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巻頭言 ～本調査研究において独仏を取り上げる理由 

南山大学総合政策学部総合政策学科教授 

亀井 孝文 

 

 かつてフランスは企業会計に関する法的規範の形成に大きな影響力を持ち、特に 1673

年のフランス商事王令は貸借対照表に関する法源として 1794 年のプロシア一般国法に大

きな影響を与えた。他方ドイツは、20 世紀初頭以降、静態論から動態論へのパラダイム転

換に決定的な理論的基盤を提供している。また、ドイツにおいて考案されたコンテンラー

メン（標準勘定組織）は、当時、ドイツ独裁政権の支配下とはいえ、フランスにおける

1942 年のプラン・コンタブル・ジェネラルの形成に大きな影響を与えたといわれる。 

 このように隣接する 2 つの国は会計思考の基礎を形成するのに互いに影響を及ぼし合っ

ているのはある意味では当然ともいえる。さらに、近年では 1973 年における拡大 EC の発

足とともに、当時 EC の会計規範たる第 4 号指令をめぐる関係国の葛藤の中で、予定され

ていたドイツ型の「正規の簿記の諸原則（Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung：

GoB）」が変更されて最終的にイギリス型の「真実かつ公正な概観（true and fair view）」

が採り入れられることになった経緯があり、EC 加盟国としてドイツもフランスもそれを

念頭に置いた会計制度の調和化に向けて国内法を改正している。加えて、1973 年に設置さ

れた国際会計基準委員会（IASC）による国際会計基準（International Accounting Standards：

IAS）がやがて国際会計基準審議会（ IASB）による国際財務報告基準（ International 

Financial Reporting Standards：IFRS）として、ドイツやフランスにも大きな影響を及ぼして

きていることはよく知られるところである。つまり、これらの国々における会計を考える

とき、その相互影響のみならず、EU の加盟国であることに加え、新たに「国際化」とい

う考え方と方法によるアングロ・サクソン型思考の浸透が、各国の利害をめぐって種々の

難しい問題を提起していることを考慮に入れなければならない。 

 さて、企業会計とは別に、公会計とその改革に関してはどのようなことが言えるであろ

うか。もともとフランスにおける近代的公会計制度の基礎的な形成は比較的早くから進ん

でおり、既に 19 世紀前半という世界でも早い段階でその法規範が制定されている。ちな

みに、わが国の「明治会計法」（1889 年〈明治 22 年〉）は 1838 年公会計法に基づく

1862 年の「ナポレオン 3 世勅令」を模範として制定されたものである。イギリスにおいて

も 1816 年の「国庫統合基金法」、1866 年の「国庫及び会計検査院法」によって近代公会

計制度の基礎が形成されていった。また、ドイツでは公会計に関する制度形成は 1871 年

のドイツ統一以後、19 世紀末から 20 世紀初期にかけてのことであり、ヨーロッパ先進諸

国の中ではそれほど早い方ではないとしても、 1922 年のドイツ国予算規則

（Reichshaushalts- ordnung：RHO）は画期的予算法であるとの称賛を受けたとも言われる。

このように、近年に至るまで公会計制度はほかからの影響を受けながらも、基本的にはそ
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れぞれの国が固有の思考によって制度形成を行ってきたといえる。第二次世界大戦後の制

度改革においても同様で、こうして形づくられてきた公会計制度は、近時 20 年余の間に、

アングロ・サクソン諸国で生成した新公共経営（New Public Management：NPM）の考え方

に基づく新しい行政運営論からの影響と企業会計からの影響により、特定の方向性を持っ

た制度への変革を急速に迫られることとなった。重要なのは、導入の是非が検討されてい

る国際公会計基準（International Public Sector Accounting Standards：IPSAS）の内容を見ると、

もともと企業会計のための IAS 及び IFRS の個別基準が、この IPSAS の骨格を形成してい

ることである。要するに、企業会計のみならず公会計の領域においても、国際的な動向は

アングロ・サクソン型思考への傾倒を大きくしており、それぞれ固有の公会計制度を有す

るドイツやフランスは新旧の公会計思考の狭間で新しい制度の産みの苦しみを味わってい

るのである。これに関しては、例えば複式会計の導入と伝統的なカメラル会計の併存とい

う妥協の産物として決定されたドイツにおける新しい制度や、新たに構築された制度と実

務との乖離というフランスでの状況がそれを示している。 

 翻って我が国の公会計制度を見るとき、明治期の近代化によってフランコ・ジャーマン

型の制度構築が行われた経緯と、近年におけるアングロ・サクソン型制度への強力な吸引

力との間で、ドイツまたはフランスとある意味で共通する問題を持っていることが読み取

れる。このことは、明治会計法に淵源をもち制定法主義によって律せられた公会計の確固

たる制度的枠組と、アングロ・サクソン型の新しい公会計基準の提案との渦の中で、容易

に制度変革を進展できずに足踏みしたままとなっている我が国の現状を想起し、その理由

を考えることによって理解できよう。今後我が国が公会計制度の改革を進めるにあたって、

ドイツ及びフランスにおける公会計制度の改革の状況を考察し、加えて、強力な権限を持

つそれらの会計検査院がどのように関与しているのかを検討することは、そこから重要な

示唆を得ることにつながる。言いかえれば、これら両国が伝統と革新の狭間で経験してき

た「苦悩」とある種の「迷い」とその問題解決の方法は、我が国のそれに対しても、アン

グロ・サクソン諸国とはまた異なる様々な示唆を与えてくれる可能性を秘めていると言え

るのである。 

 本調査研究報告でドイツとフランスを取り上げたのには、まず、近年における公会計制

度の改革に関するアングロ・サクソン諸国の情報に比してこれら 2 つの国に関する情報が

あまりに少ないという事情があるが、それにも増して、これらの国々における制度改革を

上述の意味においてつぶさに考察するところに主たる理由がある。 
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はじめに 

1．調査研究の背景・目的 

 我が国では、歳入歳出決算、国有財産増減及び現在額総計算書、特別会計に関する法律

に基づく特別会計財務書類等の国の財務に関する書類について、法律に基づき、検査を行

い、その結果を決算検査報告等に記載している。 

 そして、検査結果の記載は、法律に定められているもののほか、会計検査院が必要と認

めた事項について記載をしており、その内容はこれまでも変化してきているが、今後とも、

必要に応じて変化していく必要がある。 

 欧米主要国においても、国の財務に関する書類について検査を行い、その結果が議会に

報告されているが、検査の対象とすべき財務書類、検査の法的根拠、検査の結果の記述内

容は様々なものとなっている。そして、近年の世界的な公会計改革の潮流に合わせて、こ

れらの国々においては、財政及び会計制度に大きな変化が見られる。我が国会計検査院と

しては、その状況について把握する必要があるが、現在のところ非英語圏であるドイツ及

びフランスの状況については十分把握できていない。 

 そこで、今後の我が国の財務書類の検査及びその結果の報告のあり方、内容についての

知見を得るため、ドイツ及びフランスの財務・会計制度及びその最近の動向並びに財務書

類の検査及びその結果の報告の状況を調査する。 

 本調査研究の成果が、今後の会計検査院における財務書類の検査の円滑かつ適切な実施

のための一助となることを切に期待する。 

 

平成 23 年 2 月 

三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 

公共経営・地域政策部 
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2．調査研究の方法 

 本調査研究は、会計検査院事務総長官房調査課（研究担当）より、三菱 UFJ リサーチ&

コンサルティング株式会社への委託により行われた。 

 具体的には、ドイツ、フランスにおける財政・会計制度と近年の制度改革の動向、及び、

会計検査院による財務書類検査及びその結果の報告、会計検査院による制度改革への関与

について分析を行った。 

 調査研究の遂行に当たっては、学識経験者を委員、会計検査院職員をオブザーバーとす

る調査研究委員会（後述）を設置し、当該委員会の議論に基づいて報告書を作成した。な

お、本調査研究報告書は調査研究委員会及び事務局による分担執筆により編纂した。 

 

（1）文献資料調査 

 まず、各国財務省等のウェブサイト、関連する文献情報を中心として、各国における財

務・会計・決算制度、制度改革の動向等について調査を行った。 

 続いて、各国会計検査院のウェブサイト、関連する文献情報を中心として、各国会計検

査院における財務検査制度と個別の検査・報告事例について調査を行った。 

 なお、分析に用いた文献資料については巻末に一覧整理している。 

 

（2）調査研究委員会の組成 

＜体制＞ 

 下記の委員からなる検討会を設置し、意見を伺いながら作業を進めた。 

■委員会委員 
 石森 久広 西南学院大学 法学部・法科大学院 教授 
 岡本 義朗 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 公共経営・地域政策部 主席研究員 
 加藤 達彦 明治大学 商学部商学科 教授 
◎亀井 孝文 南山大学 総合政策学部総合政策学科 教授 
 中西  一 佐賀大学 経済学部経済システム課程 教授 

（五十音順・敬称略。◎座長） 

■事務局 

 会計検査院 事務総長官房調査課（研究担当） 

  東   信男  課長（～平成 22 年 12 月） 
  鈴土   靖  課長（平成 22 年 12 月～） 
  岡本 喜代志  研究企画官 
  青木  孝浩  副長 
  石井 由希子  研究専門官（～平成 22 年 11 月） 
  貝瀬 万紀子  研究専門官（平成 22 年 11 月～） 
  小原  優紀  事務官 
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 三菱 UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 公共経営・地域政策部 公共経営グループ 
  高崎  正有  主任研究員 
  高木  麻美  副主任研究員 
  三浦  雅央  研究員 

＜スケジュール＞ 

 以下のとおり、計 5 回の委員会を開催した。 
第 1 回 平成 22 年 7 月 16 日 （金） 実施計画書、自由討議 
第 2 回 平成 22 年 10 月 6 日 （水） 亀井委員・中西委員・事務局報告、討議 
第 3 回 平成 22 年 10 月 20 日 （水） 石森委員・加藤委員・事務局報告、討議 
第 4 回 平成 22 年 11 月 24 日 （水） 事務局報告（報告書案）、討議 
第 5 回 平成 22 年 12 月 24 日 （金） 事務局報告（報告書案）、討議 

 

3．本報告書の構成 
 本調査報告書の構成は、以下のとおりである。なお、前述のとおり、本調査研究報告書

は調査研究委員会及び事務局による分担執筆により編纂している。有識者委員による分担

執筆は以下のとおりである。このほか、事務局担当分の原稿作成に際しても、多大な情報

提供、有益なご助言をいただいたことをここに付言する。 

第 1 章「ドイツ・フランスの財政・会計制度」 

第 2 章「ドイツ・フランスの会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告」 

第 3 章「ドイツ・フランスにおける国際要請への対応」 

第 4 章「まとめ －我が国への示唆と提言」 

亀井委員 

巻頭言 
第 1 章 第 1 節 ドイツの財政・会計制度 
 －1.1.3 公会計制度の沿革とその特徴 
 －1.1.4 財務書類の構造 
第 2 章 第 1 節 ドイツ会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告 
  2.1.3.2 BHO 連邦予算規則第 99 条報告「連邦・州における予算及び会計制度の現代化に

ついて」 
第 4 章 第 1 節 諸外国からの示唆 
 －4.1.1 ドイツの公会計制度からの示唆 

中西委員 

第 1 章 第 2 節 フランスの財政・会計制度 
 －1.2.3 公会計制度の沿革とその特徴 
 －1.2.4 財務書類の構造 
第 4 章 第 1 節 諸外国からの示唆 
 －4.1.2 フランスの公会計制度からの示唆 

石森委員 

第 2 章 第 1 節 ドイツ会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告 
 －全 体 
第 4 章 第 1 節 諸外国からの示唆 
  4.1.3 ドイツの会計検査制度からの示唆 

加藤委員 

第 2 章 第 2 節 フランス会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告 
 －全 体 
第 4 章 第 1 節 諸外国からの示唆 
 －4.1.4 フランスの会計検査制度からの示唆 

岡本委員 
（事務局） 

上記以外 
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1．ドイツ・フランスの財政・会計制度 
1.1 ドイツの財政・会計制度 
1.1.1 予算・決算制度 

1.1.1.1 予算制度 

 ドイツの予算編成は、連邦予算と中期財政計画（Finanzplan des Bundes）から構成される。

まず前者の単年度予算の編成過程について、主に財政制度審議会（2003）「公会計に関す

る海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）に基づき概要を整理する。

連邦予算は、単年度ごとに編成され議会の議決対象である1。予算編成は毎年 12 月に財務

省（Bundesministerium der Finanzen：BMF、以下「BMF」と言う。）から各省庁に対して

出される予算編成通達により開始される。同通達により政府全体の予算額の上限や人件

費・物件費の伸び率の上限等が示された後、翌年 3 月に予算要求がされ、6 月に閣僚によ

る折衝を実施、予算案が閣議決定される。その後、8 月に予算案が連邦議会（Bundestag）

に提出される。この予算案は、本会議における財政演説、一般討論を経て、予算委員会に

おいて審議される。11 月に本会議において各省庁別予算の審議が行われ、その後議決され

る。その後連邦参議院（Bundesrat）に送付され、その審議を経て成立する。なお、歳入及

び歳出ともに議決対象である。予算は、毎年の予算法並びにその付属資料である総予算及

び個別予算に分類される。予算の構造を下記に示す。 

 

図表 1-1- 1 予算の構造 
分類 概要 

予算法 
・ 日本の予算総則に相当する。 
・ 歳入・歳出の総額を記載。 
・ これにより添付資料である総予算、個別予算が決定される。 

総予算 
・ 予算一覧（個別予算の歳入、歳出及び債務負担授権の総括表）。 
・ 資金調達一覧（収支差額の計算。収支差額の補填方策）。 
・ 信用資金計画（信用調達の内容及び償還支出の内訳）。 

個別予算 

・ 個々の行政部門ごと（原則として省単位）の歳出、歳入、債務負担授

権額の提示。 
・ 個別予算は、本省、各部局等に相当する款、さらに使途別の項に区分

される。 
資料）財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布

資料）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

 2009 年度の連邦予算では、歳出について約 5,500 の項が存在する。性質が類似した経費

については、流用が認められており、その対象経費は全体の予算額の約 6％である。 

 中期財政計画は、財政全体の姿や財政収支の動向等を中期的な観点から国民に明らかに

すること、国と地方との財政政策を調和させること等を念頭に策定される 5 か年の財政計

                                                        
1 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資

料） 
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画である2。対象となる 5 か年とは、進行中の年度、翌年度及びその後の 3 年度である。財

政計画のうち翌年度分が単年度予算として連邦議会及び連邦参議院に提出され、議決対象

となる。 

 

図表 1-1- 2 中期財政計画の構成 

1. 概要（重点項目） 

2. 予算及び財政計画基準値（歳出、歳入、純債務調達等の総括表） 

3. 歳出（分野ごと、経済性質ごとの歳出見積り及び説明） 

4. 歳入（税収、その他収入の見積り及び説明） 

5. ほかの公共部門との財政関係（地方、EU、その他国際機関） 

6. 財政計画期間以降の連邦予算の見通し（利子支払、年金給付、債務負担授権等） 

7. 財政計画期間のマクロ経済展開の予測（中期財政計画策定の前提となる経済見通し） 
資料）財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布

資料）に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 中期財政計画は、BMF により作成される。策定のプロセスとしては、今後 4 年間の税収

見通し及び新規国債発行額を基準として歳出総額を決定した後、それを各省庁に配分する。

各省庁は翌年度及びそれ以降の 3 年度分の歳出見積りを BMF に提出し、翌年度予算と一

体として、査定及び折衝が行われる。中期財政計画は、当該年度の財政指標（歳出、歳入、

投資的経費等）、その説明（施策の紹介）、前提となる経済指標（経済成長率、雇用状況

等）を内容として含むものである。中期財政計画は、予算案と同時に連邦議会に参考資料

として提出される。歳出については閣議決定の対象となる。中期財政計画は、当初は将来

の単年度予算に対する拘束力は小さかったが、近年では一定の拘束力を持っている。厳し

い財政状況等を背景として、中期財政計画における翌年度予算より後の 3 年度分の計画は、

将来の中期財政計画及び単年度予算の策定において、原則的に拘束力を有するものとされ

る 2。 

 予算編成における役割として、連邦会計検査院（Bundesrechnungshof：BRH、以下

「BRH」と言う。）は、助言を行うことができるとされている。この助言活動の根拠規定

は、連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung：BHO、以下「BHO」と言う。）第 27 条第 2

項であり3、「各省庁の予算担当部署は、予算要求書を BRH にも送付する。BRH はこれに

対し意見を述べることができる」旨が規定されている4。この規定は、連邦行政における経

済性について予算編成の段階から信任が得られることを可能性とするものである。BRH の

助言は、BMF に対してのみならず予算要求書を作成する省庁に対しても表明され、BMF

と各省庁間の予算折衝の場において発言することができるとされている。この予算編成段
                                                        
2 財政制度審議会（2003）「公会計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資

料） 
3 BMF（2008）The Budget System of the Federal Republic of Germany 
4 BHO 第 27 条 
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階での助言活動は、議会の審議段階でも実施可能であり、通常予算委員会において実施さ

れる。さらに、BRH は予算の最終案に対しても、議会の審議中、意見を述べることができ

る5。 

 ドイツの予算策定の流れは下記のようになっている。なお、会計年度は暦年である。 

 

図表 1-1- 3 ドイツにおける予算編成プロセス 

年度 月 政府 議会 

予
算
年
度
開

始
前
々
年 

12 月   

3 月   

4 月   

5 月   

6 月   

8 月   

9 月   

10 月   

11 月   

予

算

年

度

開

始

前

年 

12 月   

予
算
年
度 

1 月   

資料）BMF（2008）The Budget System of the Federal Republic of Germany、財政制度審議会（2003）「公会

計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）に基づき三菱 UFJ リサー

チ＆コンサルティング作成。 

                                                        
5 石森委員から情報提供。 

BMF は各省庁に対し翌々年度予算と、翌年

度から 5 年間の中期財政計画の策定を指

示。 

各省庁が予算要求を BMF に提出。 

・ 中期経済発展及び歳入の予測。 
・ 財政計画諮問会議の実施。 
・ BMF と各省庁の次官級協議。 

BMF と各省庁の実務者レベルの交渉。 

・ 大臣レベルの交渉の実施。 
・ 予算案と中期財政計画の閣議決定。 

予算案が連邦議会と連邦参議院に送付

され審議（中期財政計画は参考資料と

して使用）。 

BMF が各省庁へ予算管理について通達。 

予算執行開始。 

・ 連邦議会の予算委員会にて審議。 
・ 本会議において議決後、予算案が

成立。 
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1.1.1.2 決算制度 

1.1.1.2.1 決算と検査報告の議会提出 

 以下に、決算制度の概要を述べる。各省庁は、会計年度終了後、連邦財務大臣が定めた

期限内に、当該年度における資金の使用状況について BMF へ文書で報告する。BMF は、

各省庁からの報告を踏まえ、全省庁の決算書を作成し、連邦議会と連邦参議院の両院及び

BRH へ送付する。BMF による国の決算書作成についてはドイツ連邦共和国基本法

（Grundgesetz：GG、以下「基本法」と言う。）において、以下のとおり定められている。 

 

図表 1-1- 4 基本法 第 114 条第 1 項 会計の管理、財政の監督 
（1）連邦財務大臣は、連邦政府の責任解除のため、全ての収入及び支出並びに資産及び負

債に関する計算書を翌年度中に連邦議会及び連邦参議院に提出しなければならない 
資料）基本法、訳は亀井座長。 
 

 さらに、BHO 第 80 条においても、BMF の決算書への関与の仕方について規定されてい

る。これによると、BMF は毎年度予算計算書（Haushaltsrechnung）及び資産計算書

（Vermögensrechnung）を作成するものとしている。 

 

図表 1-1- 5 連邦予算規則（BHO） 第 80 条 
第 80 条 決算書 
（1）担当部署は毎年締め切られた帳簿に従って決算書を作成しなければならない。BMF は

