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　＜第 4回研究会＞

「鉄道国有化」の会計

中村　将人

Ⅰ．序

　1906（明治 39）年，「鉄道国有法」が制定され，
主要幹線を所有していた私鉄 17 社の政府による
買収が決定された（図 1）。その過程において被
買収鉄道およびその株主の意向を政府は無視でき
ず，彼らに有利となる条件で買収せざるを得なく
なった。買収に際しては買収価額と同額（額面）
の公債を交付したのであるが，買収価額の算定方
法が一部の被買収会社に有利となり，結果的に「過 大資本化」の状態となる事例が存在した 1）。本研

注：　　　は国有化された私鉄である（この他，大阪市内の 西成鉄道 がある）。
出所：青木 [2008]，197 頁。

図 1　鉄道国有化直前（1906 年 9 月）における日本の鉄道網

1）各被買収会社を調査すると，中小私鉄の買収に際して
は過小資本化が生じているが，被買収 17 社を総じてみる
と過大資本化となっている（表 2 参照）。
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究では，鉄道国有化時の会計処理を明らかにした
上で，それに伴う過大資本化の実態およびその影
響について論じる。

Ⅱ．過大資本化の会計

　本研究では，「過大資本化」を「会社証券（株式・
社債）の額面価額が資産の価値を上回る状態」と
定義する 2）。
　今日，過大資本化は「のれん」（無形資産）の
計上によって処理される。明治期の会計処理につ
いて，吉田 [1910] から読み解くと，株式が金銭
以外の財産に対して発行され，受入財産の価格
が発行株式の額面価額を下回る場合，その差額を
株主より取り立てうるのであれば資産として計上
し，そうでなければ株式割引額として表示すべき
とする（表 1 の①）。しかし，株式の割引発行は
各国の法律で禁止されているため，通常は受入財
産の価格を発行株式の額面価額と同額として計上
する（表 1 の②），あるいは「假定虚構の資産」
である暖簾を計上して（表 1 の③）事実を隠蔽し
ているとする（吉田 [1910]，170-178 頁）。

Ⅲ．鉄道国有化の実施

　鉄道国有法における買収価額に関する規定をま
とめると，以下のようになる。

1．買収価額は下記 ( ア ) ( イ ) の合計である。た
だし，借入金によって建設・購入したものは
控除する。

（ア）1902（明治 35）年後半期から 1905（明治
38）年前半期にわたる 6 営業年度の益金の
合計を同期間の建設費の合計で除して 2 倍
したものに買収日における建設費をかけた
額の 20 倍の額（下式参照。V：買収価額，π：
益金，C：建設費。なお，t=-6 は 1902 年度
後半期，t=-1 は 1905 年度前半期，t=0 は買
収日を示す）。

 

（イ）貯蔵物品の時価。
2．1. の金額が建設費に達しない場合や 1905（明

治 38）年前半期末において開業後 6 営業年度
を経過した路線を有しない場合は，政府と鉄
道会社との協定によって買収価額を決定する。

3．買収代価は買収日から 5 年以内に五分利付公
債によって交付される。

4．法律発布以降の建設費・貯蔵物品・債務の増
減については主務大臣（逓信大臣）の認可を
必要とする。

5．無認可の建設費・貯蔵物品・債務は原則とし
て承継しないが，その額を査定して代価を交
付（資産の場合）ないし徴収（負債の場合）
することで承継しうる。

　被買収会社は，①買収日における建設費を増加
させるか，②益金割合を増加させるか，いずれか
の方法によって，買収価額の吊り上げを画策した

（桜井 [1986]，117-120 頁）。結果として，約 1.87

倍の過大資本化が発生し（表 2），これは固定財
産の過大表示として現象した。この理由として，
当時の日本ではのれんの計上はほとんど例を見な

表 1　過大資本化の表示

出所：吉田 [1910]，173,174,177 頁。筆者改編。

2）「資産の価値」に関して，先行研究では「再製作価値ま
たは時価」と述べられている（高寺 [1979]，4-5 頁）。しか
し国有鉄道に即した場合，その主要資産である鉄道資産（固
定財産）を時価評価することは極めて困難である。このた
め，本研究では固定財産に限り帳簿価額を用いることとす
る（なお，当時の国有鉄道では，固定資産を「固定財産」
と呼称しており，本研究もそれにしたがう）。

一、工場機械器具等 50,000.00 一、株金 70,000.00
一、株式割引額 20,000.00
合計 70,000.00 合計 70,000.00

一、工場機械器具等 70,000.00 一、株金 70,000.00
合計 70,000.00 合計 70,000.00

一、工場機械器具等 50,000.00 一、株金 70,000.00
一、暖簾 20,000.00
合計 70,000.00 合計 70,000.00

③貸借対照表

部の債負部の産資

①貸借対照表

部の債負部の産資

②貸借対照表

部の債負部の産資
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かったこともあり，資産の実在性を強調するため
には，現物資産の過大計上が適当だと考えられて
いた，特に，国有鉄道における固定財産は，鉄道
公債の担保となりうるものであり，鉄道公債の信
用および市場価格の維持のためには無形資産より
も有形の固定財産として計上すべきであると判断
されたのではないかと推測される。

