター（1／1）

施　　　　設

堰@　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駈

注）…．（）は現在使用中のものを帰し、（）は過虫に使嚇していたもの

　　を承す。分数の分子は飯有台数、分愚は飯有農家数を示す。



（表2－2）　⑪番農家経営概史

①

1

年　　　次
i昭和）

30　　　　年　　　　代 40　　　　年　　　　代 50　　　　年　　　　代

経営主年令 ・5　　　　　　　　201　　　　　　　　25　　　　　　　　30：　　　　　　　　35　　　　　　　　44
経営主経歴 高卒・就農　　1　　　　　　　　　結婚　　　　　　　　1

農　作　業
1

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

資材’購入 1

作付決定

経営移譲

生産物販売
1　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匡

資金管理 I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

財産相続 1

作　付　圏

労働日誌 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
ｿ

経営簿（1）

経営簿｛2｝

家　群　簿
1

法人化・税申告 1　　　　　　　　　二色申告　　　　　　1

1、入　　　　　　　畝　　　　；　　　、人
労　　動　　力 一一一

p一一
範　　、人　1　2人　　　　　1人　　　　　　　1

作付四二 24．5　　　　3達．5 40．0 4LO　　42．0　　　　　　　42、04α

土　　　　　地

＋15，伽　　　　　　　　　　　＋5．漁　　　　　｝　　　　　　　　＋LO融÷1，。£α購入；（2為畑）　　　　　　　　　　　　　　購入　　　　　　　　　；　　　　　　　　　　　　　　開畑　　購入

家　　　　　畜

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崖

ﾘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄

堰@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂
戟@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

トラクター
（39PS（芸／1））　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　65PS（1／三）　　　　　　　　　　85PSd／1）

@　　　　　｝ 39PSI／玉

豆　収　穫 一一一 @　　　　手取り （ハーベスター（1／4）） 1　　　　　　　　　　　ノ、一ノくスター（1／毎　　　＿“1づ1　　ノ》くスター（1／4）

イモ・駅穫 　　　　　　　　　　　　　1
鼈鼈黶

@　　　　　　手掘り　一一一一身（デガー（1／4）） （デが（凶ハーベスター（1乃）

ビート駅穫
lo一手掘り一→（デカ篇（童／の）一一→ハーベスター（1／の　季　　　　　　ハーベスター1声　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監

施　　　　　設

注）　1．　表2一圭に1司じ。

　2．経営測圭臆「やさい磯営簿」、羅営簿（2臆独自めもの・



1

刈
i

（表2－3） ⑭番農家経営概史

年　　　次
i昭和）

30　　　　隼　　　　代 40　　　　年　　　　代 50　　　　年　　　　代

経営主年令
　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
P0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　i5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撃　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曜

経営董経歴 ；中卒・蓑：農　　　　　　高卒（定時制）　　結婚　　　　　　r

農　作　業
巴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Il　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

資材購入
1

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l作付決定

経営移譲

生熊物販売 I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，資金管理

財産根続 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
作　付　図

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

労働日誌 摩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

経営簿ω

経営簿鋤

家　計　簿 l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eト→

法人化・税申告 法人加人　　　　　　　1 闇闇退・青色串告　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　白色申開

l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

労　働　　力 一一一 1　　　　　　　4入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4人l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

作付学績 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．0　　　204　　　　　25．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．44α

土　　　　地
匹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一←3，4チしα　　　十5．0んα　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輩

ｽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輩

p　　　　　　　　借地　購入　　　　　　；

家　　　　奮

摩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蔭
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春。秋の農繁期の労働配分を考えるために昭和50年から記帳が始まっている。

