
はじめに

教育研究活動の継続性を保証するための基本財産の維持、および経営収支の長期的均衡の

確保が、学校法人会計においては主要な目標と考えられている ）。

基本金制度は、この目標を実現するための一種の会計装置である。つまり、学校法人に

とって、基本金は、法人の財務構造の基幹をなすものである。

基本金は、きわめて大雑把にいえば、企業会計における資本金と引当金とを融合させたよ

うな複雑な内容を有する貸借対照表貸方の勘定項目である。

学校法人会計基準（以下、 基準 と略称する）では、基本金を第 号基本金から第 号

基本金まで つの部分に分けて処理・表示することを定めているが、現実には、必ずしも基

準通りの会計処理が貫徹されているとは言い難い状況にある。

小稿では、このような基本金の会計的本質を明らかにするとともに、現行の基本金会計に

内在する問題点を摘出し、基本金会計に対して一つの試案を提示したい。

．基本金会計の概要と基本金の本質

基準第 条は、基本金について、 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を

継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を

基本金とする。 と規定している。

学校法人会計における 基本金 は、外形的には企業会計における 資本金 に相当する
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概念であるが、厳密には両者の間には内容的なひらきがある。

資本金は、企業会計上は、出資者（株式会社においては株主）の持分を表す用語である。

ここで、持分（ ）とは、企業に対する出資者の財産請求権のことである。出資者は、

企業に投下した資金や現物財産と引き換えに、出資証券もしくはそれに相当する受領証を受

け取る。この出資証券もしくはそれに相当する受領証は、企業が事業活動を停止したときに

は、出資額に応じた財産分与請求権を証明する書類である。もちろん、これらの証券類が流

通可能な場合には、それら証券類は、事業活動中であっても第三者に譲渡することが可能で

ある。

これに対し、基本金は、学校法人の設立時には寄附により調達された資金の額を表しては

いるが、寄附者にとっては資金の提供は寄附行為の一環であるため、何らかの財産請求権を

表すものではない。つまり、寄附者にとっては、基本金は、自分たちが提供した寄附額の総

額を示すものにすぎないのである。

つまり、この点こそが、基本金と企業会計上の資本金とを分ける分水嶺なのである。

企業会計においては、企業の残余財産は出資者という資金提供者に帰属するのに対し、学

校法人会計においては、特に帰属主体を指定しない限りは、学校法人の残余財産は、終局的

には寄附者という資金提供者ではなく国庫に帰属するのである。

このような思考の基底には、公益性（ ）という学校法人のような公益法人

を規制する法的かつ社会的なベールが、残余財産の帰属主体を含めて学校法人会計の全般的

な枠組みを覆っていて、学校法人会計における個別的な会計手続、会計処理にも大きな影響

を及ぼしているのである。

貸借対照表においては、基本金は負債とともに貸方側に表示される。

しかし、負債については、将来、支払期限が到来したときに流出する予定の金額が表示さ

れているのに対し、基本金については、支払期限が到来したり、支払義務を伴ったりすると

いうものではない。

基本金については、基準第 条で示されているように、次の つの要件をすべて満たすこ

とが求められている。

学校法人の諸活動の計画に基づく必要な資産を対象とすること

それらの資産を継続的に保持するために維持すべきものであること

帰属収入の中から組み入れた金額であること

については、基準第 条に示されている固定資産や資金がこれに該当する。

については、 に該当する諸資産を将来においても継続的に保持することが要件とされ

ているため、一時的な保有目的のもの、あるいはその保持を中断してしまったりしたような

場合には、 の要件を充足しないことになり、基本金とすることはできなくなる。

については、帰属収入からの組入額を基本金として維持すべきことを定めたものであっ

て、帰属収入のすべてが消費支出に充当されることを防止しようとすることにある。それゆ

え、帰属収入から基本金組入額を差し引いた額が、消費収入となる。

この基本金に対して、基準第 条は次のような制約条件を付している。

学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
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学校法人会計における 基本金 の構造と問題点（山本）