BRH との合意の下、異なる期間の決算書作成の決定を行うことができる 
（3）締め切られた帳簿を基礎として BMF は毎年度予算計算及び資産計算書を作成するもの

とする 
資料）BHO、訳は三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング。 
 

BMF は、決算書に加え、翌会計年中に連邦政府の当該年度の予算の執行に関する政府の

責任を解除することを求める動議を提出する。また、BRH は、検査活動の結果、検査結果

と決算の確認を含む「予算執行及び経済運営に対する所見」を議会へ提出する。これらは、

連邦議会及び連邦参議院の両院で審議されることとなる。まず、連邦議会予算委員会の下

部委員会である会計検査委員会が、BMF による動議と BRH の所見について審議を行う。

この際、BRH の責任者は会計検査委員会の審議に出席し、意見を述べる。会計検査委員会

の提案に基づき、予算委員会は「議決勧告及び報告」を作成し、これに基づき本会議にお

いて政府の責任解除の議決を行う。この責任解除とは、連邦議会によって当該年度の予算

執行に関する政府の責任を解除することを意味する。予算委員会において作成される「議

決勧告及び報告」の内容を以下に示す。内容は、議決勧告と委員会報告の 2 部構成になっ

ており、議決勧告の文言は、毎年度ほぼ同一である。 
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図表 1-1- 6 議決勧告及び報告 

議決勧告 

以下の 2 点の議決を連邦議会に勧告する。 

 連邦政府に対し、BMF の動議及び BRH の所見に基づき、当該年度について責任解

除を与えること。 

 次の 3 点を連邦政府に対し要求すること。 

 連邦予算案の作成及び執行にあたっては BRH の所見に係る予算委員会の確認に

従うこと。 

 委員会の決定を考慮して経済性の向上のための措置を導入すること。 

 予算審議の際に結果を適時に利用できるよう報告義務の期限を遵守すること。 

委員会報告 

 総論：審議経過 

 各論：BRH の各所見に対する確認と委員会の議決 
資料）片山信子（2004）「アメリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434

号』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 
 

 なお、連邦参議院における決算審議の手続は、連邦議会の手続よりも簡略化されており、

財務委員会において、BMF の動議及び BRH の所見を審査し、責任解除を与えるべきとす

る委員会の勧告が本会議に提出され決議される。 
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1.1.1.2.2 審議日程・手順 

前述したドイツの決算審議の流れを以下にまとめる。以下は 2007 年度のスケジュール

であるが、毎年度ほぼ同様のスケジュールで決算は行われている模様である。 

 

図表 1-1- 7 ドイツにおける決算審議日程・手順（2007 年度の例） 

年度 月 BMF BRH 議会 

予
算
年
度 

9 月    

1～3 

月 

 

 

  

予
算
年
度 

次
年
度 

4 月 

 

 

 

 

11 月 

 

   

 

 

 

2 月 

 

 

   

予
算
年
度 

次
々
年
度 

7 月    

予
算
年
度 

３
年
後 

－    

資料）BMF（2008）The Budget System of the Federal Republic of Germany、財政制度審議会（2003）「公会

計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）、片山信子（2004）「ア

メリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』に基づき三菱 UFJ リ
サーチ＆コンサルティング作成。 

各省庁に対し、当該予算

年度の決算の提出に関し

て通達 

各省庁からの報告を基に決

算書を作成 

決算書類を連邦議会、連邦

参議院及び BRH へ送付 
 

「予算執行及び経済運営に

対する所見」を議会へ提出 

連邦議会予算委員会小委員

会の会計検査委員会で審議 

連邦議会本会議で審議 
（翌年まで継続実施） 

連邦政府の「責任解除」を

求める動議を提出 

連邦参議院財務委員会で審

議（翌年まで継続実施） 

連邦参議院本会議で審議 

BRH の勧告の議会による

採択状況、行政府による改

善措置状況に関する報告発

表 

連邦議会本会議で、連邦政

府の責任解除の議決を実施 

連邦参議院本会議で、連邦

政府の責任解除の議決を実

施 



 

- 13 - 

 

1.1.2 国家統治形態、会計検査院の組織構成 

1.1.2.1 国家統治機構 

1.1.2.1.1 政体  

 ドイツ（正式名称：ドイツ連邦共和国）は連邦共和制をとっており、集合国家としての

連邦と、構成国家としての 16 州から成る。立法権は連邦議会、行政権は連邦政府、司法

権は連邦憲法裁判所と最高裁判所が担っており、三権分立制をとっている。連邦主義に基

づき、国家権力は立法・行政・司法の各分野で連邦と州に分配されている。 

 憲法は基本法である。基本法は、1949 年に西側占領地区で暫定的に適用されていたもの

が、1990 年の東西ドイツの統一により統一後のドイツ国内全域に拡大され、恒久化された。 

 元首は連邦大統領である。連邦大統領は、基本法のもとで、国際法上連邦を代表する元

首であり、国内的にも様々な行政的権限を行使するが、大統領の権限は形式的なものに限

定され、その地位は弱められている。連邦大統領の任期は 5 年であり、再選は一回に限り

認められる。連邦大統領は、連邦の名において、外国と条約を締結し、使節を信認し、接

受する。連邦首相の連邦議会への提議、連邦裁判官・連邦公務員・士官及び下士官の任免、

恩赦、連邦首相の任命、連邦大臣の任免等の権限を持っている。 

 

1.1.2.1.2 立法府 

 連邦レベルにおいては、議会は下院の連邦議会（Bundestag）と上院の連邦参議院

（Bundesrat）により構成される二院制である。連邦議会は、直接公選制で議員が選出され、

総議席数は 598（ただし超過議席を含め、現在は 622）、議員の任期は 4 年である。小選

挙区制を加味した比例代表制の直接選挙により選出される。連邦参議院は、69 議席から成

る。各州政府の代表（州首相及び州の閣僚、人口比により各州 3～6 名）により構成され

る。連邦参議院議員は各州政府から随時任命される仕組であり、選挙も議員任期も存在し

ない。議員の自主的な行動は抑制されており、投票はあくまでも州単位で行われる。なお、

州レベルにおいては、州議会が設置されている。 

 

1.1.2.1.3 司法府 

 司法における最高機関として連邦憲法裁判所が存在する。連邦憲法裁判所は、ほかの全

ての憲法機関から自立し、かつ独立した連邦の裁判所である。連邦憲法裁判所は、各 8 名

の裁判官からなる二つの部で構成される。連邦憲法裁判所には、連邦法または州法が基本

法に合致しているかどうかを決定する、規範統制の権限が与えられている。裁判所として、

連邦憲法裁判所のほかに、最高裁判所、各州裁判所がある。 
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1.1.2.1.4 連邦行政機構の概要 

 連邦政府は、連邦首相及び連邦大臣によって構成される。連邦首相は、連邦大統領の提

議に基づき、連邦議会により選挙される。連邦議会議員の過半数の得票を得たものが選出

され、出されたものは、連邦大統領によって任命されなければならないとされる。連邦大

臣は、連邦首相の提議に基づき、連邦大統領により任命される。基本法上、形式的な連邦

大統領よりも、連邦首相を中心とする連邦政府に実質的な権限があり、いわゆる首相制度

を採用している。連邦首相は、連邦大統領に対して大臣任免の提議を行って内閣を組織す

る権限を持ち、連邦首相の定めた政綱の範囲内において、各連邦大臣は、独立して自己の

責任において所管事務を指揮する、いわゆる管轄制度がとられている。さらに、合議制に

基づく内閣制度でなければならないとされている。以上のように、ドイツの連邦政府は、

首相制度、管理制度、そして内閣制度を組合せて調和をとろうとするところに特徴が見ら

れる6。 

 

1.1.2.1.5 省庁 

 ドイツ連邦各省は、最上級連邦官庁に属する。2010 年 11 月現在、これに該当するもの

は 14 省庁である。具体的には、外務省、連邦内務省、連邦法務省、連邦財務省、連邦経

済技術省、連邦消費者保護・食料・農林省、連邦国防省、連邦家庭・高齢者・婦人・青少

年省、連邦保健省、連邦交通・建設・都市開発省、連邦環境・自然保護・原子力安全省、

連邦教育・研究省、連邦経済協力省、連邦社会労働省である。 

 各省においては、連邦大臣の下、政務次官、事務次官が補佐にあたり、各次官には専門

部局担当者が付いている。事務次官の下に各局が配置されている。 

 

1.1.2.1.6 連邦と州の関係 

 連邦制国家は、独自の統治権限を与えられた州が、それぞれ国家的な性格を持ちながら、

一つの国家（連邦）を形成するものである。現在、ドイツは 16 州から構成される連邦国

家である。連邦国家を構成する各州は、それぞれ固有の憲法の下で、議院内閣制に基づく

州議会と州政府を有した存在である。ドイツの連邦主義では、立法権の重点が連邦に置か

れ、行政権の行使が原則として各州政府に委ねられている。 

                                                        
6 大西健夫（1992）「ドイツの政治」 
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1.1.2.2 会計検査院の組織構成 

 BRH は基本法第 114 条第 2 項において、地位及び役割が規定され、立法・司法・行政の

いずれにも分類することはできない組織として位置付けられている。 

 

図表 1-1- 8 基本法 第 114 条 会計の管理、財政の監督 
（2）司法上の独立性が保障された BRH の上級職員は、会計を検査し、財政管理上の業績

や合規性を検証する。BRH は、毎年直接、議会両院及び連邦政府に対してその報告を

行う。BRH のそのほかの権限については、BHO によって定められている。 
資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現

状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書） 
 

 さらに、BHO 第 88～90 条では、検査の範囲や基準について規定されている。 

 

図表 1-1- 9 連邦予算規則（BHO） 第 88～90 条 
第 88 条 BRH の役割 
（1）次に規定される条項により、BRH は、連邦政府の全ての財政管理の検査を行う。その

対象には、政府から分離された財産基金や企業も含む。 
（2）会計検査での発見事項に基づき、BRH は、連邦議会の両院や連邦政府及び個々の連邦

省庁に対して助言を与えることができる。BRH が議会に対して助言を与える場合、それ

は連邦政府に対しても同時に伝えられなければならない。 
第 89 条 検査の範囲 
（1）BRH は、次のものを検査する。 

1. 歳入、歳出、支出を負う付託、資産及び負債 
2. 歳出または歳入を伴う政策 
3. 歳入または歳出を伴う暫定的な会計記載事項 
4. 独立行政機関に配分された基金（自己管理基金） 

（2）BRH は、その裁量によって、検査範囲を限定し、特定の会計を検査しないで済ますこ

とができる。 
第 90 条 検査の実体 
会計検査は、合規性及び十分な財政管理の原則が観察されるかどうか、という観点から行わ

れる。とりわけ、 
1. 予算決議及び採用された見積りが執行されているかどうか、 
2. 歳入並びに歳出が適切に実現化され、それが証憑によって裏付けられているかどうか、ま

た、予算及び資本勘定とも適切に準備されているかどうか、 
3. 基金は効率的かつ経済的に管理されているかどうか、 
4. 目的はより少ない人数や資源で実行され得るかどうか、あるいはほかの手段によって、よ

り効果的に実施し得るかどうか、 
という観点が検証される。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現

状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書） 
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 BRH は、院長・副院長のほかに、検査領域・テーマ別に分けられた 9 つの検査局

（Abteilung）と、その下に属する 49 の検査課（Prufungsgebiet）によって構成されており、

1 つの検査課は大体 6～7 人の調査官によって構成されている。これらとは別途、組織の管

理機能を担う間接部門が院長局に属している。 

 BRH の職員は約 670 人であり、このうち約 3 分の 2 が調査官、残りの約 3 分の 1 が内部

管理職員である。また、1998 年からは全国に 9 つの地方検査事務所（Prüfungsamt）を置い

ており、別途約 800 人の職員が在籍している7。地方検査事務所の詳細については後述する。 

 なお、連邦会計検査院法第 14 条第 1 項第 5 号により、大評議会が「業務計画、検査、

審議、並びに報告における手続及び原則」の決定をすることとなっており、連邦会計検査

規則が定められ、その第 4 条第 2 項に、合規性と準拠性の検査の観点として支出金、歳入

及び徴収及び基金の委託の根拠となる法律またはそのほかの規則に注目すること、さらに、

この観点は、財務管理に適用可能な規則及び原則の遵守と同様に、歳入と歳出が計算され

証拠により指示され計算書に記載される際の正確性に及んでいること等が定められている。 

  

                                                        
7 ベルリン、フランクフルト、ハンブルグ、ハノーバー、コーブレンツ、ケルン、マグデブルグ、ミュ

ンヘン、シュツットガルトの 9 地域。 
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図表 1-1- 10 BRH の体制図（本部） 

,

秘書室

プレス対応室

院長局

情報システム課

広報課

国際関係課

能力開発

法務課

予算管理課

人事課

総務課

第I局

企画課I

検査課I 1
検査・報告、年次報告、

州検査院間調整

検査課I 2
予算法、

会計検査院組織法

検査課I 3
行政の現代化、

経済性、
統合・適正化

検査課I 4
連邦債、財政

検査課I 5
一般調達、腐敗防止

検査課I 6
将来投資法による財政
支援、予算・会計制度

の現代化

第II局

企画課II

検査課II 1
外務

検査課II 2
文化関連、

連邦家族・高齢者・
女性・青年

検査課II 3
連邦環境・自然保護・

原子炉保安、
連邦経済協働・開発

検査課II 4
連邦法務

連邦憲法裁判所

検査課II 5
連邦大統領府、連邦議
会、連邦参議院、連邦

首相府、政府公報

第III局

企画課III

検査課III 1
信託公社後継機関、連

邦不動産管理

検査課III 2
ドイツ鉄道、

郵政後継機関、
連邦鉄道資産

検査課III 3
鉄道行政、
鉄道建設

検査課III 4
州との協力

検査課III 5
銀行、特別資産、

連邦ネットワーク庁

第IV局

企画課IV

検査課IV 1
防衛：組織・人員、予

算、教育・不動産

検査課IV 2
シークレットサービス、
市民保護、内国安全保

障

検査課IV 3
防衛：海軍、軍事技術
及び調達、ITセキュリ

ティ

検査課IV 4
防衛：陸軍、厚生業務、

兵站

検査課IV 5
防衛：空軍、国際防衛

機構、価格法

第V局

企画課V

検査課V 1
交通

検査課V 2
公共工事I

検査課V 3
道路管理I

検査課V 4
道路管理II

検査課V 5
公共工事II

第VI局

企画課VI

検査課VI 1
教育研究

検査課VI 2
連邦雇用庁I

検査課VI 3
連邦雇用庁II

検査課VI 4
産業・技術

検査課VI 5
食糧・農業・消費者保

護

検査課VI 6
求職者基礎保障

第VII局

企画課VII

検査課VII 1
人事制度、

賃金・労働法

検査課VII 2
IT

検査課VII 3
人件費、公務員法、

俸給法、年金

検査課VII 4
府省組織

検査課VII 5
内務、府省支援、調達

第VIII局

企画課VIII

検査課VIII 1
直接税I

検査課VIII 2
間接税

検査課VIII 3
直接税II

検査課VIII 4
EU、国際機関

検査課VIII 5
関税、消費税、

市場秩序

第IX局

企画課IX

検査課IX 1
農業従事者の社会保

障、労災保険

検査課IX 2
リハビリぜーション、負

担調整、社会給付

内部監査室

副院長

院長

検査課IX 3
退職年金

検査課IX 4
戦争被災者保護

検査課IX 5
社会給付

検査課IX 6
法定健康保険、
社会介護保険、

連邦保険局

 

資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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図表 1-1- 11 BRH の体制図（地方検査事務所） 

,

分野7 (VI 6)

求職者基礎保障

分野7 (IX 2)

リハビ リテーショ ン、

負担調整、社会給付

分野5(VII 2)

IT

分野6 (IX 5)

社会給付

分野7(II 3)

連邦環境・自然保護・原子炉

保安、連邦経済協働・開発

分野8 (VI 3)

連邦雇用庁

分野8 (VII 3)

人件費

分野9 (VIII 2)

間接税

分野8 (IV 5)

連邦軍：

空軍II

分野10 (V 4)

道路建設

分野8 (IX 3)

年金保険

分野9 (VII 1)

人事制度、

労働法

分野8 (V 5)

公共工事

分野9 (IV 2)

内国安全保障

（計画）

シュトゥットガルト

所長

---

管理課

分野1 (III 3)

連邦鉄道

分野2 (V 3)

道路建設

分野3 (V 2)

公共工事

分野4 (IX 4)

社会補償

分野5 (VII 3)

人件費

分野6 (IX 3)

退職年金

分野3 (IV 1)

連邦軍（南部）

分野4 (VII 1)

人事制度

賃金・労働法

分野5(V 5)

公共工事

分野6(VIII 3)

直接税

ミュンヘン

所長

---

管理課

分野1 (III 2)

設備・特別財産年次会計

分野2 (IV 4)

連邦軍：

陸軍、公衆衛生制度

マグデブルク

所長

---

管理課

分野1 (III 1)

信託公社後継機関、

連邦不動産管理

分野2 (IV 2)

内国安全保障

分野3 (V 4)

道路建設

分野4 (II 2)

文化関連、

連邦家族・高齢者・

女性・青年

分野5 (IX 1,5)

農業従事者の社会保障、労

災保険

分野4 (V 3)

道路工建設

分野5 (V 5)

公共工事

分野6 (VI 2,6)

求職者基礎保障、

連邦雇用庁I

分野8 (IX 5)

社会給付

ケルン

所長

---

管理課

分野2 (IV 5)

連邦軍：

空軍II

分野7 (VI 3)

連邦雇用庁

コブレンツ

所長

---

管理課

分野1 (V 5)

公共工事（計画）

分野2 (IV 4)

連邦軍：陸軍I

分野3 (IV 3)

防衛：

海軍、軍事調達II、 IT

分野4 (VII 5)

内務、調達、

分野3 (IV 3)

防衛：

海軍、軍事調達I

分野4 (V 1)

運輸

分野5 (IX 5)

社会給付

分野6 (IX 1)

農業従事者の社会保障、労

災保険

ハノーファー

所長

---

管理課

分野1(III 3)

連邦鉄道

分野2 (VI 1)

連邦軍（北部）

分野7 (IX 6)

法定健康保険、

社会介護保険、

連邦保険局

ハンブルク

所長

---

管理課

分野1 (VII 4)

府省組織

分野2 (V 4)

道路建設

分野3 (V 1)

運輸

分野4 (VII 5)

関税、消費税、

市場秩序、  財政

分野5 (VII 3)

人件費

分野6 (IX 6)

法定健康保険、

社会介護保険、

連邦保険局

分野7 (VII 4)

EU、

国際機関

分野3

運輸 ( V 1)

道路建設 (V 3)

分野4 (VII 3)

人件費

分野5 (VIII 1)

直接税

分野6 (VIII 5)

関税、消費税、

市場秩序、財政

フランクフルト

所長

---

管理課

分野1 (VII 5)

内務

分野2 (III 2)

ドイ ツ鉄道、

郵政後継機関、

連邦鉄道資産

分野7 (VI 6)

求職者基礎保障

所長

---

管理課

分野1 (I S)

現代化、経済性、

予算制度

分野2 (II 1)

外務

分野3 (III 1)

信託公社の後継機関、国有

管理

ベルリン

分野4 (IV 5)

連邦軍：

空軍I

分野5 (V 1)

運輸

分野6 (V 2)

公共工事

 
資料）BRH ウェブサイト（http://bundesrechnungshof.de/wir-ueber-uns/organisation） 
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 BRH による一般的な検査結果の取扱について概要を述べる。BRH は、財務検査及び業

績検査を年間 600 件実施し報告書を作成している。検査結果は、内部報告の形式で詳細な

報告書として受検庁（及び当該庁を所管する母省）に対して送付される。受検庁により合

意が得られなかった場合は、大半の事案について議会に対する所見（Bemerkungen）の中

に示され、議会に報告される8。以下に検査結果の取扱についてフローを示す（本報告書の

2.1.2.2.1 を参照）。 

 