　最後に⑭番農家について表2－3を見ると、中学を卒業し就農すると作付図の記

帳が始っている。これは、父親が画いた作付図を模写するといった学習目的のもの

であった。高校を卒業すると、青色申告を申込んだ父親の強制により「やさしい経

営簿」の記帳が昭和45年から開始された。これはちょうど法入を脱退し、個人でト

ラクターを導入して土地面積の拡大がおこなわれた時期にあたる。　「やさしい経営

簿」は、経営主自身が資金管理をするようになって税金計算をした結果、徴収額の

より少ない白色申告に変えることになり記帳が中断された。しかし、昭和50年の酪

農専業化に伴い、借入資金による大型投資が行なわれ、その償還圧の高まりから．

再び経営簿の記帳が開始されている。

　以上、経営簿記帳農家の記帳の展開をそれぞれの経営史の中でたどったわけであ

るが、これより記帳の開始については、「作付決定の委託」「資金管理の委託」と

いったような経営移譲の過程と、土地面積拡大・形営形態の変化といった経営展開

において、その契機を見出すことができる。

　従って、第2章では農家における記帳の動機づけについて、

　（1）経営移譲という経営主の主体形成にかかわる主体的側面

　（2）土地面積拡大・経営形態の変化といった経営展開の客体的側面

の2つの側面に分けて考察を進めることにする。

2。農家における記帳の動機づけ

　D　経営移譲の視点からの分析

　まずはじめに、農家における記帳の動機づけについて、経営移譲の視点から分析

することにする。ここで言う経営移譲とは、単に財産についての名義変更というの

ではなく、農作業・生産資材購入・作付・生産物販売・資金管理について自らが意

志決定できるようになって行くといった過程としてとらえる。図1は、経営移譲の

過程と記帳との関係を示した図である。横軸は経営移譲が行なわれて行く経過を表

し、経営移譲の中味について掌握された部分を○印で示してある。縦軸は、記帳し

ている帳薄の存在を針線で示してある。この図によって作付図・労働瞬誌・経営簿

の記帳開始と経営移譲の結びつきをみると、作付図については①、④，⑤、⑦．⑭、

⑳番農家に見られるように．主として「作付決定の委託」と結びついていることが

わかる。なお、作付決定の委託以前に記帳の始まった⑫．⑬、⑮番農家は、農協に
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提出する営農計画書を書くようになったことを記帳の契機としている。

　労働日誌については、①、⑤、⑫、⑳番農家のように「資金管理の委託」あるい

は「生産物販売の委託」と結びついているものが多く、経営簿については、経営移

譲がほぼ完了、あるいは完了した以降に記帳が開始されている。

　また、こうした記帳を開始する年令に注目してみると、④番農家の労働手組を除

いてすべてが10代後半から30代にかけて記帳を開始している・ということがわかる。

（図1）　経営移譲と記帳
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　次にこうした記帳開始の序列関係について考えてみたい。以上みてきた作付図・

労鋤鑓誌・経営簿の3種の帳簿は、ある時点に同蒔に記帳が開始されているのは稀で

あり、時間的なずれがあって、しかも一定の序列をもって記帳が開始されているとい

うことが見い出せる。つまり、まず最初に記帳されるのは作付図であり、次に労働

日誌、最後に経営簿という序列の存在を認めることができるのである。作付図と労

働日誌については、ほとんどの場合「作付図→労働日誌」という順序になっている。

経営簿については記帳農家数が少ないが、補助的な経営簿を記帳している⑯番農家

も含めてみると、⑪番農家で「経営簿→労働嗣誌」の順序になっているものの、⑭

番．⑮番農家が労働嗣誌を記帳していないことを考え合わせれば、⑭番農家のよう
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に「作付図→労働日誌→経営簿」といった序列になっているということができる。