一 学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額又は新た

な学校の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得

した固定資産の価額

二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上

のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額

四 恒常的に保持すべき資金として別に文部大臣の定める額

本条でいうところの固定資産であるが、これには、教育研究活動に直接利用される教室や

体育館、図書館、運動場、教員研究棟などの他に、間接的に教育研究活動に関わる大学事務

棟や法人本部棟、食堂などの諸施設も含まれると考えられている。

基本金としてプールされた資金は、上述した基準第 条に示されているように、使途が特

定されている。その内容は簡略化して示せば、次のようになる。

このように、基本金が引当対象もしくは留保対象とする資産は、基本金の種類により次の

ように分類されている。

第 号基本金は、固定資産そのものを引当対象とする。

これに対し、第 号基本金は固定資産取得のための資金を、第 号基本金は学校法人が創

設した奨学基金や海外交流基金などのための資金を、また第 号基本金は経常経費などの各

種費用を賄うための資金 ）を引当対象とする。

つまり、第 号から第 号に至る各基本金は引当対象は異なっているものの、終局的に

は、引当目的を達成するための支払資金の留保を意図しているのである。言い換えれば、第

号から第 号にかけての各基本金は、学校法人が保有する資金を拘束して、引当目的以外

に使用されるのを防ぐことによって、引当目的の達成を円滑化あるいは補完する意図から設

定されているのである。

このように、基本金の本質は、寄附や帰属収入からの組み入れにより調達した資金に特定

の使途枠を設けて、他の使途に用いられるのを防ぎ、それでもって学校法人の主目標である

教育研究の継続性の確保を企図するところにある。そこには、組織目標の達成をできるだけ

スムーズに行うことにより、組織維持を図ろうとする思考が強く働いているのである。

）都道府県知事を所轄庁とする学校法人（知事所轄学校法人）については、第 号基本金に該当する金額
の全部または一部の基本金繰入が強制ではなく、任意扱いとなっている（基準第 条 項）。

図 学校法人会計基準の基本金分類



．基本金の取り崩しと帰属の問題

基本金には、第 号基本金のように企業会計上の資本金に近い性格のものもあるが、第

号以下の各基本金に見られるように将来支出が予定されている資金枠をプールするための引

当金的な性格をもつものもある。つまり、学校法人会計における基本金は、企業会計におけ

る資本金と引当金（ただし、評価性引当金は除く）とを融合させたような内容となっている。

かかる基本金の取り崩しは、次のような場合に認められている（基準第 条）。

学校法人としての諸活動の全部または一部を廃止した場合に、その廃止した諸活動

に係わる基本金への組入額

経営の合理化により第 号基本金対象の固定資産を保有する必要性がなくなった場

合に、その固定資産の額

第 号基本金対象の固定資産を取得する必要性がなくなった場合に、それに充当す

る予定の金銭その他の資産の額

その他やむを得ない事由がある場合に、その事由に係わる基本金への組入額

上述の のケースとして、学校法人が解散したときには、当然に基本金は取り崩されるこ

とになるのであるが、その基本金の帰属主体は一体誰かという問題が生じることになる。つ

まり、基本金により拘束されている残余財産は、一体誰に帰属するのかという問題である。

私立学校法は、このような帰属の問題に対して、次のような規定をおいている（私立学校

法第 条）。

〔 〕解散した学校法人の残余財産は、合併や破産の場合以外は、所轄庁への清算結了の

届出時に、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。

〔 〕〔 〕の規定により処分されない残余財産は、国庫に帰属する。

〔 〕の規定における 帰属すべき者 とは、通常は、解散した学校法人の事業を継承し

ていく資格要件を備えた組織が予定されることになる。そして、そのような組織を、寄附行

為で具体的かつ明確に定めているときには、残余財産は当該組織に帰属することになる。し
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図 基本金の本質