図表 1-1- 12 BRH の検査結果の取扱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現

状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究） 

                                                        
8 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会計検査の現状と

課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究） 

①財務検査・業績検査（600 件／年） 
― 内部報告という形で、受検庁に事前に照会 ― 

②-1 受検庁が合意（500 件／年） ②-2 不合意 
（100 件／年） 

『検査結果の報告』（Prüfungsmitteilungen 
/management letter）を受検庁に提出 

― 非公開 ― 

予算委員会（会計検査小委員会）が 
各所管委員会に送付。内容審議の 
結果、約 9 割が承認決議を得る。 
受検庁は履行義務が課される。 

④問題事案は『特別報告』（Sonderberichte / 
special report）として取りまとめて議会へ提

出。以後複数年にわたり注視 
― 原則非公開（100～200 件）― 

著しい改善が見られた事案は 
グッドプラクティスとして 
年次報告に掲載される場合もある。 

非
公
開
が
望
ま
し
い
場
合
の
例
外
的
措
置 

③『所見』（Bemerkungen /annual report）とし

て取りまとめ議会提出 
― 公 開 ― 
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1.1.3 公会計制度の沿革とその特徴 

1.1.3.1 公会計制度の沿革 

 はじめにドイツにおける公会計制度の生成と発展、さらに近年における制度改革の状況

について俯瞰しておきたい。ドイツにおける公会計がその記帳方法を含めて整備されたの

は 18～19 世紀の後期カメラリストの時代になってからである。さらに、予算制度として

法制度が整備されるのは 1871 年のビスマルクによるドイツ統一後であり、プロイセンで

も統一的な財政法規が制定されたのはようやく 1898 年になってからのことである。ちな

みに、我が国でフランス会計法を範としていわゆる明治会計法が制定されたのが 1889 年

（明治 2 年）であり、このことを考え合わせると興味深い側面を見ることができる。 

 さて、上述の経緯を経て第一次世界大戦後の連邦に直接関わりを持つ予算制度及び公会

計制度の法整備を見ると以下のような進展状況を理解することができる。 

 

 1 9 2 2 年 1 2 月 3 1 日 ドイツ国予算規則（Reichshaushaltsordnung：RHO） 

 1 9 2 7 年 8 月 6 日 ドイツ国金庫規則（Reichskassenordnung：RKO） 

 1 9 2 9 年 2 月 1 1 日 ドイツ国計算書作成規則（Rechnungslegungsordnung für das Reich：RRO） 

 1 9 4 9 年 5 月 2 3 日 基本法（Grundgesetz：GG） 

 1 9 5 0 年 1 1 月 2 7 日 連邦会計検査院法（Gesetz über Errichtung und Aufgaben des Bundes-

rechnungshofs：BRHG） 

 1 9 5 3 年 3 月 1 6 日 連邦の資産に関する簿記及び計算書作成規則案（Entwurf―Buchführungs- 

und Rechnungslegungsordnung für das Vermögen des Bundes：VBRO） 

 1 9 6 9 年 5 月 1 2 日 財政改革法（Finanzreformsgesetz） 

 1 9 6 9 年 8 月 1 9 日 予算原則法（Haushaltsgrundsätzegesetz：HGrG） 

 1 9 6 9 年 8 月 1 9 日 連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung：BHO） 

 1 9 9 0 年 7 月 1 8 日 連邦予算規則改正［東西ドイツ統一に伴う一部改正］ 

 1 9 9 7 年 1 2 月 2 2 日 予算原則法改正［複式簿記の適用を可能にし、原価及び給付計算を導入し

た法改正］ 

 1 9 9 7 年 1 2 月 2 2 日 連邦予算規則改正 

 2 0 0 1 年 1 2 月 2 0 日 予算原則法改正 

 2 0 0 9 年 2 月 2 6 日 予算原則現代化法（Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz：HGrGMoG） 

 2 0 0 9 年 7 月 3 1 日 予算原則法改正［連邦・州共通複式会計を導入した改正］ 

 2 0 0 9 年 7 月 3 1 日 連邦予算規則改正 
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1.1.3.2 公会計制度の特徴 

1.1.3.2.1 カメラル会計と拡張カメラル会計 

 ドイツ公会計制度では伝統的な記帳法であるカメラル簿記（Kameralistische Buchführung, 

Kameralistische Buchhaltung）が必須の用具となっている。このカメラル簿記を適用した会

計システムがカメラル会計（Kameralistik）と呼ばれる。さらに、近年における公会計制度

の改革に際して、複式簿記を用いる複式会計（Doppik）に対する選択肢としてカメラル会

計に原価及び給付計算（Kosten- und Leistungsrechnung：KLR、以下「KLR」と言う。）を

援用した拡張カメラル会計（Erweiterte Kameralistik）が容認されることとなった。伝統的

な概念を古典的カメラル会計（Klassische Kmeralistik）と呼ぶのに対して、このような新し

い考え方を現代的カメラル会計（Moderne Kameralistik）と呼ぶこともある。以下、これら

の概念についての図解を含め、補足して記述しておきたい。 

 まず、カメラル簿記における元帳の基本構造は次のように示される。 

 

収入（支出） 

命令済予算 執行 執行未済 勘定（予算または

記帳所管） 前年度繰越額 当年度予算額 実際額 残高 

 

 上記の基本構造からカメラル簿記の特徴は次のようにまとめることができる。 

 （1）ひとつの勘定に予算額（Soll）と実際額（Ist）の記入ができること。 

 （2）予算額と実際額との差異が「執行未済額（Rest）」として勘定の上で表示できる。 

 （3）出納整理期間の有無にかかわらず、「執行未済額」すなわち経過勘定が勘定の上

で表示できる。 

 （4）カメラル簿記においても単式簿記においても複数の勘定を開設できる。単式簿記

の勘定が「現金勘定」か「預金勘定」であるのに対し、カメラル簿記では実際に

多様な勘定を取り扱っており、それを現金収支によって記録している。 

 （5）カメラル簿記における「前年度繰越額」、「当年度予算額」、「実際額」及び

「残高」の計算要素は、 

前年度繰越額＋当年度予算額＝実際額＋残高 

    という関係から成立しており、これを T フォームで表したものが複式簿記の在高

勘定である。つまり、複式簿記と同様の計算要素を並列的に並べ替えたものであ

るということがわかる。この「実際額」に発生額を当てはめれば拡張カメラル会

計となる。 

 （6）上記の記入方式はわが国の「會計規則書式」（明治 22 年大蔵省令）で取り入れら

れた様式でもあり、さらに、「国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令」

（大正 11 年大蔵省令）でも取り入れられている現行制度の書式のひとつでもある。
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つまり、地方の公会計制度を含め、わが国の公会計にはカメラル簿記の影響が残

っていることを意味していることもあわせて留意しておきたい。 

 また、伝統的なカメラル会計と拡張カメラル会計との違いを予算制度との関連でみると

図表 1-1- 13 のように表すことができる。 

 

図表 1-1- 13 予算制度におけるカメラル会計と拡張カメラル会計 

 
資料）Dietrich Budäus, “Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen in Deutschland―Stand und  

Perspektiven―”, Vortrag in Graz, vom 21. Oktober 2009 

 

 

 さらにカメラル会計と拡張カメラル会計との違いを複式会計に対比して測定の対象から

考察すると、図表 1-1- 14 のようになる。 
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図表 1-1- 14 カメラル会計・拡張カメラル会計・複式会計 

 
資料）Dietrich Budäus,“Reform des öffentlichen Haushalts-und Rechnungswesen in Deutschland ― Stand und  

Perspektiven ―”, Vortrag in Graz, vom 21. Oktober 2009 

 

 近年におけるドイツの公会計改革では、後述するように、カメラル会計の体系を維持し

たまま KLR、内部給付の相互計上、並びに、部分的な資源費消計算を付加することによっ

て実質的に発生主義概念を導入しようとする拡張カメラル会計が制度に適用されることと

なった。つまり、この考え方は、複式簿記を用いる複式会計に拠らず伝統的なカメラル会

計の枠組の中で金銭計算を超える価値計算を可能にしようとする方法である。しかしなが

ら、カメラル会計も拡張カメラル会計も、価値計算に関わる資産計算書及び成果計算書が

理論的整合性に基づいて作成できないという意味においては本質は変わらないというべき

であろう。 
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1.1.3.2.2 コンテンラーメン 

 公会計のみならず会計全般について考える際に避けて通ることのできない概念のひとつ

にコンテンラーメンがある。この概念についても簡単に触れておきたい。まず、「コンテ

ン」は「勘定」（複数形）を意味し、「ラーメン」は「枠組」を意味するドイツ語である。

これら 2 つの単語の合成語である「コンテンラーメン」は「標準勘定組織」ともいわれる

もので、少なくともドイツ語圏の国においては、新たな会計システムを構築する場合には

必ず作成されるものでいわば“会計システムの設計図”ともいうべきものである。通常、

コンテンラーメンは、最終的に作成すべき決算書を念頭において勘定の本質に従って分類

し、クラス 0 からクラス 9 までの 10 進法で番号を付し、それぞれのクラスに属する個別

勘定の分類レベルごとに桁数を増やした番号を付した体系表として構成される。従って、

取引をコンピュータによって処理する際に、こうしたコンテンラーメンにおける体系的分

類に基づく番号がそのままコンピュータ処理のためのコード番号として活用できることと

なる。 

 このコンテンラーメンには、「共同コンテンラーメン（Gemeinschaftskontenrahmen der 

Industire：GKR）」のような原価要素の特定とその勘定記入の過程を明示するための過程

分類基準（Prozessgliederungsprinzip）と、かつての株式法や商法典に適合させた商業向け

の財務簿記システムを中心とする決算書分類基準（Abschlussgliederungsprinzip）に基づく

ものとの 2 種類のものがある。こうしたコンテンラーメンをそれぞれの会計主体に合わせ

て勘定組織を構成したものがコンテンプラーン（勘定計画）である。また、コンテンラー

メンを構築する際に、原価計算すなわち内部報告のための経営簿記を中心とするか、ある

いは外部報告たる決算書作成のための財務簿記を中心とするかによってもその構成が異な

ることとなる。さらに、資金計算書（またはキャッシュフロー計算書）をひとつの独立し

た勘定系統にするかどうかによって、三勘定系統原理の立場をとるか、二勘定系統原理の

立場をとるかの違いを生ずることとなる。 

 公会計の領域にあっても、これまでドイツの地方公営企業としての電力、ガス、水道、

鉄道等の業種で共同開発された「供給企業及び交通企業のための共同コンテンラーメン

（Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- Verkehrsunternehmen：GKV）」、病院簿記令

（Krankenhaus-Buchführungsverordnung：KHBV）に基づくコンテンラーメン等が用いられ

てきている。さらに、ドイツにおける新しい公会計モデル構築に大きな影響を与えたスイ

スにおける 1976 年のカントン財務長官会議（Konferenz der Kantnalen Finanzdirektoren：

FDK）モデル、1995 年の地方自治体共同機構（Kommunale Gemeinschaftsstelle：KGSt）モ

デル、1996 年のシュパイヤー・モデル（Neues Kommunales Rechnungswesen〈Speyerer 

Verfahren〉）、1997 年にバーデン＝ヴュルテムベルク州から公表された「原価及び給付計

算指針（ARGE-KLR-Leitlinien）」における「市町村のための共同コンテンラーメン

（Gemeinschaftskontenrahmen für Gemeinde：GKG）」、2000 年のノルトライン＝ヴェスト
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ファーレン州における NKF モデル等でそれぞれのコンテンラーメンが構築されている。 

 いま、これら各種のコンテンラーメンを財務簿記志向か経営簿記志向かの観点及び勘定

系統原理の観点から分類すれば図表 1-1- 15 のように表すことができる。 

 

図表 1-1- 15 コンテンラーメンの分類 

 
資料）亀井孝文著『公会計改革論―ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築―』、白桃書房 2004 年、

p.539 
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1.1.3.3 制度改革の経緯とその内容 

1.1.3.3.1 公会計改革へのチャレンジ 

 ドイツでは 1.1.3.2 で掲げた予算及び会計制度のための法的枠組の整備に至るまでに、公

会計制度の改革に関する様々な議論が政府レベルで行われている。そのうち、近年公表さ

れた主要な報告書を列挙すれば以下のような種々のものがある。 

 

 1． 連邦政府、「現代の国家―現代の行政」、2002 年 

  （Die Bundesregierung, “Moderner Staat - Moderne Verwaltung”, 2002） 

 2． 原価計算及び給付計算／複式会計に関する連邦・州作業部会、「商業簿記導入のための最小基準

（複式会計）」、2006 年 10 月 30 日 

  （ Bund-Länder-Arbeitskreis KLR/Doppik, “ Mindeststandards für die Einführung der doppelten an 

kaufmännischen Regeln ausgerichteten Buchführng （Doppik）”） 

 3． BRH、特別報告「連邦・州の予算及び会計制度の現代化について」、2006 年 8 月 17 日 

  （ Bundesrechnungshof, Sonderbericht “ über die Modernisierung des staatlichen Haushalts- und 

Rechnungswesens”, 17.August 2006） 

 4． BMF、連邦予算及び会計制度の現代化連邦予算委員会プロジェクト・グループ報告書「連邦行政

における原価及び給付計算の導入状況 ― ドイツ連邦議会・会計検査委員会への進捗状況報告」、

2007 年 1 月現在 

  （Bundesministerium der Finanzen, Abteilung ⅡBundeshaushalt Projektgruppe Modernisierung des Haushalts- 

und Rechnungswesens （ MHR ） , “ Einführungsstand der Kosten- undLeistungsrechnung in der 

Bundesverwltung.―Fortschrittsbericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages 

（Stand：Januar 2007）”） 

 5． 連邦予算及び会計制度の現代化（MHR）プロジェクト・グループ報告書、「連邦予算及び会計制

度現代化のための概念 ― 要約鑑定書による評価への概念描写 ―」、2007 年 7 月（いわゆる

「基礎概念」） 

  （ Projektgruppe Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens （ MHR） , Konzept für ein 

modernisiertes Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes ― Konzeptdarstellung zur Evaluierung durch 

Kurz-Gutachten ―, Juli 2007）［Grobkonzept］ 

 6． BMF、「連邦は予算及び会計制度を現代化する」、2007 年 10 月 

  （Bundesministerium der Finanzen, “Der Bund modernisiert sein Haushalts- und Rechnungswesen” , 

Oktober 2007） 

 7． アルフ組織開発有限会社編、BMF 委託業務報告書「連邦予算及び会計制度の現代化プロジェクト 

― 要約鑑定書」、2007 年 11 月 2 日 

  （arf GmbH, Projekt Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes. Kurz-Gutachten.（Im 

Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen）, 02.November 2007） 
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 8． プライス・ウォーターハウス・クーパース監査法人、BMF 委託業務報告書「連邦予算及び会計制

度の現代化プロジェクト ― 要約鑑定書」、2007 年 11 月 2 日 

  （Price Waterhouse Coopers, Kurzgutachten zum Grobkonzept des BMF im Rahmen des Projektes zur 

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes, 02. November 2007） 

 9． 連邦政府、「連邦統一コンテンラーメン注釈」、2008 年 4 月 4 日 

  （Alexandra Fischer, Thomas Blank, Nicole Lemb, Kai Krüger, Grit Kulemann, Michael Spielmann, Susanne 

Behmann, “Kommentierung zum bundeseinheitlichen Kontenrahmen （VKR）”, Die Bundesregierung 

04.04.2008） 

 10． 原価計算及び給付計算／複式会計に関する連邦・州作業部会（BLAK）、「予算原則法第 49 条 a

の規定との関連における第 7 条 a に基づく連邦と州の共通複式簿記のための基準（連邦・州共通

複式会計基準）」、2009 年 2 月 26 日 

  （Bund-Länder-Arbeitskreis KLR/Doppik, Standards für die staatliche doppelte Buchführung （Standards 

staatlicher Doppik） nach §7a HGrG i.V.m. §49a HGrG, 26.2.2009） 

 11． 連邦・州作業部会、「複式簿記または拡張されたカメラル簿記基準に基づく予算とプロダクト志

向予算における予算編成、統制及び計算書作成」、2009 年 3 月 19 日 

  （Bund-Länder-Arbeitskreis, Bewirtschafttung und Rechnungslegung bei Haushalten auf doppischer oder 

erweiterter kameraler Basis und bei produktrientierten Haushalten, 19. März 2009 ） 

 12． KPMG 監査法人、「予算及び会計制度の現代化のための詳細概念」、BMF 2009 年 

  （ KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und 

Rechnungswesens. Bundesministerium der Finanzen 2009） 

 13． 原価計算及び給付計算／複式会計に関する連邦・州作業部会（BLAK）、「予算原則法第 49 条 a

の規定との関連における第 7 条 a に基づく連邦と州の共通複式簿記のための基準（連邦・州共通

複式会計基準）」《最終報告》、2009 年 11 月 26 日 

  （Bund-Länder-Arbeitskreis KLR/Doppik, Standards für die staatliche doppelte Buchführung （Standards 

staatlicher Doppik） nach §7a HGrG i.V.m. §49a HGrG, 26.11.2009） 
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1.1.3.3.2 公会計改革の議論の開始 

 ドイツにおける公会計制度の改革は、1969 年の財政改革とそれにともなう予算原則法

（Haushaltsgrundsätzegesetz：HGrG、以下「HGrG」と言う。）の制定と、その規定に基づ

く 連 邦 予 算 規 則 （ Bundeshaushaltsorodnung ： BHO ） 及 び 州 予 算 規 則

（Landeshaushaltsordnung：LHO、以下「LHO」と言う。）の制定から出発しているといっ

ても過言ではない。その後 20 年余を経て 1990 年代前半からの一部研究者や地方自治体共

同機構（Kommunale Gemeinschaftsstelle：KGSt）の研究成果によるモデル提示にはニュー

ジーランドを中心とする新公共経営（New Public Management：NPM、以下「NPM」と言

う。）の考え方が影響を及ぼし、特に州レベルの公会計制度改革の推進力となった。また、

この 1990 年代中葉の種々のモデル提言には、1970 年代に完成されたスイスにおける各カ

ントン（州）の公会計制度調和化のための完全発生主義に基づく新しい制度の考え方が大

きく影響していることも看過できない9。 

 1.1.3.3.1 に掲げた各種の議論やその成果は、研究者による最も初期の公会計制度改革の

必要性の提唱、各国における制度比較研究、基本的な公会計モデルの提言の段階を踏まえ、

連邦及び州の制度形成を担当する機関によってなされたもので、制度適用を念頭においた

実務志向の観点からの検討とその成果である。 

 こうした実務志向の観点から行政レベルによる制度改革は、まず、1997 年 12 月 22 日の

HGrG の改正を転機としている。この改正では、第 6 条に新たに KLR を導入して義務付け

るとともに、第 33 条 a「商法典の諸原則に基づく簿記及び会計」を新設して公会計に新し

い考え方を導入する道を開いた。ただ、この条文は「付加的に、正規の簿記及び会計の諸

原則に基づいて実施できる」ことを認めたに過ぎないが、伝統的なカメラル簿記の簿記法

のほかに複式簿記の適用を法律上可能にしたという意味では画期的な改正であった。この

HGrG 改正にあわせ、直前の同年 8 月には KLR 導入のために統一的な「KLR ハンドブッ

ク」が公表されている。こうした一連の制度改革によって、連邦レベルでも州レベルでも

KLR の導入が急速に進展するとともに、とりわけ州レベルの公会計制度改革の検討が精力

的に行われることとなった。 

 さらに、連邦政府は 1999 年に「現代の国家―現代の行政（Moderner Staat - Moderne 

Verwaltung）」のプログラムを開始し、「より大きな給付とより少ないコスト」、「より

大きな自己責任とより小さな国家」、「より大きな行政サービスとより小さな官僚機構」

等を実現するための検討が行われた。特に、「より大きな給付とより少ないコスト」では

コントローリングや KLR が取り扱われている。このプログラムの成果報告が 2002 年の

「現代の国家―現代の行政」（上記 1.1.3.3.1 における資料 1）である。 

                                                        
9 これらの経緯及び個別の新しい公会計モデルの内容については次のものを参照されたい。亀井孝文著

『公会計改革論―ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築―』、白桃書房 2004 年 
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1.1.3.3.3 公会計改革の議論とその内容 