　そこでこうした記帳の序列、　「作付図→労働日誌→経営簿」を与えている要因と

して、経営移譲のプロセスについて考察する必要がある。大きく言って、初期的な

段階で後継者に委託されるものは、ド農作業」ヂ生産資材の購入」といったもので

ある。これは、経済取引とは直接関係のない作業の段取り、あるいは経済取引とい

っても肥料。農薬。小農具の購入といった支出面であって、価格・数量とも毎年大

きく変動するといったものではなし）。しかも、作付について委託されていないので、

資源配分を規定するわけでなく、取引交渉・資材管理を委託されたという程度であ

る。次に委託されるものは「作付決定」であり、作目あるいはその比率を変えるこ

とによって、収支両面を変化させるものである。また、土地条件、労働力の保有・

調達、機械施設の利用等について配慮を要請されるようになる段階でもある。この

次に「生産販売」が続くが、これは生産資材に比べ、販売時期と販売先によって、

価格が大きく異なることがあり、販売収入ひいては所得に大きく影響するものであ

る。特に畑作経営においては、未販売農産物として経営に保有されることも多い豆

類の価格の変動が大きいこと、また酪農経営においては、個体販売についてどの乳

牛をいつどのようにしてどこへ売るかで価格が大きく異なることから、所得を増大

させるという点で十分配慮されるべき事項であるといえる。そしてこれらは、経営

の資産を売却するといった局面にたずさわることでもある。最後は、　「資産管理」と

なっており、資金の調達・運用にたずさわり、大型の投資や資金借入の判断も委託

された段階である◎これらは、経営の財務状態を大きく左右するものであり、家計

も含め農家経済の「舵取り」としての機能を発輝するようになった段階といえる。

以上に加えて、財産の相続が多くの農家で資金管理よりも後になっているという事

実を考慮するならば、経営移譲のプロセスは、　「農作業・生産資材購入→作付決定

→生産物販売→資金管理→財産相続」というように進むものであるといえる。

　従って、　「作付決定」と結びつく作付鴎、　ド資産管理」あるいは「生産物販売」

と結びつく労働日誌、経営移譲がほぼ完了あるいは完了以降に記帳が始まる経営簿

の序列は、　「作付図→労働日誌→経営簿」となるのである。

2＞経営展開の視点からの分析

　ここでは、もうひとつの視点であった土地面積拡大・経営形態の変化といった経

営展開の側面から、記帳の動機づけについて考察を進めることにする。

　図2は、土地面積拡大・経営形態の変化と記帳との関孫を表わしている。縦軸は
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図玉と同様に記帳されている帳簿の存在を示し、横軸に作付面積をとってある。経

営形態の変化は図引の記号によって示されている。この図からは、3融以上という

規模で土地面積の拡大がおこなわれたり、畑作専業化・酪農専業化といった経営形態の

変化があったりすると、それに関連して記帳が開始されることが多いということが

指締される。特に⑦、⑧、⑨、⑪番といった農家は、その典型としてあげられる。

また。こうした経営の展開が記帳と結びついているのは、年令層でいうと2◎代から

30代までとなっている。

　以上のような土地面積拡大・経営形態の変化は、ビジネスサイズ・資源配分・資

金循環に変化をもたらし、経営主にとって「年々歳々のルーチンワーク」では対処

できない状態が、記帳を動機づけていると考えられる。

（図2）　経営展開と記帳
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　さて次に、作付面積規模と記帳の関係について考察してみたい。作付図、労働日

誌については、作付面積規模に関係なく記帳がなされているが、経営簿に関しては、

補助的なものも合わせて記帳農家の4解すべてが20痂以上の作付面積となっている。

なかでも⑦番農家は、作付面積が20翫を越えてから経営簿の記帳が始まっている。

つまり、経営簿については、経営がある程度の規模以上になると、それが記帳の動
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機づけになりえると考えることができる。

　この点について図3により、生産資材購入額と固定資本額をみてみると．4戸の

経営簿記帳農家（⑮番農家も含む）はいずれも、生産資材購入額が15◎0万円以上

となっている。また、農業用機械・建物・施設の固定資本額をみても、⑦、⑪、⑮

番農家は、1500万円以上となっている。⑭番農家については、牛舎等の施設建設

が自らの労働によってなされており、このことを評価すると、固定資産額はより高

額に位置すると考えられる。いずれにしても、経営簿を記帳している農家について

は、ビジネスサイズ、固定資本規模が大きく、これらが経営簿の記帳を動機づけて

いるということが示唆される。

（図3）　経営規模の分布
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3　農家の会計認識に関する一試論