学校法人会計における 基本金 の構造と問題点（山本）

かし、そのような定めが寄附行為に盛られていないときには、また、そのような定めがあっ

たとしてもその内容が具体性を欠いて不明確なときには、残余財産は国庫に帰属することに

なる。

次に上記 のケースであるが、第 号基本金が固定資産そのものを引当対象とするのに対

し、第 号基本金は、将来、固定資産の取得に充てる金銭その他の資産に相当する額を組み

入れ処理したものである。

具体的にいえば、固定資産の取得に充てる金銭その他の資産とは、固定資産の取得のため

に調達した金銭、固定資産の取得のために収受した特別寄付金、施設設備補助金、贈与有価

証券などである ）。

これらの資金に相当する額は、固定資産の取得計画がなくなったときに、第 号基本金か

ら取り崩し処理することが認められている。

基準では、貸借対照表に付属する明細表の一つとして、基本金明細表を作成すべき旨が規

定されている（基準第 条）。

この明細表を作ることで基本金の処理内容を監督官庁や利害関係者に明示することによ

り、学校法人の公益性を社会的に担保するのである。

基本金明細書の様式は、 ページの通りである。

．基本金会計における問題点

第 号基本金を設けた理由であるが、それは次のような事由からである。

もし、固定資産を実際に取得した年度に限って基本金への組み入れを認めるならば、消費

収支差額（正値）の大幅な減少をもたらし、その年度の消費収支計算に大きな歪みをもたら

すことになりかねない。そのため、基準では、将来取得予定の固定資産に対して事前に基本

金への組み入れを容認して、そのような計算上の歪みが生じることを回避する措置を講じて

いる。そして、取得予定の固定資産を実際に取得したときに、第 号基本金を第 号基本金

に振替処理するのである。

つまり、このような措置は、学校法人の経営収支バランスをできるだけ均衡化して、経営

の継続を安定化させようとする保守主義的会計思考の現れと考えることができよう。

第 号基本金は、現実の固定資産という実体を伴った基本金である。したがって、基本金

という勘定名は、この第 号基本金のみに限定すべきである。

それに対し、第 号以下の各基本金は、現実の資産実体を伴うものではないし、また第

号基本金や第 号基本金 ）にいたっては、単に将来の資金支出予定額をプールするための

引当額を示すにすぎないのであるから、基本金という呼称はやめて、引当金もしくは充当予

） 基本金の定義 第 号基本金 学校法人会計問答集（ ）第 号 基本金に係る実務上の取扱い
について 日本公認会計士協会、 年 月。
）第 号基本金については、保持の義務づけは必要ないのではないかという意見があることが、検討会の
議題においても紹介されている。
学校法人会計基準の在り方に関する検討会 前掲資料
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（注） ．この表に掲げる事項に計上すべき金額がない場合には、当該事項を省略する様式によるもの