 1990 年代末から 2000 年代の初めの時期は、連邦レベルよりも各州レベルでの公会計改

革の議論がさかんに行われている。特に、1997 年の HGrG の改正によって連邦でも州でも

制度上複式簿記の導入が可能となったことを受けて、 1998 年、内務大臣会議

（Innenministerkonferenz：IMK）は予算及び会計制度改革のための作業部会に「市町村予

算法改革のための小委員会（Unterausschuss zur Reform des Gemeindehaushaltsrecht：

UARG）」を設置し、翌 1999 年には基本的に資源費消概念すなわち発生主義を導入するこ

とを決定している。 

 このような州レベルでの公会計改革の進展と並行して、次の段階ではそれぞれの州にお

いて個々に行われてきた公会計制度改革を一国の制度として連邦と州の間で共通化するた

めの検討が行われることとなった。つまり、ドイツ国内で公会計制度を統一するための初

めての作業ともいい得る 2004 年以降の状況である。同時に、内務大臣会議を中心とする

地方自治体レベルの公会計改革と並行して、連邦・州の「予算法及び予算制度」作業委員

会（Der Bund/Länder Arbeitsausschuss “Haushaltsrecht und Haushaltssystematik”）から付託

された連邦・州の作業部会「原価及び給付計算」（BLAK/KLR）（Der Arbeitskreis 

“Kosten- und Leistungsrechnung”）が「商業簿記導入のための最小基準（複式会計）」を

作成するための検討に入っている。さらに、2006 年 8 月 17 日、BHO 第 99 条の規定に基

づいて連邦議会で行われた BRH による国全体の予算及び会計制度現代化に関する問題提

起も大きな契機となっている。このような様々な制度改革の必要性の強調を受けて、2006

年 10 月、BMF のもとに設置されたのが「予算及び会計制度の現代化」（Projektgruppe 

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens：MHR）プロジェクト・グループである。 

 そこで、近年におけるドイツ公会計制度の改革を決定付けるこれらの研究グループの報

告書の内容をその公表の順に概観することとする。このことによってドイツにおけるこの

数年間の制度改革に関する検討の動向の全貌が把握できる。まず、これらの 2 つのグルー

プの関係を図表 1-1- 16 によって示しておこう。 
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図表 1-1- 16 ドイツ公会計改革の検討組織 

 
資料）Bundesministerium der Finanzen, Organisatorische Fortführung des Projektes“Modernisierung des  
   Haushalts- und Rechnungswens （MHR）” 
    http://www.bundesfinanzministerium.de/nn 

 

 

 

1.1.3.3.3.1 原価計算及び給付計算／複式会計に関する連邦・州作業部会、「商業簿記導入

のための最小基準（複式会計） 

   （Mindeststandards für die Einführung der doppelten an kaufmännischen Regeln ausgerichteten Buchführng 

（Doppik））」（2006 年 10 月 30 日） 

 この作業部会（Bund-Länder-Arbeitskreis KLR/Doppik、以下、BLAK“KLR/Doppik”）に

よる報告書が、2004 年 8 月 4 日の Version 1 以降 2006 年 10 月 30 日の Version 9 まで 9 回に

わたって作成され、連邦及び州の共通レベルにおける単一決算のための複式会計に関する

基本的な方向性と原則を取り扱っている。具体的には、法的規範、簿記に関する諸原則、

貸借対照表作成に関する諸原則、貸借対照表項目に関する計上と評価、附属説明書及び状

況報告書、並びに、キャッシュ・フロー計算書について言及されている。ここではその主

要部分について概要を見ておこう。 

 第 1 に、法的規範の問題については、まず一般論としてドイツ商法典に準拠するのか、

あるいは、国際会計基準／国際財務報告基準（IAS/IFRS）に準拠するのかという問題が当

然議論となるが、計算書の目的において両者は本質的な相違はないとの基本的認識に立つ。

さらに、行政においても国際化が行われるという今日の傾向に従うべきかどうか、また、

それによって国際公会計基準（IPSAS）を強く志向することが適切なのかどうかという問

題が出てくることを意識している。IPSAS が IAS/IFRS に基づいていることを考えれば、公

会計のための基準もドイツ商法典に準拠することでそれとの本質的な相違はないものと考

えられるとする。従って、連邦及び州という国全体で共通して公会計改革を考える場合に
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は商法典に依拠することで十分であるとの基本方針を打ち出している。さらに、その具体

的な原則については、「計算書作成に関するドイツ経済監査士協会の意見提案：複式簿記

の諸原則に基づく行政の計算書作成（Entwurf IDW Stellungsnahme zur Rechnungslegung：

Rechnungslegung der öffentlichen Verwaltung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung：

IDW ERS ÖFA 1）」に準拠することが示唆されている。 

 このような法的規範についての考え方からすれば当然の結論であるが、第 2 に、簿記及

び貸借対照表作成に関する諸原則については、正規の簿記の諸原則（Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung：GoB）に従うものとすることが明記されている。この概念は

不確定の法的概念であり、特に、法律及び EU 指令、連邦裁判所・連邦財務裁判所・ヨー

ロッパ裁判所の判決、ドイツ経済監査士協会の計算書作成に関する意見書、ドイツ商工会

議所及び各地商工会議所の意見書、経営経済学の定着した学説、専門の文献、及び、会計

の実務慣行（Bilanzierungspraxis ordentlicher Kaufleute）から決定されるものとする。このよ

うに導き出された正規の簿記の諸原則は公的部門における予算及び会計制度に適合するも

のとして形成され、作業部会の報告書はこの概念を「公的予算及び会計制度における正規

の簿記の諸原則（Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im öffentlichen Haushalts- und 

Rechnungswesen：GoöB）」と呼ぶ。 

 第 3 に、貸借対照表作成原則については、資産及び負債の計上、及び、それらの評価に

ついて言及している。まず、資産及び負債の計上に関してはドイツ商法典に基づくことと

なり、この規定は IPSAS における概念の定義と矛盾することはないとしている。次に、資

産及び負債の評価に関して、開始貸借対照表作成では一般に時価が容認されるとし、

IPSAS が調達原価または製作原価による評価とならんで時価を認めているのと同様である

としている。開始貸借対照表日の後に作成される貸借対照表では、ドイツ経済監査士協会

の計算書作成に関する意見書及び IPSAS と同様、調達原価または製作原価によって計上さ

れるものとする。また、減価償却については、ドイツ経済監査士協会の計算書作成に関す

る意見書にもとづいて、原則的に定額法を適用するものとする。 

 以上のほか、貸借対照表項目に関する計上と評価、附属説明書及び状況報告書、キャッ

シュ・フロー計算書について概要のみを報告しているが、ここではそれらに関して個別の

言及はしないこととする。 

 

 

1.1.3.3.3.2 連邦予算及び会計制度の現代化プロジェクト・グループ報告書 

   「連邦予算及び会計制度現代化のための概念―要約鑑定書による評価への概念描写

―」、2007 年 7 月（いわゆる「基礎概念」） 

   （Projektgruppe Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens （MHR） , Konzept für ein 

modernisiertes Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes―Konzeptdarstellung zur Evaluierung durch 

Kurz-Gutachten―, Juli 2007）［Grobkonzept］ 
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 この報告書は、2006 年 10 月 1 日に BMF の中に設置されたプロジェクト・グループによ

る成果であり、以後、関連議論の中で「基礎概念」（Grobkonzept）と呼ばれるものである。 

 このプロジェクト・グループは、連邦における予算及び会計制度を改革するための方策

を作成することが求められており、まず 2007 年、当プロジェクト・グループの成果とし

て「連邦行政における原価及び給付計算の導入状況 ― ドイツ連邦議会・会計検査委員会

への進捗状況報告」（2007 年 1 月現在）が公表された。2007 年 7 月、制度改革の最も基

本的な方向性を「基礎概念」として提示し、これを受けた BMF は、提示された制度改革

のための考え方の適否を民間の 2 つのシンクタンクにそれぞれ独立して評価することを委

託した。その評価結果としての「要約鑑定書」を受けて、さらに、BMF は BRH 並びに国

際通貨基金との話し合いによって、現代的な拡張カメラル会計を適用することが適切であ

ることを確認するとともに、2008 年 7 月から 2009 年 6 月まで監査法人に「予算及び会計

制度の現代化のための詳細概念（Feinkonzept）」の取りまとめを委託している。制度改革

の内容を決定するにあたり BMF はこのように慎重な検討を行っている。いま、この経過

を図示すれば図表 1-1- 17 のようになる。 

 

図表 1-1- 17 連邦予算制度及び会計制度の現代化案の策定プロセス 

 
資料）亀井作成  

 

 さて、ここで BMF に対する MHR プロジェクト・グループの報告として提出された「基

礎概念」について概観しておこう。 

 まず、制度改革に関する国内外の動向に関する認識として次のようなキーワードを掲げ

ている。 

  ① 資源志向（発生主義会計／発生主義予算） 

  ② 成果志向（業績主義予算編成） 

  ③ 財政に関するルール（財政規律／手続） 

 

 その背景については次のような様々な要素が存在するとしている。 

  ① OECD 及び国際通貨基金によるベスト・プラクティス勧告、 

 
連 
 
邦 
 
財 
 
務 
 
省 
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  ② 財政の質に関する EU の議論、 

  ③ BRH の特別報告「連邦／州の予算及び会計制度の現代化について」（2006 年 8

月 17 日）、及び、 

  ④ 予算及び会計制度の現代化に関する各州の活動 

 

 さらに、連邦のための制度改革の必要性については次のように考えている。 

  ① 資源費消の把握と資産計算の完全化 

  ② アウトプット志向の支出構造の改善 

  ③ 財政運営の改善（方法と結果） 

  ④ 予算に対する効果的な資源投下と計算書作成（新旧を問わず効果のない方法の廃

止） 

 

 このような問題意識、背景的要因及び制度改革の方向性の分析に立って、具体的な制度

改革の方法について、従来どおりカメラル会計（Kameralistik）によるのか、複式会計

（Doppik）によるのか、それとも拡張カメラル会計（Erweiterte Kameralistik）によるのか

というオプションが提示された。その上で、これら 3 つの方法に関するそれぞれの長所と

短所が次のように列挙されている。 

 〔カメラル会計の長所と短所〕 

    （＋） 直接的な流動性の観点からの運営 

    （＋） 制度変更に関わる加重な負担の回避 

    （－） 資源費消の把握が不可能 

    （－） アウトプット志向の運営が不可能 

    （－） 体系的な資産の把握が不可能 

    （－） 透明性に関する大きな制約 

 〔複式会計の長所と短所〕 

    （＋） 資源費消の完全な把握 

    （＋） アウトプット志向の運営 

    （＋） 完全な資産の把握 

    （－） 流動性の観点からの運営が二次的 

    （－） 連邦における費用の観点は州の場合よりも関連性が小さい 

    （－） 財政的にも組織的にもかなりの付加的費用が発生 

 〔拡張カメラル会計の長所と短所〕 

    （＋） 直接的な流動性の観点からの運営を維持 

    （＋） 資源費消の把握及び資産把握の改善 

    （＋） アウトプット志向の運営 

    （＋） 成果志向と結びついたカメラル会計に基づく運営と資源費消の把握によ



 

- 34 - 

る考え方の容認 

    （－） 別途に計算書を作成するという 2 つの会計制度による並行的な行政運営 

    （－） 会計制度の厳密な移行に伴うコストがかなり大きくなる可能性がある 

 

 このように、制度の現代化についての種々のオプションの功罪を慎重に吟味した結果、

MHR プロジェクト・グループは、「トップ・ダウン方式（top-down-Ansatz）」を組み合わ

せることによって、拡張カメラル会計こそ連邦にとって最も発展の可能性を提供するもの

であるとの結論に到達している。なお、この「トップ・ダウン方式」というのは「ボト

ム・アップ方式」に対する概念である。従来、予算編成に際して、各所管部局からの予算

要求を取りまとめ、現行の財政政策や中期的なそれと一致させるため折衝するというボト

ム・アップ方式がとられてきたが、この方式によれば全体的な財政目標を最適なものにす

るというよりは、予算の獲得方針の可能性を最大にするという傾向があった。そこで、予

算編成に先だって次年度予算に関する財政目標を政治レベルのトップ（例えば、連立与党、

内閣）で決定し、それを各所管部局に下ろすというトップ・ダウン方式が提唱されている。 

 さらに、MHR プロジェクト・グループによって取りまとめられた「基礎概念」に関し

ては、民間の 2 つのシンクタンクにその評価を前提として、2009 年 6 月までに、 

  ① 国内外の制度改革モデルを分析すること、 

  ② 現行の連邦予算及び会計制度について改革の必要があるかどうかを検証すること、

さらに、場合によっては、 

  ③ 必要な法的措置のもとで改革の提言を行う、 

が付託された10。 

 

 

1.1.3.3.3.3 アルフ組織開発有限会社編、BMF 委託業務報告「連邦予算及び会計制度の現

代化プロジェクト―要約鑑定書」、2007 年 11 月 2 日 

   （arf GmbH, Projekt Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes. Kurz-Gutachten. 

〈Im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen〉, 02.November 2007） 

 この「要約鑑定書」は、「連邦予算及び会計の現代化のためのプロジェクト・グルー

プ」による上掲の「基礎概念」（1.1.3.3.3.2）を受けて、BMF からの委託を受けて行われ

た「基礎概念」の適否の評価に関する報告書である。 

 いま、この「要約鑑定書」の記述に基づいて、第 1 に、BMF による公会計制度の改革の

目的、第 2 に、シンクタンクに委ねられた課題、第 3 に、結論の要約を紹介しよう。 

 まず、第 1 の BMF が認識している公会計制度の改革の目的について、提示された概念

の骨子から制度を改革する十分な理由が明らかになっているかどうかが基本的な問題とな

                                                        
10 これについては『BMF 月報』にも BMF の観点から紹介されている。Vgl. Bundesministerium der Fina

nzen,“Auf dem Weg zu einem neuen Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes”, in：Monatsbericht 
des BMF, Oktober 2008 ）, S.42ff 
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っている。 

 こうした問題を検討するに際して、ドイツでは州及び市町村における公会計制度の改革

が連邦のそれよりも先行したという経緯を踏まえて、連邦がそれらの先行事例を自らの予

算制度に合わせるという方法によって改革が進められていることを念頭におく必要がある。

その上で、①資源費消の把握、②資源費消の概念と流動性の観点からの管理との関係、③

予算区分における「項」の再編による連邦予算の透明性の確保、④公的給付の効率性と効

果性を高めるためのアウトプットまたは成果志向の考え方、⑤資産状況の透明性を確保す

るための資産会計の構築、⑥トップ・ダウン査定による債務負担の効果的な限度設定、⑦

予算執行の効果性、日常的な行政運営の効率性の測定、⑧制度の現代化措置の中期的な実

施、という BMF の「基礎概念」に対して、制度改革の必要性を十分に根拠付けていると

「要約鑑定書」は結論付けている。 

 第 2 に、シンクタンクに委ねられた「連邦予算及び会計制度の現代化プロジェクト」の

概念の骨子を評価する際の課題については、改めて詳細な調査を必要とせず、比較的短期

間で評価できる次のような事項が掲げられている。 

  ① 制度改革の根拠は「基礎概念」から十分に明らかとなるか、 

  ② 「拡張カメラル会計」の概念的な基礎は連邦の制度改革に的確に当てはまるか、

また、それは連邦の特殊性に適合するか、 

  ③ 「拡張カメラル会計」には欠点がなく、論理的で、かつ、転換可能か、 

  ④ 制度改革の検討に関する全体的なプロセスは適正に構成（「基礎概念」、「詳細

概念」、試行の段階、運用開始）されているか、 

  ⑤ どれだけの金銭的費用及び時間的費用がプロジェクト全体に見積もられているか。 

 シンクタンクは、こうした事項に関する評価の結果としての意見書については、制度改

革の実行可能性の研究をあらわすものでも先行的な詳細概念を表すものでもなく、BMF に

よって提示された「基礎概念」を単に専門的観点から評価しただけものであるとの立場を

表明している。 

 第 3 に、「要約鑑定書」には結論の要約がなされており、そこでは次の 9 点が掲げられ

ている。 

  ① 提示されている「拡張カメラル会計」の概念は論理的で、適切に根拠付けられて

おり、また、設定された枠組の中で修正変更は可能である。 

  ②「拡張カメラル会計」についての BMF の認識は、国内外における NPM の考え方に

も合致するものであり、設定された目的を達成するのに適切なものとなっている。 

  ③ BMF は連邦のための「拡張カメラル会計」概念について、各州の予算制度と比較

しながら連邦予算制度の特殊性に基づいて独自の考え方を打ち出しているが、それ

は適切な根拠を持ったものといえる。 

  ④ 上に述べた事実にもかかわらず、BMF は、ドイツ全体における連邦と州の共通の

予算制度及び会計制度のための統一的な法的枠組の中で、とりわけ国際的な基準の
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設定にも積極的に参加しなければならないと思われる。 

  ⑤ BMF の「基礎概念」の中で提示された「拡張カメラル会計」は、単にカメラル簿

記による会計制度の拡張にのみ関連するのではなく、予算制度の法制及び制度の全

体的な現代化の中で国庫管理を強く志向するものである。従って、BMF は、制度の

本質的な現代化に関わる全ての要素を矛盾なく、かつ完全に修正変更できるように

することについて配慮すべきである。 

  ⑥「基礎概念」を提示するに際して、BMF は各州行政の重要な経験に基づき、統一的

であると同時に実現可能な現代化の目的を明示することができたが、この「要約鑑

定書」に基づいて「詳細概念」を作成する際に、HGrG 第 6 条 a に基づく予算編成

を試行することなく成果志向の予算編成を強化することができるかどうかを検証し

なければならない。 

  ⑦「拡張カメラル会計」を適用する際に、この「要約鑑定書」の勧告に基づいて、評

価については商法典に準拠しなければならないが、従来の収支原則と今後の予算法

を視野に入れると有効な修正を行う必要がある。 

  ⑧「基礎概念」で展開された制度転換のための措置は適切に行われている。また、

「要約鑑定書」は、費用便益を考慮すれば評価段階を経過せずに転換を行う BMF

の A 案を推奨する。（「基礎概念」では「拡張カメラル会計」に基づく新しい制度

の運用開始を 2013 年に行うことにしているが、それに際しては試行テストを調査

研究として行う A 案と、事前に制度の評価を行う B 案との 2 つの選択肢が提示され

ている。） 

  ⑨「基礎概念」における制度転換の措置は、この要約鑑定書に従って当初の予定を

2015 年までと修正変更することは可能である。また、制度転換のための詳細なコス

トは連邦行政機関全体を状況分析に基づいて見積もらなければならない。こうした

見積りは「詳細概念」の検討に委ねられる。 

 

 

1.1.3.3.3.4  プライス・ウォーターハウス・クーパース監査法人（PwC）編、BMF 委託業

務報告書「連邦予算及び会計制度の現代化プロジェクト ― 要約鑑定書」、

2007 年 11 月 2 日 

   （Price Waterhouse Coopers, Kurzgutachten zum Grobkonzept des BMF im Rahmen des Projektes zur 

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens des Bundes, 02. November 2007） 

 この「要約鑑定書」も前に取り上げたアルフによるそれと同様、「連邦予算及び会計の

現代化のためのプロジェクト・グループ」による上掲の「基礎概念」を受けて、BMF から

その適否に関する評価の委託を受けた結果の報告書である。 

 この「要約鑑定書」では、内容構成を、A．BMF からの委託の内容、B．まとめと勧告、

C．制度改革の必要性、D．制度改革モデル、E．プロジェクトの進め方、F．プロジェク
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ト推進のための費用に分類し、それぞれ「基礎概念」の考え方を記述した上で、PｗC の考

え方を述べている。 

 ここでは上記内容のうち、B．まとめと勧告の主要な部分を以下に紹介することとした

い。 

 まず、第 1 に、制度改革の必要性の認識については次のようにまとめられている。 

  ① 包括的に利用可能な資産計算書と原価及び給付計算書を含む改善された情報に基

づいて資源の在高、回復（Aufkommen）及び費消に関する情報を用意すること 

  ② 連邦における支出構造の中で、資源に関する計画と運用の最適化のために連邦行

政における行政サービスというアウトプットを志向すること 

  ③ 連邦のための流動性管理のための可能性を維持することを前提として、財政運営

の方法及び結果の改善をすること 

  ④ 連邦行政における予算及び会計制度の方法、プロセス及び構造の効率性を向上さ

せること 

 