　1）記帳内容・利用の実態とその変化

　前章において記帳の動機づけについて考察をしたが．こうして記帳が開始された

帳簿にはどのようなことが書かれており、どのような利用がされているか、その実

態をみることにするQ
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　表3は、各農家の記帳の内容と利罵についてまとめたものであり、この表によっ

て各帳簿について、その内容と利溺の仕方をみてみることにしたい。

　まず作付図については、作付のみを記帳するという農家が多く、作付を決める際

に連作回避・春作を考えるための記録として利用されている。また、②、⑨・番農家

のように肥料の品名・使用量と作物の収量を記録し、肥料の効果を考える際のデー

タとして利汗している農家もある。なお、畑作に比べて作付が単純で固定されてい

る酪農経営においては、農協や税務所に対しての外部報告として作付図を画くとい

う意味が大きい。

　労働摂誌については、作業記録がすべての記帳農家において記されているが、こ

れは日付と作業内容の記録であり、作業適期を考える際に利用されている。また、

共同作業や共同機械の利用が多い農家（④、⑩番農家）では、労働力・機械の移動

がわかるようにしてある。こういつた農作業に関する記録は、あくまでも備忘のた

めの記録であり、労働時間を集計するというような利用の仕方ではない。この他に

多くの農家（①、③、④、⑧、⑩、⑪番農家）では、生産資材購入・生産物販売に

ついての取引記録が書かれているが、これらの記録の仕訳・集計等は行なわれておらず、
　　　　　　　　　　7）
農協からの法人勘定票、あるいは業者からの伝票に誤りがないかチェックするのに

用いられるのが主である。つまり、敢引先、取引物件、数量、金額についての備忘

記録といえる。こうした労働日誌の内容・利用を考えると、畑作経営においては、

酪農経営に比べて作思数が多く、それによって作業適期を考える場面が多く、また

取引物件・取引先も多くなることから、作業・取引に関する備忘記録が必要となり

酪農経営に比べ記帳率が高くなっていると考えられる。酪農経営においては、乳牛

管理の記録を通して、種付・分娩・搾乳。育成。個体販売等についての作業の適期

。組立てを考慮’していると考えられる。

　家計簿については、半数の農家が記帳していたが、集計を実施しているのは、わ

ずかに②、⑥、⑭番農家の3戸のみであり、他は高額の現金出納を備忘記録として

書き留めておく程度である。また、生産資材の購入については記録しないが、系統

外の業者に生産物を販売した際に、その販売収入を家計簿に記録する農家が少なく

ないことは注§に値する事実である。また、家計簿は厨常生活及び農作業について

の記録簿としても機能しており、労働日誌のない農家においては、労働日誌の代役

を果している。

　経営簿については、その記帳様式が図4－1、図4－2に示されている。これは、

記帳農家から聞き取りによってレイアウトした図である。
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（表3）　記帳の内容と利用
農家番号