とする。

．当期組入高及び当期取崩高については、組入れ及び取崩しの原因となる事実ごとに記載す

る。ただし、第 号基本金以外の基本金については、当期組入れの原因となる事実に係る金額

の合計額が前期繰越高の 分の に相当する金額（その額が、 万円を超える場合には、

万円）を超えない場合には、資産の種類等により一括して記載することができる。

．要組入高の欄には、第 号基本金にあっては取得した固定資産の価額に相当する金額を、第

号基本金にあっては第 条第 項第 号の規定により文部科学大臣が定めた額を記載する。

．未組入高の欄には、要組入高から組入高を減じた額を記載する。

（備考）第 号基本金及び第 号基本金については、この表の付表として、基本金の組入れに係る計画

等を記載した表を次の様式に従い作成し、添付するものとする。



学校法人会計における 基本金 の構造と問題点（山本）

定金として表示すべきである。

このことによって、性格的に内部格差が大きい現行の基本金の中身を整理して、現在多重

的に表示されている基本金を一元的に表示することにより、財務諸表の明瞭性を高めること

ができると考えられる。

さらに、第 号基本金の計上には、次のような問題点も伏在している。

第 号基本金は、最終的には、第 号基本金に振り替えられることを考えれば、一種の仮

勘定（ ）である。これは、建設仮勘定が竣工時に建物や構築物などの償却

性固定資産の勘定に振替処理されるのによく似ている。

問題は、第 号から第 号に至る各基本金は、それらが貸方項目であって、計画時点にお

いてその計上が強制されているという点である。基準は、 前項第二号又は第三号に規定す

る基本金への組入れは、固定資産の取得又は基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うも

のとする。 と規定している（第 号 項）。

それでは、計画時点とは具体的にはいつの時点なのか。

つまり、それは、計画が策定された時点であって、金額や内容が概略的にしか決まってい

ないような時点なのか。

それとも、第 号基本金であれば、工事内容や工事金額、工事施工者なども具体的に決ま

り、工事契約が締結された時点なのか。

あるいは、大規模建築物や特殊建築物などの場合には、地方自治体の建築主事もしくは指

定確認検査機関による建築確認が終了し、検査済証が交付された時点なのか。

いずれの時点であるにせよ、固定資産の取得計画については、学校法人の理事会（場合に

よっては、評議員会も含む）の決議が第 号基本金設定の必須要件となっている ）。

第 号基本金を計上することの意義は、先述したように経営収支バランスの均衡化という

ことの他に、建物や土地などの固定資産の取得計画を金額的に見積もって、その見積額の計

上を通じて学校法人の資金を特定目的用に拘束することにある。このことにより、固定資産

の取得という特定目的用に投下された、あるいは投下予定の資金は、他目的への転用が実質

的に禁止されることになって、固定資産の取得という特定目的の達成が円滑化されるのである。

このような一連の流れを想定することは、たしかに、第 号基本金から第 号基本金への

振替処理の完全実施をイメージしてのものであるが、問題は、企業の資金が第 号基本金向

けのものとして確実にプールされるのかという点である。

もし、このことが実現できなければ、第 号基本金から第 号基本金への振り替えの流れ

は滞ってしまうことになる。

）この点について、日本公認会計士協会は、次のように述べている。
「第 号基本金又は第 号基本金の設定は、固定資産の取得計画又は基金の目的を明らかにした上で計
画的に行わなければならず、理事会（評議員会が決定機関である場合には評議員会を含む）の決議も必要
であるということである。また、正規の決定機関は、長期的な資金計画に基づく適正規模の計画であるか
どうか、学校法人財政の健全性、あるいは学生に係る修学上の経済的負担の軽減の観点も検討し、諸活動
の計画を図るべきである。
なお、理事会のみが決定の権限を有する場合であっても、将来の継続的予算措置にかかる事柄であるの

で、決定に先立ち、あらかじめ評議員会の意見を聞いておくことが望ましい。」
基本金の定義 第 号基本金及び第 号基本金の計画的組入れ 「学校法人会計問答集（ ）第

号 基本金に係る実務上の取扱いについて」
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図 第 号基本金と第 号基本金の計上時期

（注） ．取得予定固定資産の所要見込総額を、当該摘要の欄に記載する。

．組入予定額及び組入額は、組入計画年度ごとに記載する。

図 第 号基本金処理の流れ
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企業の資金を固定資産の取得という特定目的のためにプールして、その支出計画を立てた