 第 2 に、「基礎概念」において提示された拡張されたカメラル簿記は完全で、論理性を

もち、かつ、転換可能かどうかという BMF によって提起された問題については下記のよ

うにまとめられている。 

  ①「基礎概念」で列挙された事項は基本的には網羅されていると考えてよいが、さら

に概念上の問題を明確にして「詳細概念」の中で説明されなければならない。特に、

カメラル会計に基づく予算計算及び補足的なプロダクト志向の予算計算、並びに、

連邦の資産計算における資産及び負債の算定と集合を結びつけるには今後の進展が

求められる。 

  ②「基礎概念」で説明されている拡張カメラル会計は制度改革の必要性からみて説得

力を持つものである。 

  ③「基礎概念」で説明されている拡張カメラル会計は、概念的に制度変更が可能なも

のであり、目的適合性及び経済性の観点においても実務的な制度移行の問題に同意

できる。 

 

 第 3 に、国際的に様々なモデルが提起されている状況を前提にして、PwC は、新しい制

度の開発動向を、例えば、複式会計システムの方向性で、ないし、連邦の手続における制

度の変更によって統合できるように概念の開発とその詳細化を進めていくことを勧告して

いる。 

 第 4 に、修正現金主義という意味における拡張カメラル会計を制度改革の糸口にすれば、

BMF は国際的な会計基準に依拠することができないとする。この概念についてはまず、ア

ウトプット志向及び KLR と固定資産計算のような経営経済的なモジュールが考慮される

必要があることに言及している。 
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 第 5 に、データ処理の観点からすれば、拡張カメラル会計によってはひとつの統一的な

システムの中で統合化された連邦会計のモデルを実現することができないとも指摘してい

る。つまり、「基礎概念」は IT の構造について正確な説明をしていないと評価している。 

 第 6 に、制度変更までに要する期間については「基礎概念」で適切に考慮されており、

PwC によってもその期間は 3 年から 5 年が見込まれている。 

 第 7 に、制度変更に要する費用については「基礎概念」からは正確な見積もりができな

いとしている。 

 最終的に、「基礎概念」をさらに発展させ、「詳細概念」の中でさらに深めるために、

PwC は次のような勧告を行っている。 

  ① 制度改革に際して基本的なコスト・ドライバーとしての IT 化コストの見積もりを

可能にするために、予算及び会計制度の運用に関連する体系的な手続の状況とその

機能の現状の記録を行うこと 

  ② 概念的に確定させるために内容を深めること、及び、財政制度の運用にとっての

メリット、制度変更に要する費用並びに概念的な持続性と変更可能性等の観点から、

拡張カメラル会計と統合化された連邦会計との比較を行うこと 

 

 

1.1.3.3.3.5 KPMG 監査法人、「予算及び会計制度の現代化のための詳細概念」、

BMF2009 年 

   （KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und 

Rechnungswesens. Bundesministerium der Finanzen 2009） 

 2007 年半ば、MHR プロジェクト・グループの「基礎概念」が公表され、それに対する

評価として、同年秋、2 つのシンクタンクによる「要約鑑定書」が提出された。これらに

ついては既にそれぞれの概要を紹介したが、この「詳細概念」は「基礎概念」及び 2 つの

「要約鑑定書」を受け、BMF からの委託業務として 2008 年 7 月から 2009 年 6 月にかけて

検討され作成されたものである。 

 この「詳細概念」に基づいて現代的カメラル会計が 2010 年以降複数年にわたって 2 か

所から 3 か所の部局で試行テストが行われ、問題が発生した場合には試行段階の 3 年間で

それを解決するものとする。試行テストを 2012 年末に順調に終了できれば、その成果を

再度まとめた上で、新しいモデルへの移行が連邦行政において決定され実施に移されるこ

ととなる。 

 さて、この「詳細概念」の構成とそれぞれのページ数（カッコ内）は次のとおりで、全

体で 964 ページの報告書となっている。 

  （1） A 章 まとめ （19） 

  （2） B 章 プロダクト予算 （223） 

  （3） C 章 原価及び給付計算 （116） 
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       C 章に関する付録 （46） 

  （4） D 章 資産計算 （123） 

       D 章に関する付録 （25） 

  （5） E 章 IT システム （129） 

  （6） F 章 研修 （44） 

       F 章に関する付録 1 （16） 

       F 章に関する付録 2 （54） 

       F 章に関する付録 3 （2） 

       F 章に関する付録 4 （40） 

       F 章に関する付録 5 （21） 

  （7） G 章 複合プロジェクトの管理 （80） 

  （8） H 章 経済性調査 （26） 

 ここでは特に新しい予算制度及び会計制度の中心部分となるプロダクト別予算、原価及

び給付計算、資産計算について概観することとしたい。 

 

［プロダクト別予算］ 

 「詳細概念」では「プロダクト」の定義が必ずしも明確に示されていない。そこで、ま

ず、この概念の最も基本的な意味を「KLR ハンドブック」に求めると、そこでは次のよう

に定義付けられている。 

   プロダクトは一定の秩序をもってもたらされる活動の結果であり、その受け手にと

って定義可能な価値または便益を持つものである。 
（KLR-Handbuch, 7. Juli 1997, Anhang 9, S.18） 

   行政におけるプロダクトは行政活動の結果であり、いいかえれば、行政、市民、経

済、ほかの行政機関または行政内部にもたらされた業績である。 
（Handbuch zur Standard-KLR, Stand April 2008, Teil II Konzeption und Umsetzung einer KLR） 

 プロダクトとともによく用いられる概念として「給付（Leistung）」があるが、「KLR

ハンドブック」によれば次のように定義される。 

   給付は一連の行為または活動によって達成されるかまたはもたらされたアウトプッ

トとして説明される。給付にはそのために費消された原価が対照される。 
（KLR-Handbuch, 7. Juli 1997, Anhang 9, S.17） 

 このようにプロダクトも給付も行政活動の結果であるという意味においては同じである

が、給付は常に原価との対応関係において把握されるところに違いがある。また、これら

はアウトカム及びインパクトとも区別される。 

 さて、従来（現行）の予算体系は図表 1-1- 18 に示すように、総予算（Gesamtplan）と個

別予算（Einzelpläne）から構成され、個別予算はそれぞれ款（Kapitel）及び項（Titel）に

区分される。 
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図表 1-1- 18 予算の体系 

 
資料）Volker Arnold, Ott-Erich Geske （Hrsg.）, Öffentliche Finanzwirtschaft, Verlag Franz Vahlen München 

1988, S.137, S.139 から作成 

 

 

 図表 1-1- 18 の個別予算は図表 1-1- 19 のように 20 の機関分類と 2 つの内容分類（番号

32 及び 60）から構成されており、原則的に連邦省庁及び基本法上の機関はそれぞれひと

つの個別予算を有していることであり、これは個別予算の款が所管省庁別に集約されてい

ることを意味している。 

 

図表 1-1- 19 個別予算の構成 
個別予算の番号 予  算 

         01       連邦大統領及び連邦大統領府 
         02       ドイツ連邦議会 
         03       連邦参議院 
         04       連邦首相及び連邦首相府 
         05       外務省 
         06       連邦内務省 
         07       連邦法務省 
         08       連邦財務省 
         09       連邦経済・技術省 
         10       連邦食糧・農業・消費者保護省 
         11       連邦労働・社会福祉省 
         12       連邦交通・建設・都市開発省 
         14       連邦国防省 
         15       連邦保健省 
         16       連邦環境・自然保護・原子炉保安省 
         17       連邦家族・高齢者・女性・青年省 
         19       連邦憲法裁判所 
         20       連邦会計検査院 
         23       連邦経済協働・開発省 
         30       連邦教育研究省 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
         32       連邦債務 
         60       共通財務行政 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
資料）Herbert Wiesner, Antonius Westermeier, Das staatliche Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen. R.v.Decker 

2007, S.74 から作成 
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 こうした個別予算に計上された歳入及び歳出が特定の様式によってまとめられる。さら

に、連邦省庁別の個別予算はその番号に 2 桁が追加されて 4 桁の番号を付された款

（Kapitel）を形成する。その構成を 2009 予算年度 BMF 予算（個別予算案番号 08）に例を

とって図表 1-1- 20 に示しておこう。 

 

図表 1-1- 20 BMF における 2009 年度個別予算の構成 

（HGrG/BHO2009 改正前） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
連邦予算案 2009 年度 
個別予算案 08 
連邦財務省（BMF） 
内容 

款 事         項 ページ 
 まえがき 2 
 予算に関するメモ：支出 2 
0801 連邦省庁 3 
0802 共通承認項目 15 
0803 連邦国税局 19 
0804 連邦税関 27   
0805 情報処理及び情報技術センター 41 
0807 連邦財産業務及び建設業務 48 
 付録 1 経済計画 59 
 付録 2 1990 年 8 月 31 日統一条約第 22 条に基づく連邦信託財産 66 
0809 火酒の連邦独占行政 68 
 付録 1 経済計画 71 
0812 中央業務サービス及びドイツ東西分割に伴う未解決財産問題のための連邦部局 72 
0813 連邦賠償 84 
0814 外国兵力の駐屯ないし撤退との関連における負担 91 
0820 信託営造物の諸施設に関する資金調達 100 
 付録 1 経済計画 103 
0867 08 個別予算案における官吏並びに裁判官の扶助 105 
 個別予算 08 のまとめ 109 
 概要  
 概要 1 債務負担行為（VE） 110 
 人件費予算 115 
資料）Haushalt des Bundes 2009 
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 こうした個別予算の款はさらに項に細分化され、2007 年度においては約 9,500、2009 年

度では約 5,500 の支出に関する項が設置されている。このような伝統的な款及び項の分類

は、新しい予算制度及び会計制度の中でプロダクト別の予算編成が可能になるように改革

が行われるのである。 

 さて、「詳細概念」における新しい予算体系ではこれまでどおり総予算と個別予算から

構成され、個別予算は所管に基づく分類原則を維持しながら主として款の部分で大きく変

更されることとなる。図表 1-1- 19 に示した款が項に細分化されることについては既に述べ

たが、その款は、新しい予算体系では、基本的に、①01 省庁、②02 プログラム及び③03

従属的領域の 3 つにまとめられることとなるのである。ここで、「01 省庁」には政策形成

及び監視という行政のプロダクトとともに、退職職員に関する扶助が含まれる。「02 プロ

グラム」には、これまで「共通承認項目」または独自の款として表示されてきた法的給付

並びに専門的プログラムにおけるプロダクトが含まれることとなる。さらに、「03 従属的

領域」は業務担当所管のプロダクトと扶助のプロダクトを含む。 

 「詳細概念」によれば、新しい予算制度における款の内容は図表 1-1- 21 のように大幅に

簡素化されることとなる。図表 1-1- 20 と対比すればその差異が明確になる。 

 

図表 1-1- 21 新しい予算制度における款の内容 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
連邦予算案 2008 年度 
個別予算案 XX 
連邦 XY 省 
内容 

款 事         項 ページ 
  個別予算の概要 
  個別予算の収入及び支出の概要 
  個別予算の予算プロダクト（Haushaltsprodukte）に関する概要 
xx01 省庁 
  款についてのまえおき 
  予算プロダクトのためのプロダクト票 
  予算プロダクトに関する概要 
  項の概要 
xx02 プログラム 
  款についてのまえおき 
  予算プロダクトのためのプロダクト票 
  予算プロダクトに関する概要 
  項の概要 
xx03 従属的領域 
  款についてのまえおき 
  予算プロダクトのためのプロダクト票 
  予算プロダクトに関する概要 
  項の概要 
 
  概要 
  債務負担行為（VE） 
資料）Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens. Abschnitt B Produkthaushalt, S.55 

 



 

- 43 - 

 上記のような款に関する変更に加えて、プロダクト別予算の核心である従来の項に基づ

く予算について行われた重要な変更点は、プロダクト票（Produktblatt）が作成されること

である。そのプロダクト票は図表 1-1- 22 のような構成内容を持つ。 

 

図表 1-1- 22 プロダクト票の構成 

  プロダクトの表示 

  1．説明 

      プロダクトの目的 

      説明 

      法律的ないし政策的任務の記述 

  2．拘束的な内容を持つ部分（拘束事項） 

      拘束性を持つ指標 

      予算に関する備考 

      財務 

  3．補足的説明 

      移行計算 

      指標に関する情報提供 

      そのほかの説明 
資料）Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens. Abschnitt B Produkthaushalt, S.30 

 

 次に、「詳細概念」で提唱された新しいプロダクト票の一例を連邦省庁に求めればその

内容は図表 1-1- 23 のようになる。 
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図表 1-1- 23 プロダクト票 

政策形成／監視 連邦省庁 XX01 
 

１．説明 
 

省庁の任務には ABC 並びに DEF の領域における連邦当局の目標達成が含まれる（立法及び行

政）。省庁の自己管理すなわち内部業務及び給付の任務もプロダクトの構成要素である。 
 
法的ならびに政策的課題に関する記述：  
基本法第 65 条：大臣による省庁の自己責任に基づく独自の給付 
 
 

２．拘束的な内容をもつ部分（拘束事項） 
 

拘束的な指標 
 予算額 

2008 
予算額 
2007 

予算額 
2006 

実績額 
2006 

指標１ 
 
予算に関する備考 

 
 

 
 予算額 

2008 
千ユーロ 

予算額 
2007 

千ユーロ 

予算額 
2006 

千ユーロ 

実績額 
2006 

千ユーロ 
行政収入、負債からの収入 
及び類似の収入 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
投資を除く交付金及び補助金 
収入 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
負債からの収入、交付金及び 
投資補助金からの収入、特に 
資金調達による収入 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
収入合計 
 
人件費 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
物的な行政支出 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
交付金及び補助金 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
投資支出 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
支出合計 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
債務負担行為（1000 ユーロ）： 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 
 

      

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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３．補足的説明 

 
移行計算 資源費消 
 予算額 

2008 
予算額 
2007 

予算額 
2006 

実績額 
2006 

収入合計（繰越） 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
－ 貸付金の返済収納（Einzahlungen） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
収益（Erträge）合計 
 
 
支出合計（繰越） 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
－ 投資のための支払 
（Auszahlungen） 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
＋ 資産除却による費用 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
＋ 減価償却費 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
+/- 引当金繰入／取崩 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
＋ 貸付金支払（Auszahlungen） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
費用合計 
 
計算上の利子並びに公債発行／償還 
 
指標 
財政指標 
 予算額 

2008 
予算額 
2007 

予算額 
2006 

実績額 
2006 

 
人件費平均 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

職員数 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

管理部局職員割当額 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

内部業務職員割当額 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

物件費平均（職員一人当たり） 
 
資料）Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens. Abschnitt B Produkthaushalt, SS.66-

67 

 

 このプロダクト票からわかるように、「2．拘束性を持つ部分」の「指標」では、財政

指標、量的指標（アウトプット）、成果指標（アウトカム）等の指標が全てのプロダクト

に当てはめられる。また、「3．補足的説明」の「移行計算」では、当該プロダクトに関

して現金収支概念による支出及び収入と発生概念による費用及び収益と差異の調整計算を

表示している。また、「指標に関する説明」では給付の達成状況が厳密に表示されるとと

もに、効果的かつ効率的な資源の費消に関する情報提供が行われる。 
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 このようなプロダクト別予算編成の方法は、連邦レベルよりも先に州レベルの予算及び

会計制度改革に際して提起されており、2000 年 8 月に公表された「地方自治体の新財務管

理 ― ノルトライン＝ヴェストファーレン州における複式予算の導入のためのモデル・プ

ロジェクト ―」（NKF モデル）が最も早い事例のひとつである11。 

 

［原価及び給付計算（KLR）］ 

 KLR は基本的に現金収支計算に基づくカメラル会計に発生主義概念を補足する機能を持

つもので、この計算システムを包摂してはじめて「拡張カメラル会計」の概念が成り立つ。

また、成果及び資源を志向する予算編成、管理、運営及び予算計算にとって最も重要な手

段となるものである。 

 KLR については、BMF によって連邦における統一的な標準概念が 1997 年 8 月、「KLR

ハンドブック」として公表されており、その後、さらに 2008 年 4 月現在の状況に基づい

て新版が公表されている。ここで取り上げる「詳細概念」によれば、「KLR ハンドブッ

ク」が特に内部管理手段として位置付けているのに対し、「詳細概念」の KLR の体系は

外部報告目的のための会計と内部管理目的の会計とを一貫させるシステムとして位置付け

られるべきとしている。また、「KLR ハンドブック」が個々の概念規定、包括的な標準と

その詳細化の提示、方法論等の基礎的な体系化を取り扱っており、さらに、料金や分担金

を徴収する機関に導入されたため、主として計算の基礎が提示されたのに対し、「詳細概

念」では KLR に対するプロダクト別予算のための様々な要請を考慮して、「基礎 KLR

（Basis-KLR）」及び「拡張 KLR（Erweiterte KLR）」の 2 種類の体系を提示している。こ

れらについては後述するとして、ここではまず、最も基礎的な概念について確認しておき

たい。 

 最初に、KLR 概念のうち原価については「KLR ハンドブック」によれば次の計算式で

表される。 

   期間原価 ＝ 期間費用 － 中性費用 ＋ 費消した財の評価差額 ＋ 付加原価 

計算式の「付加原価」には、計算上のリスク、管理者の人件費の配賦額、計算上の自己資

本利子、計算上の減価償却費等が含まれる。さらに、2008 年版では、関連する概念は次の

ように定義付けられている。 

   支 払：資金のアウトフロー（支払資金在高の減少） 

   支 出：貨幣資産の減少 

   費 用：財／給付の消費（純財産の減少） 

   原 価：経営活動に限定された期間的な価値費消 

       （経営資産ないし行政資産の減少） 

 いま、支払は支出概念に含めた上でこれらの関係について図示すれば図表 1-1- 24 のよう

に表される。 

                                                        
11 NKF モデルについては、亀井孝文前掲書、p.453 以下で取り扱った。 
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図表 1-1- 24 支出、費用及び原価の関係 

  

資料）B.Klümper/ H.Möllers/ E.Zimmermann, Kommunale Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung.  
   9. überarbeitete Auflage, Witten 1997（1983）, S.32 

 
《注 1～4 についての注釈》 
   注 1 「内容的」差異：土地のような非償却性資産の購入、借入金の返済等による支出 
      「時間的」差異：償却性資産の購入、材料購入等の支出未費用項目 
   注 2 「時間的」差異：過年度支出済み資産の利用による発生費用、及び、費用未支出 
      「内容的」差異：例えば、老人施設でボランティアの手助けによってその介護が行われる場

合の支出とはならない費用 
   注 3 「中性費用」：①業務外費用；行政の業務に直接関連しない費用。②期間外費用；業務に関

連した費用のうち当年度に帰属しない費用。③臨時損失；災害等による損失。 
   注 4 「付加原価」：①計算上のリスク（kalkulatorische Wagnisse）（期間的付加原価）；経験から

予測される臨時損失の期間配分（原価の平準化目的）。②計算上の企業経営者の人件費；通

常、行政の職員または官吏として分類される管理者の人件費の原価計上。③計算上の自己資

本利子；借入金等の他人資本に対する支払利息相当分の原価計上。④計算上の減価償却費；

予測される貨幣価値変動を織り込んだ減価償却費の原価計上 
資料）B.Klümper/ H.Möllers/ E.Zimmermann, Kommunale Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung.  
   9. überarbeitete Auflage, Witten 1997（1983）, SS.27-30 
   注 4 における「計算上の原価」については「計算上の賃貸料」も考えられる。 
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 図表 1-1- 24 における「支出」及び「費用」は財務会計として外部報告の対象となるもの

であるが、両者間には、①支出＝費用（支出であり費用であるもの）、②支出非費用（支

出したが内容的に費用とはならないもの）及び／または支出未費用（支出したが時間的に

まだ費用にはならないもの）＜注 1 の部分＞、③費用未支出（費用であるがまだ時間的に

支出となっていないもの）及び／または費用非支出（費用であるが内容的に支出とはなら

ないもの）＜注 2 の部分＞の 3 つの関係が生ずることとなる。また、「原価」はその経済

主体内部の計算であり、「費用」との関係では、①費用＝原価（財務会計上の費用であり

原価計算上の原価であるもの）、②費用非原価（費用ではあるが製品原価を構成しないも

ので「中性費用」といわれる）＜注 3 の部分＞、③原価非費用（財務会計上の費用ではな

いが内部における意思決定や評価のために原価に仮に算入すべきもので「付加原価」とい

われる）＜注 4 の部分＞の 3 つの関係が生ずる。「原価」はこのように「実際原価」と

「付加原価」とから構成されることとなるが、この「付加原価」は「機会原価」として表

されることもある。 

 