Ⅳ．国有鉄道における過大資本化の問題

　日本の国有鉄道における過大資本化の問題点
は，公企業の性格を踏まえて以下のように集約さ
れるだろう。

1．公債利子支払いの負担増による不十分な固定
財産維持（固定財産維持問題）。

2．公債利子支払いの負担増を賄うための高運賃
（運賃問題）。

3．公債の過剰発行による市場価格の下落（公債
市場価格問題）。

1．固定財産維持問題
　固定資産の維持に関する一般的な会計処理方法

は，減価償却によって固定資産の減価相当額を内
部留保することである。しかし，1947（昭和 22）
年以前の国有鉄道では減価償却が実施されておら
ず，代替として，改良費や補充費（両者とも資本
的支出）の計上によって実体資本維持が企図され
ていた（中村 [2016]，83-87 頁，[2018a]，68 頁）。
改良・補充工事が実施されると，資本的支出は固
定財産勘定の借方に計上され，工事によって廃棄
した資産額は貸方に計上された。図 2 において，
1907（明治 40）年度以降の改良費・建設費・「改
良補充工事ノ結果撤去シタル高及廢滅ニ歸シタル
高（以下，「撤去・廃滅高」）」の推移を示している。
これによると，撤去・廃棄高以上に改良費・補充
費が計上されており，固定財産の維持は達成され
ていたと考えられる。

2．運賃問題
　大正期以前の日本の国有鉄道では，運賃設定の
ための原価計算は実施されていなかったため，原
価計算上，鉄道買収公債の利子が輸送原価に転
嫁されたことを確認することはできない。しか
し，旅客運賃について検証すると，国有化後の
1907（明治 40）年の改定では賃率は低減してい
る。また，貨物運賃に関しても，国有化後は「遠

表 2　鉄道国有化による過大資本化

出所：遞信省（編）[1909]，附録 47,57 頁に基づき筆者作成。

承継資産総額
承継借入金

（純額）

純資産額
（A-B） 公債交付総額

A B C D
北海道炭礦 13,015,431.883 283,331.778 12,732,100.105 30,997,100.000 18,264,999.895
甲武 5,804,689.529 - 5,804,689.529 14,599,550.000 8,794,860.471
日本 60,895,085.026 - 60,895,085.026 142,523,600.000 81,628,514.974
岩越 2,750,328.971 110,328.971 2,640,000.000 2,422,000.000 ▲ 218,000.000
山陽 42,366,107.680 5,060,000.000 37,306,107.680 76,639,200.000 39,333,092.320
西成 2,230,788.595 301,238.595 1,929,550.000 1,846,900.000 ▲ 82,650.000
九州 69,889,758.605 2,986,250.000 66,903,508.605 118,508,150.000 51,604,641.395
北海道 11,442,975.216 - 11,442,975.216 6,131,500.000 ▲ 5,311,475.216
京都 3,475,508.284 55,000.000 3,420,508.284 3,296,400.000 ▲ 124,108.284
阪鶴 7,630,742.428 3,237,000.000 4,393,742.428 4,284,350.000 ▲ 109,392.428
北越 7,396,161.255 3,670,000.000 3,726,161.255 3,721,800.000 ▲ 4,361.255
総武 6,468,669.422 475,069.422 5,993,600.000 12,406,050.000 6,412,450.000
房総 2,234,903.683 1,080,000.000 1,154,903.683 960,400.000 ▲ 194,503.683
七尾 1,550,864.420 446,010.000 1,104,854.420 994,300.000 ▲ 110,554.420
徳島 1,359,410.611 596,000.000 763,410.611 697,200.000 ▲ 66,210.611
関西 26,198,871.855 6,326,680.912 19,872,190.943 30,437,550.000 10,565,359.057
参宮 3,540,942.876 - 3,540,942.876 5,728,950.000 2,188,007.124
合計 268,251,240.339 24,626,909.678 243,624,330.661 456,195,000.000 212,570,669.339

過大（小）資本化額
(D-C)被買収会社
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距離逓減法」を貨物運賃にも導入するなど，一般
割引に修正を加えた程度であった（松岡 [1914]，
661,682 頁）。ここから，鉄道買収公債利子の運賃
への転嫁を看取することはできない。