　内容

?簿

作付 有機質投入 土地改良 病気発生 作業記録 肥料投入 収量 生産資材購入 生産物販売 系統外販売 乳牛管理 家計現金出納
予想収入 予想支出 販売収入

支払実績
借入金償還

棚晒

@価
@償
ｵ却

その他
ｶ己載事項

利　　　　　絹

作付図 作付決定
1

労働覇誌 備忘記録、伝票チエツク

作付図 作付決定、収量把握

2 労働日誌 備忘詑録

家計簿 家計費集計

作付國 作付決定

③ 労働臼誌 備忘記録、俵票チエツク

家計簿 備忘記録、伝票チエツク

作付図 作付決定

④ 労働日誌 備忘記録、共同作業精算

家計簿 備忘記録

⑤ 作付園 うね数 作付決定

作付暫 作付決定

⑥ 量まとめ帳 収量記録、肥料試験、反省

家計簿 家討費集灘

作付図 作付決定、収入予想

⑦ 労働醸誌 備忘記録

経営簿 所得把握

作付図 作付決定
⑧

労働日誌 備忘記録、収量把握

作付図 作付決定、胞料試験
⑨

労働日誌 フ　｛況 備忘記録、伝票チエツク

作付鋼 作付決定
⑩

労働日誌 備忘記録、共岡作業精算

作付図　笏 作付決定、±：地管埋

労働日誌 家族労鋤軽減、伝票チエツク

＠ 経営簿 決算、収益把握

作業要領 技術改善、マニユアルづくり

家計簿 備忘記録

作付園 作付決定
＠

労働日誌 備忘記録

作付図 外部報告
⑬

労働日誌 備忘記録、乳牛管理

作付図　　△ 備忘記録、外部報告

経営簿 赤字補填対策
⑭

家計簿 家計費集計、備忘記録

乳牛罷帳 乳牛管理

作付図
外音匡幸侵告、　備忘言己録　　　　　．

15

醐
細取引の把握・決算乳牛管理

家計簿 備忘記録

作付図 外部報告、備忘記録

⑯ 家訂簿 備忘記録

乳牛管運i帳 乳牛管理

注）斜線は途中から記載されるようになつたもの　　△は記載を申断したもの
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（図4－1）　⑦番農家の経営簿

機械購入

　　分割支払

予想収量
予　想　収　入

（8月記入）

支　　払　　実　　績

但し家計費は含めない

（法入勘定票より転記）

販売収入実績

羅踊順

　　　　注）聞き取りによりレイアウトした図である。

（図4－2）　⑭番農家の経営簿

当年度

X月末法人勘定残高

　前年度収支実績

i10月～ユ2月の法入勘定票より転記）

@家計費を含めた

@支　払　総　’

@販　売　収　入

予想生乳販売

予想収支差引額

注）　図4－1に岡じ。
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　図4－1によって⑦番農家の経営簿について見てみたい。まず春先に機械購入の