 次に、給付は既に言及したように、原価との関係で把握されるアウトプットであり、ま

た、原価及び関連概念と同様、給付及び関連概念について 2008 年版は次のように整理し

ている。 

   収 納：資金のインフロー（支払資金在高の増加） 

   収 入：貨幣資産の増加 

   収 益：財／給付の増大（純財産の増加） 

   給 付：経営活動に限定された期間的な価値増大  

（経営資産ないし行政資産の増加） 

 これらの関係について収納を収入概念に含めて図示すれば図表 1-1- 25 のように表される。

また、この図表における「付加給付」は「付加原価」に対応する部分である。これらは全

てフローの価値計算を表しており、外部報告の対象となるのは収入及び支出、収益及び費

用の 2 種類の組み合わせである。これらに対して原価及び給付は外部報告の対象とはなら

ず、全て内部の管理目的のために提供される情報となる。 
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図表 1-1- 25 収入、収益及び給付の関係 

 

資料）B.Klümper/ H.Möllers/ E.Zimmermann, Kommunale Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung.  
   9. überarbeitete Auflage, Witten 1997（1983）, S.32 

 
《注 1～4 についての注釈》 
   注 1 「内容的」差異：貸付金の回収、預金の引き出し等による収入 
      「時間的」差異：売上債権の回収等による収入 
   注 2 「時間的」差異：未収収益項目 
      「内容的」差異：自家製作による財を自ら費消した場合の自己給付 
   注 3 「中性収益」：業務に関連しない収益であり、例えば、指摘部門からの寄贈、税金の還付、

償却性資産の売却収益等 
   注 4 「付加給付」：財及びサービスの対価のうち「付加原価」に相当する部分 
資料）B.Klümper/ H.Möllers/ E.Zimmermann, Kommunale Kosten- und Wirtschaftlichkeitsrechnung.  
   9. überarbeitete Auflage, Witten 1997（1983）, SS.32-33 

 

 図表 1-1- 25 において「収入」及び「収益」は財務会計として外部報告の対象となる．も

のであるが、両者間には、①収入＝収益（収入であり収益であるもの）、②収入非収益

（収入があった内容的に収益とはならないもの）及び／または収入未収益（収入があった

が時間的にまだ収益にはならないもの）＜注 1 の部分＞、③収益未収入（収益であるが時

間的にまだ収入とならないもの）及び／または収益非収入（収益であるが内容的に収入と

はならないもの）＜注 2 の部分＞の 3 つの関係が生ずることとなる。また、「給付」はそ

の経済主体内部の計算であり、「収益」との関係では、①収益＝給付（財務会計上の収益

であり内部計算上の収益であるもの）、②収益非給付（収益ではあるが業務とは関連しな

いもので「中性収益」といわれる）＜注 3 の部分＞、③給付非収益（財務会計上の収益で
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はないが意思決定や評価のために内部計算上の収益として仮に算入すべきもので「付加給

付」といわれる）＜注 4 の部分＞の 3 つの関係が生ずる。 

 いまこれら図表 1-1- 24 及び図表 1-1- 25 における二組の概念を比較すると、その経済主

体の運営が問題なく進展すれば、収入＞支出、収益＞費用、及び、給付＞原価の関係とな

る。前二者によって財務会計の側面から金銭計算及び価値計算における成果を測定するこ

とが可能となり、後者によって経済主体内部の相互取引及び計算上の価値計算における業

績を測定することが可能となる。 

 

 さて、先に言及した「基礎 KLR（Basis-KLR）」及び「拡張 KLR（Erweiterte KLR）」に

ついて概要を見ておきたい。 

 まず、「基礎 KLR」の役割は、①プロダクトに基づく予算編成を支援すること、②予算

編成の結果を記録すること、③予算編成とそれに続く管理のプロセスのための勘定記入の

対象を自由に利用できるようにすること、及び、④資産計算のためのデータを提供するこ

とである。また、「基礎 KLR」では、資源の種類を算定するための原価要素別計算

（ Kostenartenrechnung ）と資源の費消用途を算定するための原価負担者別計算

（Kostenträgerrechnung）が行われるが、「詳細概念」によれば、最も単純なのは原価負担

者と予算上のプロダクトが一致していることであるとする。これは原価計算がプロダクト

ごとに行われることを意味している。しかも、原価要素が単一の製品すなわちプロダクト

としての原価負担者に集積されるという最も簡素化されたシステムが想定されている。こ

の考え方によれば、行政活動の最終結果を「アウトプット」とするか、あるいは「給付」

と考えるか、「プロダクト」と見るか、考察する観点の差異も含め様々な概念が当てはめ

られるが、行政の給付に対応する原価を計算する際に、最終的に原価負担者に原価を集積

することによって、計算上それらの概念を一致させることができることとなる。このこと

は、同時に、原価要素を原価部門別に一次計上し、最終的に原価負担者に原価を集めると

いう伝統的な原価計算の知見を活用することができることを意味するのである。 

 ここで、予算体系から KLR のためにどのようにデータを移し替えていくかという問題

が現れる。この問題については、リューダーの「自治体新会計制度（Neues Kommunales 

Rechnungswesen：NKR）」（1996 年）でも、従来の予算、金庫及び会計制度（Haushalts-

 ,Kassen- und Rechnungswesen：HKR）と新しい会計制度及び原価計算との関係で方法の提

案がなされている12。 

 「詳細概念」でも予算の体系と KLR をどのように結びつけるかの方法が提案され、

「勘定間の橋渡し（“Kontenbrücke”）」装置をあらかじめ設定しておくことにより両者を

対応させている。また、そのためには BLAK“KLR/Doppik”による統一行政コンテンラー

メン（Einheitlicher Verwaltungskontennrahmen：VKR）が重要な手段となるとする。 

                                                        
12 Klaus Lüder, Konzeptionelle Grundlagen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens （Speyerer Verfahre

n）, Stuttgart 1996. 亀井孝文訳『地方自治体会計の基礎概念』、中央経済社 2000 年、pp.73-74 
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 「詳細概念」では KLR の内容として「基礎 KLR」のほかにもうひとつ「拡張 KLR」が

提案されていることは前に指摘したとおりであるが、このシステムでは原価負担者をより

細かく区別するために「基礎 KLR」のシステムに原価部門（Kostenstelle）を補っている。

これによって、「基礎 KLR」では［原価要素 → 1 個の原価負担者］という最も単純化さ

れた価値の流れが考えられていたのに対し、「拡張 KLR」では［原価要素 → 原価部門 

→ 複数の原価負担者］という価値の流れが想定されているのである。また、VKR の勘定

で表される経済的資源や現金収支に基づく種々の原価要素のうち、現金収支に基づくもの

と予算の項とは、ここでも「基礎 KLR」の場合と同様、「勘定間の橋渡し」の装置によっ

て関係付けられるとする。 

 

［資産計算］ 

 「詳細概念」の内容に入る前に、まず、現行制度における資産及び負債の計算について

見ておきたい。 

 基本法第 114 条第 1 項によれば、「連邦財務大臣は、連邦政府の責任解除のため、全て

の収入及び支出並びに資産及び負債に関する計算書を翌会計年度中に連邦議会及び連邦参

議院に提出しなければならない」と規定されている。また、この基本法の規定をうけて、

BHO 第 73 条では、「資産及び負債に関しては帳簿記入が行われるか、または、他の方法

で証明がなされなければならない。その詳細については BMF が BRH と協力して取り決め

るものとする。」（第 1 項）、及び、「資産及び負債に関する記帳は収入及び支出に関す

る記帳と連携させなければならない。」（第 2 項）と規定されている。さらに、その第 86

条では、「資産計算書においては、予算年度の初めの資産及び負債の在高、年度における

その変動及び予算年度末の在高が示されなければならない」と規定されている。なお、

BHO の上位規定である HGrG は資産計算書に関する直接の規定は持っておらず、ただ、そ

の第 35 条で「資産及び負債に関しては記帳が行われるか、または、ほかの証明がなされ

なければならない。資産及び負債に関する簿記は収入及び支出に関する簿記と結びつける

ことができる」と規定するのみである。 

 なお、資産計算については「連邦の資産に関する簿記及び計算書作成規則

（Buchführungs- und Rechnungslegungsordnung für das Vermögen des Bundes：VBRO）」13を

看過することはできない。しかし、この規則は 1953 年 3 月 16 日に公布されたものの、正

式には可決されることなく、従って施行されることもなかったというものである。にもか

かわらず、今日に至るまで実質的に連邦の資産計算の枠組を形成してきている。 

 上述のような資産計算に関する現状に対して、以下、「詳細概念」ではそれをどのよう

に改善しようとしているのかを概観することとする。 

 まず、新しい資産計算書はカメラル会計においては予算計算書（Haushaltsrechnung）と

                                                        
13 VBRO については、亀井孝文前掲書において紹介している。p.32、p.93 参照。また、次のものも参照。

Otto Helmert/Herbert König, Die Vermögensrechnung des Bundes. Kommentar zur Buchführungs- und Rec
hnungslegungsordnung für das Vermögen des Bundes （VBRO）.Berlin 1963 
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ともに年度計算書の基本的な構成部分となるのであり、それによって連邦の外部報告会計

制度を形成する重要なものであるとの認識から出発する。その上で、新しい資産計算書の

目的は資産の把握と評価に根本的な改善をもたらすものと位置付けられている。同時に、

こうした資産計算の目的は、プロダクト志向の予算の中で資源費消を表示するために必要

な項目を算定するためであって、損益計算という意味における成果計算をするためのもの

ではないことにも言及している。そこで、そのための重要な要素として、資産の体系的な

表示を可能とするような固定資産台帳の作成が行われることと、それによって算定された

資源費消の大きさを知ることが求められるとする。そうした情報提供を可能とするために

は、連邦の予算及び会計制度において BLAK“KLR/Doppik”による VKR と「連邦と州の

共通複式簿記のための基準（連邦・州共通複式会計基準）」が考慮されなければならない

こととなる。 

 いま、新しい資産計算のための法的な要件をまとめれば次のようになる。 

  ① 基本法第 114 条 

  ② 予算原則現代化法 Nr.4, Art.1（HGrG 第 7 条 a）に基づく記帳及び貸借対照表作成 

  ③ HGrG 第 35 条及び BHO 第 73 条に基づく資産に関する記帳、並びに、資産・負債

と収入・支出との統合的記帳 

  ④ BHO 第 86 条 

 さらに、新しい予算制度及び会計制度の概念に対応して VBRO の条項につき追加ないし

補足して規定されることも指摘している。同時に、連邦企業、連邦の参加企業、収益的企

業等に関する資産の証明についても言及している。 

 以上のような資産計算に関する基礎的認識に基づいて、新しい資産計算の構成について

重要な指摘がなされている。 

 まず、資産計算書の形式については連邦・州共通複式会計基準によれば勘定形式に基づ

くことになるが、資本的会社でない場合には必ずしも勘定形式ではなく階梯形式の方が適

切であるとする。次に、連邦の資産計算書における分類には連邦・州共通複式会計基準が

有効となるが、逆に、予算制度及び会計制度の現代化に基づく資産計算書ではこの基準に

基づく資産計算書表示が行われなければならないことを意味するものではないとも言明し

ている。というのは、予算制度及び会計制度の現代化プロジェクトで提唱された拡張カメ

ラル会計においては、複式会計及び複式簿記に基づく個別の資産計算書項目の計上は意識

的に断念したからである。 

 最終的に、この「詳細概念」では図表 1-1- 26 のような資産計算書の事例が提示されてい

る。 
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図表 1-1- 26 資産計算書の事例 

 
資料）Feinkonzept zur Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens. Abschnitt D Vermögensrechnung,  
   S.30 

 

 

1.1.3.3.3.6 連邦・州作業部会、「複式簿記または拡張されたカメラル簿記基準に基づく予

算とプロダクト志向予算における予算編成、統制及び計算書作成」、2009 年

3 月 19 日 

   （Bund-Länder-Arbeitskreis, Bewirtschaftung und Rechnungslegung bei Haushalten auf doppischer oder 

erweiterter kameraler Basis und bei produktorientierten Haushalten, 19. März 2009 ） 

 この報告書は MHR プロジェクト・チームとは別に設置されたもうひとつの研究グルー

プ BLAK“KLR/Doppik”によるものである。 

 まず、報告書は次のような状況認識から出発する。すなわち、国内外においては、プロ

ダクト志向の予算管理及び会計制度への移行が議論の対象となっており、その中でドイツ

では予算及び会計制度に関する原則の統一とあわせて、連邦及び州の自由裁量をどの程度

認めるかが中心的な問題となるとしている。法制度の観点からすれば、国内的に複数の会

計制度の併用を可能にするための法律改正を行うことと、同時に、できる限り統一的な法

律の枠組を整備することも重要であるとする。こうした認識を基礎に、伝統的なカメラル

会計を含め、これまで各種の研究報告によって提唱されてきた拡張カメラル会計及び連

邦・州共通複式会計とともに、さらに、プロダクト志向の予算管理について検討している。
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このような検討の最終的な目的について、報告書は次のように考える。まず、予算制度と

会計制度は当然密接に関連してはいるが、両者に求められる要件は同一のものである必要

があるかどうかを検証することによって、商法典と超国家的法規（ supernationale 

Regelwerke）のどちらに基づいて制度構築を行うべきかについての見解を表明することで

あるとする。 

 現在、ドイツにおける公会計制度改革の議論は、根本的な制度変革を標榜する考え方と、

伝統的な方法に修正を加えて制度改革を行うとする考え方とに大きく二分されており、そ

の調整をどのように行うかが当面の重要課題となっている。こうした背景的状況を考慮す

ると、報告書の中では明言されていないものの、最終的には、国際的動向も視野に入れな

がら複式会計に基づく制度構築をするのか、拡張カメラル会計に基づく制度構築をするの

かの選択を迫られることを示唆しているものと解釈することが可能である。 

 さて、以下、この報告書のポイントを紹介しておきたい。まず、報告書では会計制度の

形態、予算編成のための書類、予算管理についての基本的思考の区別を次のように整理し

ている。 

〈新しい予算及び会計制度における管理構想に関する基本的理解〉 

  ・ 拡張カメラル会計では流動性を重視し、資源費消及び資産の把握は補足的な位置

付けとなる。 

  ・ 拡張カメラル会計を採用した場合の予算編成では、カメラル会計で作成される書

類に原価及び給付の計算書、さらに必要があれば棚卸しによって作成された財産目

録ではなく固定資産台帳から作成された「拡張資産表示書（ Erweiterter 

Vermögensrechnung）」が追加される。 

  ・ 複式会計では資源費消及び資産の把握に重点が置かれる。もちろん流動性に対す

る関心は従来どおりである。また、この会計思考は世代間の衡平性を促進するもの

である。 

  ・ 複式会計を採用した場合の予算編成では、減価償却費及び引当金を考慮した発生

主義に基づく成果計画書（ Erfolgsplan ）及び公債による資金調達計画書

（Kreditfinanzierungsplan）が作成される。 

〈プロダクト志向の予算管理とプロダクト予算管理〉 

  ・ プロダクト志向の予算管理では従来の説明に行政サービスに関する情報が追加さ

れる。 

  ・ プロダクト予算管理は、アウトプット重視の考え方に基づいて予算を各プロダク

トに拘束的に配分することによって計画的機能を強化し、優先順位と目的に応じた

適切な予算配分を可能にする。 

  ・ 新しい予算システムの導入によって議会は予算の議決のためにこれまで以上に詳

細な情報を入手する必要に迫られるが、これが不十分となると行政主導の予算編成

の傾向が強まり、議会の運営権限や監督権限が弱まる可能性が生ずる。 
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 このような理解に基づいて、報告書が描く会計制度の形態と予算管理思考の関連を図示

すれば図表 1-1- 27 のようにまとめられるであろう。 

 

図表 1-1- 27 会計制度の形態と予算管理思考の関連 

 
資料）亀井作成 

 

 図表 1-1- 27 において点線部分はいずれも伝統的なシステムを改良したプロダクト志向の

予算による管理を意味するが、会計の形態は拡張カメラル会計と複式会計の両方があり得

る。伝統的なシステムがカメラル会計と結びつき、また、プロダクト予算管理を実施する

新しいシステムが複式会計と結びつくのに対し、この部分については予算管理思考と会計

の形態が必ずしも結びつかない。 

 さらに、連邦・州共通複式会計と拡張カメラル会計いずれを採用するかにかかわらず、

KLR における原価及び収益要素と予算書の比較可能性を確保するために、州財務大臣会議

で決定された行政コンテンラーメン（Verwaltungskontenrahmen）（2003 年 6 月 26 日）を適

用すべきことに言及している。また、プロダクト志向の予算管理とプロダクト予算管理の

いずれによる場合でも、重要なのは予算配分の単位となるプロダクトの枠組

（Produktrahmen）をどのように画定するかという問題であることを指摘している。これに

ついては BLAK“KLR/Doppik”によってその策定作業が行われている。 

 報告書は、さらに、予算データと国民経済計算のための財政統計との関係も取り上げて

いる。この財政統計は、独立的に予算管理が行われる連邦と州との政策的な整合性を図る

ためにも、また、ヨーロッパ連合（EU）における財政赤字と公債発行に関するマーストリ



 

- 56 - 

ヒト基準を念頭において財政政策を決定する場合にあっても重要な機能を果たすものであ

る。そのために、会計の形態にかかわらず、財政統計のための要件やそのほかの報告義務

を考慮しなければならないとしている。 

 

 

1.1.3.3.3.7 原価計算及び給付計算／複式会計に関する連邦・州作業部会、「予算原則法第

49 条 a の規定との関連における第 7 条 a に基づく連邦と州の共通複式簿記の

ための基準（連邦・州共通複式会計基準）」《最終報告》、2009 年 11 月 26

日 

   （Bund-Länder-Arbeitskreis KLR/Doppik, Standards für die staatliche doppelte Buchführung（Standards 

staatlicher Doppik） nach §7a HGrG i.V.m. §49a HGrG, 26.11.2009） 

 報告書の内容に入る前に、まず、予算原則現代化法（HGrGMoG）に基づいて改正され

た HGrG（2009 年 7 月 31 日）について言及しておく必要があろう。これに関しては、

2009 年 2 月 26 日、連邦議会に提出された予算原則現代化法を参照するのが好都合である。

それを見ると問題認識と法案の目的及び問題解決の方法についての概略が次のように述べ

られている14。 

 ドイツではこれまで各州において個別に予算及び会計制度改革を進めてきたが、BHO 第

99 条に基づいて行われた連邦議会での BRH の意見表明（2006 年 8 月 17 日）（後述

2.1.3.2 を参照）で国全体の予算及び会計制度の現代化問題が取り上げられた。こうした問

題提起を契機にして議論の対象となったのが、国内において異なる会計制度の併存をどの

ように可能にするか、また、その中で最小限の統一的な前提をどのようにして設定するか

という問題であった。 

 こうした認識に立って、結論的には、複式会計に基づく予算を基礎としつつ、これまで

どおりのカメラル予算（Kamerale Haushalte）と拡張されたカメラル予算、並びにプロダク

ト志向の予算（Produkutorientierte Haushalte）、またはプロダクト予算（Produkthaushalte）

を包摂する制度改革の条件を整備することを提案している。 

 以上のような経緯で HGrG の改正が行われたのであるが、それは全体で 24 か条にわた

っている。改正条文の多くは新しい制度に合わせた用語の修正であるが、ここでは制度改

革に直接関連する主要な改正条文を取り上げることとする。 

 まず、第 1 条 a が新設され、その第 1 項では、予算管理がカメラル簿記または第 7 条 a

「連邦・州共通複式会計（staatliche Doppik）」の原則に基づく「連邦と州の共通複式簿記

（staatliche doppelte Buchführng）」によって行われるべきことが規定され、第 2 項では、

予算、款並びに収入及び支出に関する規定は複式会計制度に適合されていることが明記さ

れている。さらに同条第 3 項では、予算の編成と執行はプロダクト予算として行われるこ

                                                        
14 Vgl. Deutscher Bundestag, 16.Wahlperiode, Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines Gesetzes z

ur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes （Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz - HGrGMo
G） 
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とが規定されている。 