としても、状況によっては、プールした資金自体を他の目的のために流用しなければならな

いような事態が生じることがある。つまり、このような事態を完全に排除することができな

いとすれば、固定資産の取得計画を第 号基本金として計上することの意義はかなり減殺さ

れることになる。

たしかに、建物や構築物などの巨額の償却性固定資産の建築、建造については、通常は建

設仮勘定が設定されるのが一般的である。したがって、建設仮勘定を見れば、取得予定の固

定資産の存在と、その金額的規模をおおよそ推測することができる。

もし、建物などの建設計画がかなりの確率をもって実行されるか、もしくは建設仮勘定の

ような仮勘定が現実の資産実体を有する建物などの固定資産に確実に転化するのであれば、

建設計画や仮勘定の存在を第 号基本金の形で実証して利害関係者の注意を喚起すること

は、それ相応の会計的意義があることと考えられる。

しかし、経済状況の推移によっては、固定資産の取得計画を策定したとしても、それが変

更になる可能性を否定することはできない。たとえば、建設計画が頓挫したり、あるいは仮

払いした建設資金がそのために宙に浮いたままになってしまったりする場合には、第 号基

本金が第 号基本金に移行する可能性は閉ざされてしまうため、第 号基本金を計上したと

しても、それが変更されたり、あるいは取り崩されたりすることになるのである。

このように、第 号基本金の計上は、必ずしも第 号基本金への移行をもたらすものでは

ないことから、第 号基本金を計上することの会計的意義は不確実性を帯びることになる。

したがって、このような不確かな性格を有する第 号基本金を、第 号基本金に移行する前

の一種の仮勘定的なものとして貸借対照表の基本金の部に計上することは、利害関係者に対して

真に有用な会計情報を提供することにつながるのであろうか、という疑問が生じるのである。

第 号基本金の計上が基本金総額の水増しをもたらす可能性もあることを考えれば、不確

かな性格を持つ第 号基本金についてはその計上をむしろ排除することこそが、保守主義の

思考に適うことになると考えられる。

ここで、これまで述べてきたことを要約すれば、次のようになる。

第 号基本金以下の各基本金は、将来の支出のために、使途や金額が拘束された引当金も

しくは強制積立金に似通った性格の勘定項目である。そして、第 号基本金の計上を止める

ことが望ましいとすれば、充当予定金として計上すべきものは第 号基本金と第 号基本金

に限定されるべきである。

このことを整理すれば、次の図 のようになる

図 基本金に対する新規の会計処理案



また、文部科学省の 学校法人会計基準の在り方に関する検討会 は、基本金会計につい

て次の つの議題の検討を行っている。

学校法人における資本取引についての概念を明確にしたうえで、基本金の考え方を

存続させる。その場合、 寄附者、学費負担者など利害関係者の意思 を資産の拘束

性の程度に反映させる仕組とすること。具体的には、創立時に寄附された施設設備、

特定の施設設備を取得するなどのために受領した寄附金等（現物寄附を含む。）で寄

附者の意思が明確であるもの、帰属収入から消費支出を除いた、いわゆる帰属収支差

額（ 基本金組入前差額）の範囲で、学校法人の意思決定により基本金に組み入れる

こととされたものを 基本金 ととらえるという考え方。

基本金は現在の制度とし、毎年度、基本金組入れ対象資産にかかる減価償却見合い

額について取崩しを行うという考え方。 ）

そして、次のような結論を導いている。

については、学校法人会計基準の基本的な考え方の大きな転換をもたらすものであっ

て、学校法人会計実務への影響が大きすぎること。また、学校法人のすべての収入につい

て、 寄附者の意思が明確である寄附 という概念に対応したものに整理できるのかという

課題が残ることになる ）。

については、学校法人の永続的な維持という基本金の根本的な考え方、すなわち固定資

産の取替資金を継続的に用意するという考え方の否定につながることになる ）。

この の議題に関しては、そもそも、基本金組入と減価償却の同時実施は、二重の負担を

学校法人に、つまり終局的には学生に強いることになるという二重負担論がある。

日本公認会計士協会も、次のように述べて、二重負担論の論理性について疑問を呈している。

学校法人が永続的に維持されていくためには、何らかの方法でその維持のために必要不

可欠な資産の当初の取得資金と、その資産の命運がつきた際の再取得資金を負担しなければ

ならないことは確かであるため、基本金組入れと減価償却の両者を実施することが学生等に

とって二重負担となるという意見は妥当なものと言えないこととなる。

しかし、財産維持構造においては、いわゆる全体計算の立場から、上記のように解明でき

るのであるが、基本金組入額と減価償却額とを、いつの年度に負担させるかということにつ

いて、期間計算の立場から今後研究する余地が残っているものと思われる。 ）

おわりに

現行の学校法人会計基準のもとでの基本金会計の最大の問題点は、基本金の概念が非常に

複雑で、その分類も つの基本金領域から構成されているように、錯綜した混合的勘定とい
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学校法人会計における 基本金 の構造と問題点（山本）

う印象を与えている点にある。これを図示すれば、現行の基本金会計は、図 上の第 象限

に位置している。

この問題点を解決するには、これまで述べてきたように、基本金の内容を整理して、現在

の固定資産への引当部分と基金などへの引当部分とに限定化を図るべきである。つまり、第

号基本金にみられるような計画段階にある仮勘定的な部分は排除して、科目内容の軽減

化、単純化を図ることである。

つまり、図 で示せば、基本金会計は、第 象限の位置に移行すべきであると考えられ

る。そうすることにより、基本金会計は、一般の財務諸表利用者にとっても分かりやすいも

のになり、学校法人会計のディスクロージャー性を一層高めることになるのである。

これまで閉鎖的とされてきた学校法人の財務状況を、インターネットなどを通じて広く公

開すべきことが求められている現在、学校法人会計の難解性を少しでも軽減することは、学

校法人会計情報のディスクロージャーの質を高めるために避けて通ることができない重要な

ステップである。

先述したように、学校法人会計基準にもとづく現行の基本金会計には、引当目的達成のた

めに学校法人資金を拘束して、目標達成度をできる限り高めることによって学校法人組織を

維持、充実しようとする意図が強く働いている。

このような思考は、学校法人組織を維持、充実することこそが公益に結びつくという考え

から導かれたものであって、それは一面においては確かな説得性を有している。

しかし、他の面から見れば、かかる思考は、学校法人が保有する資金に大きな足枷を課す

ことになり、資金利用の柔軟性にとって大きな阻害要因となりうる危険性をはらんでいる。

公益法人としての学校法人の公益性を前面に出して資金利用に対し強い拘束性を課すの

か、あるいは経営体としての学校法人の経済的効率性を重視して資金利用に対する拘束性を

できるだけ解き放つのかといった選択判断は、学校法人が置かれている経済環境や教育環

図 基本金の概念と分類のマトリックス



境、あるいは文化環境などの環境因子により決せられることになると思われる。

若年人口の減少傾向が著しい現在、経営体としての学校法人の維持・継続を図るには、組

織の効率的運営が必須の要件となる。しかし、それは、学校法人に課せられている公益性を

軽視して行われるべきではない。

組織の効率性は、資源の有効活用や社会的無駄の排除といった点で公益性とも重なってい

る。効率性と公益性を二律背反的なものとして捉えず、両者をいかに輻輳させて学校法人の

社会的活用を図るかが、いまほど問われている時はないであろう。
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