分割支払い額を記入するが、これは昭和50年代前半におこなわれた大型収穫機械の

個人所有化・トラクターの導入により、その支払額がかなり高額になっていること

を物語っている。8月には、作物の生育状況を見て収量を予想し、販売収入額を見

積る◎そして実際に収穫の終った11月に法入勘定票より支払実積額を集計する。現

在、生産物は出来秋にすぐ販売しており、その販売収入額を集計し、現金収支差引

額を計算している。

　⑭番農家の経営簿は．図4－2に示されている。まず前年度の現金収支状況が左

側のページに示されるが、10月から12月にかけての実績が月毎にもわかるようにな

っており、これらは潮入勘定票を用いて記入される。9月末の法入勘定票が入手さ

れると、法入勘定の残高を右側ページの最上毅に記入する。そして．左側の前年度

実績を参考にして．10月から12月にかけての支払額と生乳販売額を見積り、年度末

の現金収支差引額を予想する。現在この農家は赤字状態が続いており、例えば乳牛

の個体販売をするなど赤字補損対策を考えるといった利用の仕方をしている。

　⑰番農家の経営簿については、その様式を間き取ることができなかったが、内容

については、棚卸．減価償却、増加増殖、未払金・未収金が含まれており、単年度

の決算に用いられている。また除レキ等土地改良投資とその資産評価についても、

単に申告という形式上ではなく実態的な配慮をしており、この点について幾度か税

務所に自らの考えを主張したという経験をもっている。

　以上、記帳の内容と利用について見たわけであるが、これらは決して固定的なも

のではなく、変化することがしばしば見うけられる◎こうした変化についてまとめ

たのが、表4である。

（表4）　記帳内容の変化

懸 ・家

ﾔ号
年次（年令） 内　　容　　の　　変　　化 変　化　　の　要　因

⑤ 27（22） ÷　うねの本数 「資金管理」

⑦ 46（31） ＋　反収。収：量。販売収入 「資金管理」・±堰広大・搾乳中比

作　　付　　図

⑨ 55（28） ＋　肥料。収量 「作種決定ir資金管劃

＠ 45（26） ＋　有機質投入・土地孜良・病気。反収 「作付決憲「資金三型・土地拡大

47（22） 幸　有機質投入 「生産獲材購入」。土地拡大
⑭

50（25） 一　有機質投入 酪農専業化

労日

ｭ誌

54（27） 卑　肥料・収量。生産資材購入・生産物販売 「作付決定」「資金管理」
⑨

55（28） ÷　トラクター使用状況 トラクター購入

注）÷は内容の増加、一は滅少を示す。
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例えば⑨番農家では、作付決定・資金管理が委託されると、作付図については、そ