 また、1997 年 12 月の改正で新設された条文第 33 条 a「商法典の諸原則に基づく簿記及

び会計」は廃止されることとなった。この条文の第 1 文では、「簿記は、商法典の規定を

実質的に用いることによって、付加的に、正規の簿記及び会計の諸原則に基づいて実施す

ることができる」と規定され、それまでのカメラル簿記に加え“付加的に”ではあるが、

公会計における複式簿記適用の道を開いた条文としてドイツの予算法制史上特筆すべきも

のであった。しかし、今回の改正では第 7 条 a「連邦・州共通複式会計原則（Grundsätze 

der staatlichen Doppik）」の新設条文によって、複式会計の適用が“付加的に”ではなく簿

記法選択肢のひとつとして制度化されたことから不要とされた。この第 7 条 a では、あわ

せて連邦・州共通複式会計は商法典第 3 巻の規定、及び、正規の簿記及び会計の諸原則

（Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung）に従うべきことが規定されてい

る。 

 上記の第 7 条 a 新設規定の重要性もさることながら、第 49 条 a「連邦・州共通会計制度

の標準化のための委員会（Gremium zur Standardisierung des staatlichen Rechnungswesens）」

及び第 49 条 b「財政統計にかかる報告義務（Finanzstatistische Berichtspflichten）」の新設

規定も極めて重要な内容を持っている。 

 これらの条文のうち、まず、第 49 条 a 第 1 項では、連邦及び各州は、統一的な手続とデ

ータの基礎を保証するためにカメラル会計、複式会計さらにプロダクト予算に関して委員

会を設置すべきことを規定している。それに続いて、カメラル予算及び複式の予算並びに

プロダクト予算に関する基準の策定と、国民経済計算のものを含め財政統計上の要請を考

慮すべきことも保証するとしている。また、基準設定の要件を指示するとともに、複式の

予算及びプロダクト予算に関する基準をさしあたり 2010 年 1 月 1 日に向けて策定すると

ともに、複式の予算、プロダクト予算及びカメラル予算に関して引き続き年 1 回検証すべ

きことを求めている。次に、同条第 2 項では、連邦及び各州における予算運営の比較可能

性を保証するための法令の制定に言及し、第 1 項で規定する基準とならんでとりわけ性質

別分類予算及び目的別分類予算、行政コンテンラーメン、プロダクトの枠組等に関する詳

細規定についても規定している。 

 次に、第 49 条 b では、財政統計との関連で、予算運営の方法とは無関係に国民経済計

算のものを含め財政統計からの要請そのほかの報告義務を満たすための要件を規定してい

る。 

 さて、当初の報告書に戻らなければならない。この報告書は、連邦・州共通複式会計に

関する上記の法的整備を踏まえて、予算及び会計制度にかかる統一的な計上規定、評価規

定及び表示規定を確定するとともに、国全体のレベルでそれを成立させることを目的とし

ている。次に、報告書は「連邦・州共通複式会計基準」の適用の条件について以下の確認

をしている。 

 （1） 予算運営が連邦・州共通複式簿記の原則に基づいてなされているのであれば、
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「連邦・州共通複式会計基準」が適用されなければならない。この基準は連邦及

び州における地域団体の外部報告会計制度にも適用される。 

 （2） 公法上の法人（例えば、営造物、公法上の団体、公法上の財団）並びに地方公

営企業及び BHO/LHO 第 26 条に基づく特別財産には任意適用される。 

 （3） 拡張カメラル予算を採用している連邦及び州では拡張資産表示書（Erweiterter 

Vermögensnachweis）を作成する。この場合には、「連邦・州共通複式会計基準」

は拡張資産表示書に関して適用される。 

 （4）「連邦・州共通複式会計基準」は HGrG 第 49 条 a に基づき 2010 年 1 月 1 日に施行

される。この時点までに、全部または一部、外部報告会計制度が連邦・州共通複

式簿記に移行している地域団体には、基準の完全適用に遅くとも 2014 年 12 月 31

日まで移行期間を設定することができる。 

 

 以上のような前提の確認に基づいて、報告書は連邦・州作業部会の最終報告として詳細

な会計基準を提示している。つまり、MHR プロジェクト・チームが拡張カメラル会計を

推奨する観点から制度形成を提唱しているのに対し、BLAK“KLR/Doppik”は連邦・州共

通複式会計を前提に詳細な会計基準を提示しているのである。その概要は次のような構成

となっている。 

 Ⅰ 連邦レベルでの個別決算書 

  1. 法的基礎 

  2. 簿記原則（Buchführungsgrundsätze） 

  3. 会計原則（Bilanzierungsgrundsätze） 

  4. 評価原則（Bewertungsgrundsätze） 

  5. 資産計算書（Vermögensrechnung） 

  6. 成果計算書（Erfolgsrechnung） 

  7. 附属説明書（Anhang） 

  8. 状況報告書（Lagerbericht） 

  9. 財務計算書（Finanzrechnung） 

 Ⅱ 連邦・州の全国レベルでの連結 

  10. 連結決算書に関する概念規定 

  11. 連邦・州の全国レベルでの連結決算書に関する目的設定 

  12. 連結 

  13. 連結決算書に関する附属説明書 

  14. 連結決算書に関する状況報告書 

 付録 

  付録 1．資産計算書及び成果計算書の科目分類（個別決算書） 

  付録 2．固定資産一覧 
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  付録 3．個別決算書に関する附属説明書 

  付録 4．状況報告書 

  付録 5．財務計算書／キャッシュ・フロー計算書 

 

 この報告書による個別決算書は、端的にいえば、ドイツ商法典に準拠するということで

あり、GoB に従い、調達原価または製作原価による評価を行い、決算書は資産計算書と成

果計算書、附属説明書及び状況報告書に加えて財務計算書から構成されるという体系で考

えられている。さらに、連邦の決算書と州の決算書の連結に関する体系化が考えられてい

る。こうした全体像からわかるように、予算制度とは別に会計制度部分に限れば、ドイツ

における公会計制度の体系は商法典に強く依拠していることが理解される。 
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1.1.3.3.4 州レベルにおける公会計制度の改革 

 本調査研究の主たる目的は連邦レベルでの公会計制度とそれに関わる会計検査制度の実

情を知ることであるが、連邦制をとるドイツにあって、それぞれの州は我が国の制度から

見ると一国に匹敵する権限を有する部分もあることから、州レベルの制度概要も重要な関

心の対象となる。主目的から大きくそれない範囲において、連邦と対比を考える際に不可

避となる州レベルにおける予算及び会計制度についての改革の状況も概観しておきたい15。 

 1990 年代半ばに公表された KGSt モデル及びシュパイヤー・モデルを受け、1990 年代末

より各州では新しい予算及び会計制度に関するモデル提案とともに、実務への導入のため

の具体的な検討に入っている。具体的には、1994 年、各州の内務大臣によって構成される

内務大臣会議（Innenministerkonferenz：IMK）は、予算制度と公会計制度の改革に際して

全体の統一性を維持する必要性を確認するとともに、1997 年における HGrG 及び LHO の

改正によって公会計への複式簿記の導入が可能となったことを前提として、前にも言及し

たように、1998 年、「市町村予算法改正のための小委員会（Unterausschuss zur Reform des 

Gemeindehauhaltsrechts：UARG）」を設置した。その検討の結果、2003~2004 年度には新し

い予算法のための標準案を作成することを決定し、1999 年 6 月 11 日、地方自治体の予算

法に基本的に資源費消概念すなわち発生主義に基づく会計を導入することを決定している。

この決定の重要点は、複式簿記への全面的な転換ではなく、複式簿記と拡張カメラル簿記

との 2 種類における選択適用を容認したものであった。こうした決定に基づいて、2000 年

には上記 UARG によって「複式簿記に基づく予算及び会計制度のための自治体予算法に関

する基本構想」及び「自治体のカメラル簿記に基づく予算及び会計制度改革に関する基本

構想」の提案がなされている。さらに、2001 年からは UARG のもとで「ワーキンググル

ープ／複式簿記」、「ワーキンググループ／カメラル簿記」及び「ワーキンググループ／

財政統計・コンテンラーメン」を設置し、それぞれの検討が開始された。このように、こ

の段階では州レベルにあっても、制度改革の内容に関する議論が基本的には「複式簿記か

カメラル簿記か」に二分されていたといってよい。 

 こうした州レベルでの全体的な検討と並行して各州でも 1990 年代半ば頃から制度改革

の検討が開始され、2000 年前後から新しいモデル提示が行われるようになった。1998 年

における「ヘッセン州における新行政運営（Die Neue Verwaltungssteuerung in Hessen：

NVS）」、1999 年のノルトライン＝ヴェストファーレン州の「地方自治体の新財政管理―

改革への序章―（Neues Kommunales Finanzmanagement〈NKF〉）」とそれに基づく 2000

年の新しい会計に関するモデル提示、さらに、2000 年におけるニーダーザクセン州による

「LoHN プロジェクト（LoHN-Projekt）」等がその典型的事例である。これら以外の州に

おいてもほぼ同時期に新しい予算及び会計制度に向けて制度改革の検討を行っており、

2004 年から 2005 年頃にはほぼ最終結論が公表された。 

                                                        
15 亀井孝文前掲書、pp.16-22、pp.571-572 参照。 
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 その後全ての州において制度改革の態勢を整えている。メクレンブルク＝フォアポメル

ン州では 2008 年度に複式簿記の適用を実現し、その州内の全ての自治体で 2010 年 2 月 12

日までに転換することが決定されたものの遅延している。また、シュレスヴィヒ＝ホルシ

ュタイン州では、自治体の規模によって順次 2008 年度から 2010 年度にかけて複式簿記に

移行しつつある16。テューリンゲン州では 2008 年 11 月 28 日に「新自治体財政制度（das 

Neue Kommunale Finanzwesen（ThürNKFG）」が施行され、2009 年度以降、各自治体にお

いて順次複式会計が導入されつつある。 

 さらに、州制度においては特殊な位置にあるベルリン、ブレーメン及びハンブルクの 3

都市についても見ておこう。周知のように、これら 3 都市はいわゆる「都市州」と言われ

図表 1-1- 28 で後述する 13 州とはその性格を異にしているが、単に通常の州としての任務

だけではなく、ひとつの都市としての任務も持っている。しかしながら、これら 3 都市で

はいずれも州としての予算を作成し、ほかの州の都市と同様の予算は作成されていない17。 

 まず、ベルリンでは 1999 年に「行政改革原則法（Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz：

VGG）」が制定され、HGrG 等の関連法を一括して改正するための「予算規定進展法

（Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz：HRFEG）」（1997 年 12 月 22 日）がベルリン州

予算規則（LHO von Berlin）に取り入れられ、最近では 2005 年に改正されている。しかし、

予算に KLR を取り入れることによって拡張カメラル会計を導入することとなり、1997 年

                                                        
16 各州における改革の状況については下記ウェブサイト参照。 
バーデン＝ヴュルテ

ムベルク州 
http://www.innenministerium.baden-wuerttemberg.de/Doppik/83083.html 

バイエルン州 http://www.stimi.bayern.de/buerger/kommunen/finanzen/detail/08206/# 
ブランデンブルク州 http://www.doppik-kom.brandenburg.de/ 
ブレーメン州 http://www.finanzen.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.1642.de 
ハンブルク州 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/finanzbehoerde/haushalt/doppik/start.html 
ヘッセン州 http://www.hessen.de/irj/HMdI_Internet?cid=ded139410b66be48ce0b0379139dfda8 
メクレンブルク＝フ

ォアポメルン州 
http://cms.mvnet.de/land-mv/NKHR_prod/NLHR/index.jsp 

ニーダーザクセン州 http://www.mi.niedersachsen.de/ 
ノルトライン＝ヴェ

ストファーレン州 
http://www.im.nrw.de/bue/25.html# 

ラインラント＝ファ

ルツ州 
http://www.ism.rlp.de/Internet/nav/5c8/5c800760-19ed-49dc-8ea6-da3489e828b9.html 

ザールラント州 http://www.saarland.de/4283.html 
ザクセン州 http://www.kommunale-verwaltung.sachsen.de/826.html 
ザクセン＝アンハル

ト州 
http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=pgfe6h6qoumf 

シュレスヴィヒ＝ホ

ルシュタイン州 

http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/KommunalesSport/KommunaleFinanzen/Gemei
ndehaushaltsreform/doppelteBuchfuehrung/doppelteBuchfuehrung__node. html__nnn=tr
ue 

テューリンゲン州 http://www.thueringen.de/de/tim/abteilungen/kommunales/finanzwesen/content.html 
 
17 Marc Gnädinger, Modernisierung der Haushaltswirtschaft in Bund und Länder. Eine ökonmische Bilanz d

er Haushaltswirtschaftsmodernisierung in Bund und Bundesländern nach 10 Jahren Haushaltsrechts-Fortentw
icklungsgesetz, Verlag Dr.H.H.Driesen GmbH, 2009, S.155 
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改正 HGrG が容認した複式簿記の導入は実現されていない18。 

 ブレーメンにおいても 1997 年の HGrG の改正を受けて LHO が改正され、1999 年、その

第 71 条 a に基づき簿記及び会計について商法典の原則が適用されることとなった。ブレー

メンでは会計制度改革の検討のために「統合的公会計制度（ Integriertes öffentliches 

Rechnungswese：Projekt IÖR）」及び「企業会計の導入（Einführung des betrieblichen 

Rechnungswesens）」の概念のもとに議論が展開された。IT システムとして SAP/R3 が用い

られるとともに、2008 年、プロジェクト IÖR の終了によって資産計算書（貸借対照表）及

び成果計算書が作成され、さらに投資についての詳細な内容を付した拡張キャッシュ・フ

ロー計算書も作成されることとなった。 

 ハンブルクでは 1997 年 HGrG を受けて LHO の改正を行っているが、それに基づく公会

計改革には 3 つの特徴が指摘される19。それは、第 1 にドイツの州では最初に複式簿記を

導入したこと、第 2 に議会の委任のもとでオンライン討論フォーラムが住民との密接な関

係を保ち、州予算にもその成果が取り入れられたこと、第 3 にほかの州に対する明確な相

違点として給付に結びついた予算編成と運営に転換されたことである。つまり、プロダク

トに結びついた予算編成である。さらに、2003 年には州行政への複式簿記導入とともに、

貸借対照表、損益計算書及び財務計算書から構成される「計算書の 3 本化」が決定されて

いる。ハンブルクの公会計改革は「複式会計プロジェクト（Projekt Doppik）」の下で進め

られたが、それには当初から州会計検査院（自由ハンザ都市ハンブルク会計検査院

〈Rechnungshof der Freie und Hansestadt Hamburg：FHH〉）が関与している。そこでは将来

的に伝統的なカメラル会計に基づく予算計算書（Haushaltsrechnung）のみではなく、商法

典に基づいた年度決算書の検査も行うことが考えられている。ただ、そうした年度決算書

に関する法的規定がないために、BRH による検査は質の保障（Qualitätssicherung）に限定

されるという。BRH の 2007 年度報告には開始貸借対照表についての検査報告が入ってお

り、その報告に基づき同貸借対照表は 2006 年度決算書の作成に際して修正が行われてい

る20。 

 上述のように、旧東ドイツの州における多少の遅れがあったものの、現在ではほとんど

の州で複式会計が導入されている。しかし、この数年間における各州の動向を見ると、い

くつかの州で複式会計への移行の時期が当初の予定よりも遅れている事例もある。また、

一部の州でそれぞれの自治体に複式会計と拡張カメラル会計の選択を容認しているが、州

として拡張カメラル会計のみを採用しているのはベルリンだけとなっている。いま、KGSt

＝ベルテルスマン財団の「複式会計比較プロジェクト」21の調査によってこれら全体の状

                                                        
18 Vgl. Marc Gnädinger, Ebenda, S.164 
19 Vgl. Marc Gnädinger, Ebenda, SS.173-174 
20 Vgl. Marc Gnädinger, Ebenda, SS.177-179 
21 Projekt Rechtsvergleich Doppik von KGSt und Bertelsmann Stiftung  
    Vgl.http://Doppikvergleich.de 
    Vgl.http://kgst.de/themen/finanzmanagement/projekte-finanzmanagement/rechtsvergleich-doppik-und-grun

dlagen-fuer die weiterentwicklung-des-kommunalen-haushalts-und-rechnungswese.dot 



 

- 63 - 

況をまとめると図表 1-1- 28 のようになる。 

 

図表 1-1- 28 各州における改革状況 

 
資料）http://doppikvergleich.de/uploads/tx_jpdpwnloads/Uebersicht-Einfuehrung-Doppik.pdf 
注） 1．予算現代化法は 2009 年度より複式会計を容認 
   2．バイエルン州ではカメラル会計を採用する場合でも資産計算書は作成しなければならない。 
   3．ハンブルク州ではこれまでカメラル会計と複式会計とを並行適用 
   4．ヘッセン州ではカメラル会計を採用する場合でも資産計算書は作成しなければならない。 
   5．ザクセン＝アンハルト州の決算全体適用については、なお関係法制定手続中でありその後とな

る。 
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1.1.4 財務書類の構造 

1.1.4.1 財務書類の根拠法・根拠規定 

 決算時にまとめられる財務書類の構成及び内容は、基本法、HGrG 及び BHO 等の各条文

により規定されている。これらの根拠法・根拠規定について概要を示す。まず、ドイツに

おける国の決算書に関する基本的な根拠は、基本法第 114 条第 1 項に示されている。これ

によると、BMF は、各省庁から提出される当該年度の資金の使用状況に関する報告に基づ

き全省庁分の決算書を作成し、連邦議会及び連邦参議院へ提出することとされている。な

お、この決算書については、「全ての歳入及び歳出」というフロー情報と、「全ての資産

及び負債」というストック情報の 2 種類が要請されている。 

 

図表 1-1- 29 基本法第 114 条 

 第 114 条 

   連邦財務大臣は、連邦政府の責任解除のため、全ての収入及び支出並びに資産及び負債に関する計

算書を翌年度中に連邦議会及び連邦参議院に提出しなければならない 

資料）亀井訳 

 

 また、上記の基本法第 114 条第 1 項を受けて、HGrG 第 35 条第 1 項、第 37 条第 1 項及

び第 41 条も決算書の根拠規定と位置付けられる。さらに、前述のとおり、基本法第 114 条

第 1 項において求められる計算書は、2 種類、すなわち予算計算書及び資産計算書である

が、このうち予算計算書について、HGrG 第 37 条第 2 項で規定されており、さらに、予算

計算書を構成する現金収支決算書については HGrG 第 39 条、予算執行計算書は HGrG 第

40 条において規定されている。以下、決算書に関連する HGrG の条文を挙げておきたい。 

 

図表 1-1- 30 予算原則法（HGrG）（決算書関連条文を抜粋） 

第 6 条 経済性及び効率性、原価及び給付計算 

（3）適切な機関において原価及び給付計算が導入されなければならない。 

第 35 条 

（第 2 文）資産及び負債に関する簿記は、収入及び支出に関する簿記と結びつけることができる。 

第 37 条 決算書（Rechnungslegung） 

（1）所管省庁は各予算年度に関して締め切られた帳簿に基づいて計算書を作成しなければならない。財

務を所管する省は BRH との合意のもとに、ほかの期間に関して決算書を作成することを決定することが

できるものとする。 

（2）締め切られた帳簿に基づき、財務を所管する省は、毎予算年度、予算計算書を作成するものとす

る。 

第 39 条 現金収支決算書 
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現金収支決算書においては次の内容が証明されなければならない。 

1 a）実際収入の合計 

 b）実際支出の合計 

 c）a と b の差異（現金収支的年間結果） 

 d）予算上執行未済の過年度現金収支結果 

 e）c）及び d）による現金収支の総括成果 

2 a）信用市場の貸付金収入、積立金の取り崩し、現金収支剰余金からの収入、及び、造幣収入を除いた

実際収入の合計、 

 b）信用市場における負債償還のための支出、積立金への繰り入れ、及び、現金収支欠損金の補償の

ための支出を除いた実際支出の合計、 

 c）a）及び b）からなる差引額 

第 40 条 予算執行決算書 

予算執行計算書においては次の内容が証明されなければならない。 

1 a）第 39 条 1 項 c に基づく現金収支の年度結果 

 b）第 39 条 1 項 e に基づく現金収支の年度成果 

2 a）前年度から繰り越された未収収入及び未払支出 

 b）次年度に繰り越されるべき未収収入と未払支出 

 c）a）及び b）の差異 

 d）1．の a）と 2．c）による計算書の総括結果 

 e）1．の b）と 2．b）による計算書の総括結果 

3 引き受けられた債務及び金銭債権の金額。ただし、それらが第 33 条第 2 文に基づいて簿記が義務付

けられている場合に限る 

第 41 条 決算報告書 

現金収支決算書及び予算執行決算書はひとつの報告書において表示されなければならない。 

資料）HGrG に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。ただし、条文訳は亀井孝文著『公会 
   計改革論―ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築―』、白桃書房 2004 年、p.609 ff による。 