3．公債市場価格問題
　鉄道国有化に際しては多額の公債が発行された
ため，その結果として公債の市場価格が下落し，
追加の公債発行による資金調達が困難となるであ
ろうことは容易に想像できる。国有化直後には鉄
道買収公債の需要増や帝国鉄道会計法の改正に
よって市場価格が維持されていたものの，1910（明
治 43）年後半からは緩やかな下落傾向にあった。
しかし，そもそも鉄道国有化後の政府は非募債主
義を原則としており，借入金や償還期限 1 年以内
の「鉄道証券」「鉄道債券」による資金調達を行
うことで，鉄道公債起債の困難さを回避していた

（大藏省（編）[1956]，678-680 頁，日本国有鉄道（編）
[1972]，445 頁）。

Ⅴ．結語

　本研究では，鉄道国有化の会計処理を俎上に載
せ，それに伴う過大資本化の実態とその影響につ
いて検証してきた。鉄道国有化によって，国有鉄
道には承継した純資産額に対して約 1.87 倍の過
大資本化が発生し，これは固定財産の過大表示と
して発現した。しかし，過大資本化によって本来
生じるであろう問題のうち，「固定財産維持問題」

「運賃問題」は，さほど顕著に発現せず，「公債市
場価格問題」に関しては，鉄道国有化後の非募債
主義によって鉄道公債起債の困難さを回避してい
た。
　太平洋戦争後の 1955（昭和 30）年，国有鉄道
は減価償却のための基盤整理として，同年 4 月 1

日を基準日として取替原価への資産再評価を実施
した（佐々木 [2011]，416-419 頁）。過大資本化の
結果として過大評価された固定財産は，有耶無
耶のまま資産再評価によって適正化されたのであ
る。

注 1：改良費・補充費は，大川ほか（編）[1967]，160-163 頁における「投資財個別価格指数」のうち「鉄道および軌道用施設」
の指数を用いて，1907 年度の物価水準に変換している。

注 2：1907（明治 40）年度および 1908（明治 41）年度の改良費額は，「資本勘定歳出予算決算表」の額と固定財産との増減額
が一致しない。詳細は不明であるが，ここでは「資本勘定歳出予算決算表」の額を用いている。

出所：各年度『帝國鐵道廳年報』，『鐵道院（省）年報』，『鐵道統計資料』，『國有鐵道陸運統計』，大川ほか（編）[1967] に基
づき筆者作成。

図 2　改良費・補充費・「撤去・廃滅高」の推移
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附記：研究会にて有益なコメントをくださった諸先生
に感謝申し上げる。また本研究は，2016 年度中京大学
特定研究助成「明治期日本の鉄道国有化における会計
実務に関する史的研究（1610712）」の成果であり，中
村 [2018b] として刊行予定である。

参考資料

青木栄一 [2008]『交通地理学の方法と展開』古今書院。
大川一司・野田孜・高松信清・山田三郎・熊崎実・塩

野谷祐一・南亮進（編）[1967]『物価（長期経済統計
　推計と分析 8）』東洋経済新報社。

大藏省（編）[1956]『明治大正財政史』第 11 巻，経済
往来社。

桜井　徹 [1986]「鉄道国有化の実現とその意義」野田
正穂・原田勝正・青木栄一・老川慶喜（編）『日本の
鉄道 ― 成立と展開 ―（鉄道史叢書 2）』日本経済評
論社，114-125 頁。

佐々木重人 [2011]「鉄道業の会計 ― 固定資産の維持・
更新に留意された会計法規制の展開 ―」安藤英義・
古賀智敏・田中建二（編）『企業会計と法制度（体系
現代会計学第 5 巻）』中央経済社，399-439 頁。

高寺貞男 [1979]「スタンダード石油会社における過小
資本化とその修正」高寺貞男・醍醐聰『大企業会計
史の研究』同文舘。

遞信省（編）[1909]『鐵道國有始末一斑』（1983 年復刻，
日本経済評論社）。

中村将人 [2016]「帝国鉄道会計における益金の資本勘
定繰入実務 ― 複会計システムとの比較 ―」『総合政
策論叢』（中京大学）第 7 巻，75-97 頁。

―――[2018a]「近代期日本の国有鉄道における固定資
産会計 ―「補充費」を中心として ―」『会計史学会
年報』第 35 号，57-70 頁。

―――[2018b]「「鉄道国有化」の会計」『総合政策論叢』
（中京大学）第 9 巻，19-45 頁。

日本国有鉄道（編）[1972]『日本国有鉄道百年史』第 5 巻。
松岡均平 [1914]「我邦國有鐵道運賃制度」矢作榮藏（編）
『經濟論叢（和田垣教授在職二十五年記念）』有斐閣
書房，541-723 頁。

吉田良三 [1910]『會計學』同文館。
各年度『帝國鐵道廳年報』，『鐵道院（省）年報』，『鐵

道統計資料』『國有鐵道陸運統計』。 