れまで作付のみの記帳であったものが、罷料の品名。使用量、作物の収量を書き入

れるようになり、肥料の試験及び土地条件の考察に利用するようになっている。ま

た労働日誌についても、それまで作業記録のみであったものが、肥料と収量の記録、

生産資材購入・生産物販売の記録を書き入れるようになり、肥料の効果の判断や伝

票等のチェックに利用するようになっている。

　こうした内容の豊富化とは逆に、⑭番農家のように、酪農専業化により作付が単

純化すると、途中から加わった堆聡投入・尿散布の記載を中断するといった内容の

簡素化もみられる。

　いずれにしても、記帳の内容。利用に変化を与える要因は、記帳の動機づけと同

様、　「資金管理」に代表されるような経営移譲と、土地面積拡大・経営形態の変化

といった経営展開の2側面に見い出すことができるのである。

2）記帳からみた農家の会計認識とその成熟

　前飾では、記帳の内容と利用の実態について述べたが、ここではそれを通して農

家がいかなる会計認識にあるのか、またそれはどのように成熟するものなのか考察

したい。

　多くの農家は、農協からの法人勘定票によって、自らの経営状態を把握しており、

労働日誌に書かれた生産資材購入。生産物販売といった取引記録がそのチェック機

能を果している。この法人勘定票は、対農：協との単年度の現金収支を表わすもので

あり、自らの帳簿にも財産計算に関する記載がないことから、会計の対象は現金の

収支であるといえる。また経営簿を記帳している⑦、⑫番農家においても、経営簿

は法人勘定票を利用した形になっており、会計対象は現金の収支である。なお、法

人に加入している農家、あるいは青色申告をしている農家であれば、所得申告のう

えで棚卸・減価償却。増加増殖を計算することになっているが、これはあくまで外

部への申告といった形式上のことであって会計事務所等への外注もしばしば見られ、

それらを自らの帳簿に書き入れたり、収益を考える際に考慮する農家は稀である。

つまり形式上財産計算を行なっていても、実態としては現金の収支に最大の関心が

あるといえる。

　これに対して⑪番農家では、未払金。未収金も計上し、棚卸。減価償却を実施し

単年度の収益を計算している。このように、財産計算を行ない、資本の増殖計算を

している農家も一部存在しているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一17一



　以上のような農家の会計認識の現状をふまえて、この会計認識はどのように成熟

するものなのか、次に考察してみることにする。

　経営管理という立場から、もう一度記帳の開始に注目してみると、それは、「農作

業・生産資材購入→作付決定→生産物販売一〉資金管理→財産相続」という経営移譲

のプロセスを背景に、　「作付図→労働日誌→経営簿」といった序列になっていた。

このことから、経営主主体の個人史的な見方で経営管理についての成熟を考えるな

らば、　「土地→労働→資金→資本」という径路を想定することができる。この径路

からすると、会計についての管理は、成熟の最終段階に位置つくことになる。

　そして．経営規模と記帳の関係を考え合わせるならば、さらに精緻な資金管理、

資本管理に成熟するには、ビジネスサイズ・固定資本規模がそのモーメントになって

おり、これらについてある程度以上の規模が要求されているということが考えられる。

　このように会計認識の成熟を考えると、最も成熟の進んだ例が⑪番農家であると

いえる◎この農家は、作付面積が42融と最大であり、資本増殖を会計の対象として

をり、資本管理の段階に到達しているものと考えることができる。このような先進

事例の農家の記帳と経営管理について、再び表3によって考察すると興味深い事実

が見い出せる。⑪番農家の作付図をみると．堆肥の投入状況・除レキなど土地改

良投資についての記録が書かれており、病気の発生・反収を付け合わせて土地管理

に積極的利用がなされている。また労働田誌についても、単に作業適期を考えるた

めの備忘録ではなく、家族労働の投入を減らして行く目的で労働配分・作付を考える資料

として利用している。作業技術簿については．農作業をする際に使用した資材名・

量、作業機の目盛り、トラクターの圃場走行速度などを書き入れ、それを後から自

己評価し、反省点と翌年にむけてのコメントを書き添えている。

　このように⑪番農家においては、単に決算面において高度な会計管理意識にある

というのではなく、土地“労働・作業技術についても管理意識が高いといえる。

　従ってこのことから、会計認識の成熟は単に資金・資本だけを切り離iしてその管

理が高度化するというものではなく、土地・労働・作業妓術を含めたトータルな管

理の高度化であるということが示唆され、そこに管理会計の萌芽を願い出すことが

できるのである。

む　す　び

これまで16戸の事例によって農家の会計認識とその成熟について、記帳行為を通
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して考察をしてきたが、そこには、2つの視点が提示された。まず、経営移譲の視

点からは、経営主の主体形成の段階に対応して「作付図吟労働日誌→経営簿」という

序列で記帳が開始され、その年令も10代後半から30代というようになっていること

がわかった。そして、経営管理の意識について「土地→労働→資金→資本」という

成熟径路を想定することができた。また経営展開の視点からは、土地面積拡大・経

営形態の変化が記帳の開始を動機づけており、ビジネスサイズ・固定資本規模が、

より精緻な資金管理さらには資本山鼠へと、会計認識を成熟させるモーメントにな

ることが示唆された。

　このように、会計認識の成熟を考えるうえでは経営移譲と経営展開という2つの視

点が必要であるが、実際には例えば当初から40痂の規模で経営移譲が行なわれるものもあ

れば、10融の規模で行なわれるものもあり、経営移譲の過程で規模が拡大して行く

ものもある。ではいったい経営移譲と経営展開の両側面をつなげた場之に、会計認

識の成熟についてどのようなことが言えるであろうか。このことを明らかにするた

めにも、今後、観察対象を増やし、経営規模と会計認識のちがい、経営規模の動態

変化と会計認識の変化について考察を進める必要がある。

注

1）　北海道農業協同組合中央会の『組合員意向調査報告書』（1982年10月）によ

れば、全道で農業簿記を記帳している農家は30．4％という結果になっている。

2）横井二二r小農に関する研究』（丸善1927年、第12章）

3）同上

4）青色申告には、記帳が義務づけられているが、申札内村では「青色申告会」が

　設立されており、ここが窓口となって農協からの法人勘定票、残高試算書で申告

　が認められる形になっていて、簿記のない青色申告者も存在するという状態にな

　っている。

5）　「農作業」とは、父親の采配下で作業をするという単なる労働力ではなく、作

業の手順・方法について決定をくだすようになることを意味する。

　　「生産資材購入」とは、生産資材の種類・数量を決め手配するようになること

　を意味する。

　　「作付決定」とは、作付作物・作付比率について決定をくだすようになること
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　を意味する。

　　「生産物販売」とは、生産物の販売に関して販売先・時期・数量の決定をくだ

　すようになることを意味する。

　　「資金管理」とは、単に生活費・小遣いを分配されるという立場から、資金の

　調達・運用に自からがたずさわるようになることを意味する。

　　「財産相続」とは、特に土地（農用地）な：どの財産の名義を後継者名義にする

　ことを意味する。

6）この簿記は、単式複式計算の様式になっている。

7）北海道で一般に「組含員勘定票」と呼ばれているが、中札内村では法人化が進

　んだことから「法人勘定票」と呼ばれている。
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