 

 なお、HGrG は、2009 年に改正されている。上に挙げた決算書関連部分については、こ

の改正より HGrG 第 37 条第 3 項及び第 4 項が追加された。これによると、複式会計に基

づく場合について規定している。 

 

図表 1-1- 31 2009 年予算原則法（HGrG）（決算書関連条文を抜粋） 

第 37 条 決算書作成（Rechnungslegung） 

（3）複式会計に基づく予算の場合には、計算書の作成は、少なくとも成果予算のための計算書（成果計

算書）、第 10 条第 4 項第 2 号に基づく複式の財務予算のための計算書（財務計算書）及び資産計算

書（貸借対照表）を含むものとする。 

（4）プロダクト予算にあっては、プロダクトに基づいて構成された資金配分に関して、並びに、もたら
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された給付の種類及び範囲に関して計算書が作成されなければならない。 

資料）亀井訳 

 

 さらに、BHO では、決算書、予算計算書及び資産計算書等に関して、次のように構成、

記載内容等が規定されている。 

 

図表 1-1- 32 連邦予算規則（BHO）（決算書関連条文を抜粋） 

第 7 条 経済性及び効率性、原価及び給付計算 

（3）適切な機関において原価及び給付計算が導入されなければならない。 

第 81 条 予算計算書の構成 

（1）予算計算書においては、収入及び支出が第 71 条で示された秩序に基づいて、未収収入及び前払支出

を考慮に入れ、予算の計上額に対照表示されなければならない。 

（2）個別の項目、及び、それに応じて最終合計においては特に次の内容が表示されなければならない。 

  1．収入の部： 

   a）実際収入、 

   b）次年度に繰り越されるべき未収収入 

   c）実際収入と次年度に繰り越されるべき未収収入との合計、 

   d）実際収入のうち資産効果を持つ金額。ただし、資産簿記が行われている場合に限る、 

   e）予算計上収入、 

   f）前年度からの繰越未収収入、 

   g）予算計上収入と繰越未収収入との合計、 

   h）g）の合計額に対する c）の合計額の過不足 

  2．支出の部： 

   a）実際支出、 

   b）次年度に繰り越されるべき未払支出または前払支出、 

   c）実際支出と次年度に繰り越されるべき未払支出または前払支出との合計、 

   d）実際支出のうち資産効果を持つ金額。ただし、資産簿記が行われている場合に限る、 

   e）予算計上支出、 

   f）前年度からの繰越未払支出または前払支出、 

   g）予算計上支出と前年度からの繰越未払支出または前払支出との合計、 

   h）g）の合計額に対する c）の合計額過不足、 

   i）予算超過支出または予算外支出並びに前払支出 

（3）それぞれの支出、及び、それに応じて最終合計に関しては、引き受けられた債務及び金銭債権の金

額が別に示されなければならない。ただし、それらが第 71 条第 1 項第 2 文に基づいて簿記が義務付けら

れている場合に限る。 

（4）第 25 条第 2 項の場合には、公債需要の減少が剰余金の証明と同時に示されなければならない。 
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第 82 条 現金収支決算書 

現金収支計算書においては次の内容が証明されなければならない。 

1 a）実際収入の合計 

  b）実際支出の合計 

  c）a）と b）との差異（現金収支の年度結果） 

  d）予算上執行未済の過年度現金収支結果、 

  e）c）及び d）による現金収支の総括結果 

2 a）信用市場からの借入金収入、積立金の取り崩し、現金収支剰余金からの収入、及び造幣収入を除い

た実際収入の合計 

  b）信用市場における負債償還のための支出、積立金への繰り入れ、現金収支欠損金の補償のための

支出を除いた実際支出の合計、 

  c）a）及び b）による資金調達差額 

第 83 条 予算執行決算書 

   予算執行計算書内においては次の内容が証明されなければならない： 

1 a）第 82 条 1．c）に基づく現金収支の年度結果、 

  b）第 82 条 1．e）に基づく現金収支の年度結果、 

2 a）前年度から繰り越された未収収入及び未払支出、 

  b）次年度年に繰り越されるべき未収収入及び未払支出、 

  c）a）と b）との差異、 

  d）1．a）及び 2．c）による計算書の総括結果 

  e）1．b）及び 2．b）による計算書の総括結果 

3  引き受けられた債務及び金銭債権の金額。ただし、それらが第 71 条第 1 項第 2 文に基づいて簿記

が義務付けられている場合に限る。 

第 84 条 決算報告書 

現金収支決算書及び予算執行決算書はひとつの報告書において表示されなければならない。 

第 86 条 資産計算書 

資産計算書においては予算年度の初めにおける資産及び負債の在高、予算年度におけるその変動、及び、

予算年度末におけるその在高が証明されなければならない。 

資料）BHO に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。ただし、条文訳は亀井孝文著『公会計 
   改革論 ― ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築 ―』、白桃書房 2004 年、p.609ff にお 
   ける訳に依拠している。 
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1.1.4.2 財務書類の体系 

 連邦の決算書は、大きく「予算計算書」と「資産計算書」から構成される。更に予算計

算書は、現金収支決算書と予算執行決算書の 2 つから構成される。図表 1-1- 33 に全体の構

成と、各書類の根拠規定及び実際の決算書の目次との対応を示しておこう。 

 

図表 1-1- 33 決算書の体系 

 
資料）BHO に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。ただし、訳語は亀井前掲書による。 

 

 

 ドイツ公会計における決算書は、既に述べたように、基本的には、基本法第 114 条第 1

項の規定に基づく。この規定において決算書の内容に関わる要点は、「収入及び支出」、

「資産及び負債」及び「計算書」であるが、この規定を受けて、まず、HGrG 第 35 条第 1

項第 1 文では、「資産及び負債に関する簿記は、収入及び支出に関する簿記と結びつける

ことができる」と規定され、さらに、BHO 第 73 条第 2 項では、「資産及び負債に関する

簿記は、収入及び支出に関する簿記と結びつけられなければならない」と規定されている。

つまり、HGrG と BHO とでは「収入及び支出」と「資産及び負債」との簿記的な関連付け

が異なっているのである。また、基本法の規定によれば、これらは「計算書」として作成
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されることになるが、少なくともそれぞれの関係が計算構造の観点から明確になるような

「計算書」として作成されているわけではない。 

 まず、連邦の場合の決算書の最も基本的な構成は図表 1-1- 34 のように表すことができる。 

 

図表 1-1- 34 決算書の構成 

 

資料）亀井作成 

 

 さらに、図表 1-1- 34 における予算計算書を俯瞰的に示せば図表 1-1- 35 のような内容か

ら構成される。 

 

図表 1-1- 35 予算計算書の構成内容 

 
資料）Günter Merschbächer, Öffentliche Rechnungssysteme in der Bundesrepublik  
   Deutschland, in Östereich und in der Schweiz. Bestandsaufnahme, Analyse und  
   zweckorientierte Beurteilung. München 1987 , S.23 から作成 

 

 決算に際して作成される計算書について、まず、HGrG 第 37 条では、「締め切られた帳

簿に基づき、財務を所管する省は、毎予算年度、予算計算書（Haushaltsrechnung）を作成

する」ことが要求され（第 2 項）、さらに、これに加えて 2009 年 HGrG では、「複式会

計に基づく予算の場合には、計算書の作成は、少なくとも成果予算のための計算書（成果

計算書）、第 10 条第 4 項第 2 号に基づく複式の財務予算のための計算書（財務計算書）、

及び、資産計算書（貸借対照表）を含むものとする」（第 3 項）ことが規定されるととも
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に、「プロダクト予算にあっては、プロダクトに基づいて構成された資金配分に関して、

並びに、もたらされた給付の種類及び範囲に関して計算書が作成されなければならない」

（第 4 項）とされている。また、HGrG に基づいて制定され連邦に適用される BHO 第 80

条では、第 1 項及び第 2 項における一般的規定の後に、計算書の種類について「締め切ら

れた帳簿を基礎として BMF は毎年度予算計算及び資産計算書（Vermögensrechnung）を作

成するものとする」（第 3 項）と規定されている。これは、2009 年 HGrG によって連邦・

州共通複式会計（Staatliche Doppik）の適用が認められているものの、連邦に関しては拡張

カメラル会計（Erweiterte Kameralistik）によることから、連邦においては従来どおりの予

算計算と実質的に発生主義会計を実施するために資産計算を行うことによるものである。

いま、これらを一覧式に表せば図表 1-1- 36 のようになる。 

 

図表 1-1- 36 計算書の作成 

    〈会計の方法に関係なく全ての場合〉 

       予算計算書（Haushaltsrechnung） HGrG 37-2 

    〈複式会計に基づく予算の場合（2009 年改正 HGrG）〉 

       成果計算書（Erfolgsrechnung） HGrG 37-3 

       財務計算書（Finanzrechnung） HGrG 37-3 

       貸借対照表（Bilanz） HGrG 37-3 

    〈プロダクト予算が編成される場合〉 

       プロダクト別配分額、給付の種類及び範囲 HGrG 37-4 

    〈連邦の場合のみ〉 

       予算計算書（Haushaltsrechnung） BHO 80-3 

       資産計算書（Vermögensrechnung） BHO 80-3 
資料）亀井作成 

 

 さらに、2009 年 HGrG 第 39 条では、カメラル予算の場合の限定つきで現金収支決算

（Kassenmäßiger Abschluss）の証明を義務付けている。連邦の場合は拡張カメラル会計であ

るため、当然にして現金収支決算を作成することとなり、これについては BHO 第 82 条で

その内容構成が定められている。また、HGrG 第 40 条及び BHO 第 83 条では予算執行決算

（Haushaltsabschluss）の証明が要請され、構成内容が規定されている。さらに、これらの

計算書はひとつの報告書で説明されなければならないことが HGrG 第 41 条及び BHO 第 84

条で規定されている。 
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1.1.4.3 財務書類の目次・内容 

 上に述べたように、連邦の決算書は「予算計算書」と「資産計算書」から構成される。

2008 年度の決算書が『2008 年度 連邦の予算計算書及び資産計算書（Haushaltsrechnung 

und Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2008）』と題して作成されていたの

に対し、2009 年度の決算書は、『2009 年度 連邦の予算計算書（Haushaltsrechnung des 

Bundes für das Haushaltsjahr 2009 ） 』 及 び 『 2009 年 度  連 邦 の 資 産 計 算 書

（Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 2009）』の別だてで作成されている。

周知のように、ドイツの会計年度は暦年となっており、決算書は会計年度の翌年に作成さ

れ連邦財務大臣から連邦議会及び連邦参議院に提出される。2009 年度に関しては 2 つの計

算書が別だてで作成されているため、連邦議会及び連邦参議院への提出も両者は別々に行

われ、予算計算書が 2010 年 4 月 15 日、資産計算書が 2010 年 6 月 15 日にそれぞれ両院に

提出された。現在、これらの決算書は審議中となっている。なお、ドイツの当該制度にお

いて特徴的なのは、決算書（予算計算書及び資産計算書）の公表が BRH の所見

（Bemerkungenn、年次報告書）公表の前に行われることであり、例えば 2009 年度に関す

るものは既に公表済みである。 

 こうした事実を前提に 2009 年度の連邦決算書の内容を概観してみよう。既に触れたよ

うに、HGrG は 2009 年に改正され 2010 年 1 月 1 日施行であり、連邦の予算規範である

BHO も同様である。従って、現時点における最新の 2009 年度連邦決算書には、資産計算

書の改革以外に拡張カメラル会計、プロダクト志向予算等の新しい概念は反映されていな

い。いいかえれば、2009 年度の決算書は改正前の BHO に基づく構造及び内容となってい

る。 

 

1.1.4.3.1 2009 年度予算計算書の構成 

 まず、2009 年度予算計算書の構成内容は以下のとおりとなっており、全 1,469 ページで

ある。 
 1   はじめに 
 2   総括計算 
  2.1   予算－予定額 
  2.1.1  収入及び支出 
  2.1.2  前年度からの予算残高 
  2.1.3  計算上の予定額 
  2.2   予算－実際額 
  2.2.1  個別予算に基づく収入及び支出 
  2.2.2  個別予算に基づく収入の種類及び支出の種類 
  2.3   予算－予定額及び予算－実際額の対照表示 
  2.4   現金収支決算書とその説明 
  2.5   予算執行決算書とその説明 
 3   総括計算の概要 
  3.1   前払支出を含む予算超過支出及び予算外支出とその理由並びに債務負担行為に関する概要 
  3.1.1  予算超過支出及び予算外支出 
  3.1.2  前払支出 
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  3.1.3  予算超過支出及び予算外支出並びに個別の前払支出とその理由 
  3.1.4  予算超過債務負担行為及び予算外債務負担行為 
  3.2   超過収入及び過小収入並びに超過支出及び過小支出に関する概要 
  3.2.1  超過収入及び過小収入 
  3.2.1.1 租税及び同類似の公課 
  3.2.1.2 行政収入 
  3.2.1.3 その他の収入 
  3.2.1.4 個別金額が 5 百万ユーロ超の場合の超過収入及び過小収入に関する概要 
  3.2.2  超過支出及び過小支出 
  3.2.2.1 人件費支出 
  3.2.2.2 物的行政費支出 
  3.2.2.3 軍用調達、装備その他 
  3.2.2.4 借入金関連 
  3.2.2.5 交付金及び補助金（投資を除く） 
  3.2.2.6 投資支出 
  3.2.2.7 特別資金調達支出 
  3.2.2.8 個別金額が 5 百万ユーロ超の場合の超過支出及び過小支出に関する概要 
  3.2.2.9 全体的な過小支出の場合の節約指示に関する概要 
  3.3   弾力的予算査定による収入及び支出未済残高を含む支出 
  3.4   支出の移し替えの認可に関する概要 
  3.5   2006 年度から 2009 年度までに移し替えられた支出未済残高及び前払支出 
  3.6   BHO 第 59 条に基づいて認可された業務領域ごとの要求総額に関する概要 
  3.7   資産の売却による予算計上外収入に関する概要 
  3.8   予算技術上の精算（通過項目を含む）に関する概要 
  3.9   自己金融資金に関する概要 
  3.10   連邦公企業における年度決算に関する概要 
  3.10.1  経済的公企業 
  3.10.2  官庁舎食堂 
  3.11   公債授権 
 4   個別予算の計算書 
  4.1   個別予算 01  ドイツ連邦大統領及び大統領府 
  4.2   個別予算 02  ドイツ連邦議会 
  4.3   個別予算 03  ドイツ連邦参議院 
  4.4   個別予算 04  ドイツ連邦首相及び首相府 
  4.5   個別予算 05  外務省 
  4.6   個別予算 06  連邦内務省 
  4.7   個別予算 07  連邦法務省 
  4.8   個別予算 08  連邦財務省 
  4.9   個別予算 09  連邦経済・技術省 
  4.10   個別予算 10  連邦食糧・農業・消費者省 
  4.11   個別予算 11  連邦労働・社会福祉省 
  4.12   個別予算 12  連邦交通・建設・都市開発省 
  4.13   個別予算 14  連邦国防省 
  4.14   個別予算 15  連邦保健省 
  4.15   個別予算 16  連邦環境・自然保護・原子炉保安省 
  4.16   個別予算 17  連邦家庭・高齢者・婦人・青年省 
  4.17   個別予算 19  連邦憲法裁判所 
  4.18   個別予算 20  連邦会計検査院 
  4.19   個別予算 23  連邦経済的協働・開発省 
  4.20   個別予算 30  連邦教育・研究省 
  4.21   個別予算 32  連邦負債（Bundesschuld） 
  4.22   個別予算 60  一般的財務管理 
 5   収入及び支出並びに特別財産在高及び連邦の積立金に関する概要 
  5.1   収入及び支出に関する概要 
  5.2   在高に関する概要 
  5.3   特別財産に関する説明 
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  5.3.1  重度心身障害者の勤労生活における参加のための広域措置調整基金 
  5.3.2  炭鉱労働者住宅資産 
  5.3.3  連邦鉄道資産 
  5.3.4  ドイツ内水航行基金 
  5.3.5  復興信用銀行における有価証券取扱企業の補償制度 
  5.3.6  預金・出資者補償法第 6 条第 1 項第 2 文第 1 号に規定する私法上の機関のための補償制度 
  5.3.7  預金・出資者補償法第 6 条第 1 項第 2 文第 2 号に規定する公法上の機関のための補償制度 
  5.3.8  補償基金 
  5.3.9  引継債務償還基金 
  5.3.10  ERP 特別財産 
  5.3.11  金融市場安定化基金 
  5.3.12  ドイツ統一基金 
  5.3.13  「ベルリンの壁」土地所有法に基づく基金 
  5.3.14  自由基金 
  5.3.15  投資及び償還基金 
  5.3.16  汚泥処理補償基金 
  5.3.17  リボルビング基金 
  5.3.18  子供養護の強化のための特別財産 
  5.3.19  炭鉱労働者住宅建設のための信託財産 
  5.3.20  連邦年金基金 
  5.3.21  連邦年金基金積立金 
  5.3.22  連邦有価証券に関するインフレ対策のための支払準備 
  5.3.23  ドイツ・ポストバンク株式会社に預けられた連邦の特定目的財産 
  5.3.24  農林金庫（Landwirtschaftliche Rentenbank）に預けられた連邦の特定目的財産 
  5.4   積立金に関する説明 
  5.4.1  景気調整積立金 
  5.4.2  金庫補強積立金 
   
       付録 
       2009 年度予算法  
       補正 
       第二次補正 
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1.1.4.3.2 2009 年度現金収支決算の内容 

 いま、BHO 第 82 条で要請され、その内容構成が定められている現金収支決算を 2009 年

度に例をとれば図表 1-1- 37 のように公開されている。 

 

図表 1-1- 37 2009 年度現金収支決算 

（単位：ユーロ） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
2009 年度の現金収支は次のように締め切られた： 
 a） 実際収入額合計 292,545,331,970.22 
 b） 実際支出額合計 292,545,331,970.22 
 c） 現金収支の年度結果 
    ―a）と b）との差異― 0.00 
 d） 予算執行未済の過年度現金収支結果 0.00  

――――――――――――――  
 e） 現金収支の総括結果 ―c）と d）との合計― 0.00  
 
2009 年度資金繰差額計算は次のように対照表示される： 
 a） 実際収入額合計 
  （信用市場からの借入金収入、款 6002 項 121 04 に 
   おける超過収入、積立金の取り崩し、現金収支余剰 
   金からの収入、造幣収入を除く） 258,084,187,809.63 
 b） 実際支出額合計 
  （信用市場における債務償還のための支出、積立金 
   への繰入及び現金収支欠損の補償のための支出を 
   除く） 292,545,331,970.22 

――――――――――――――  
 c） 資金繰差額 34,461,144,160.59  
 
予算は次のようになる 
 実際収入額合計 292,545,331,970.22  
 実際支出額合計 292,545,331,970.22  
  従って、2009 年度連邦予算における現金収支は均衡し 
  ている。剰余も欠損も生じなかった。 
 
実際額の結果は個別の主要グループないし上位グループに 
おいて次のような財源構成となっている： 
 租税及び同類似の公課 228,148,334,188.78 
 行政収入 15,201,451,135.95 
 その他の収入 49,195,546,645.49 

――――――――――――――  
収入合計 292,545,331,970.22 

――――――――――――――  
 人件費支出 27,939,488,638.53  
 物的行政費支出 9,146,814,530.70  
 軍用調達、装備その他 10,281,432,065.76  
 借入金関連 38,098,597,390.77  
 交付金及び補助金（投資を除く） 179,684,161,029.86  
 投資支出 27,108,581,321.90  
 特別資金繰支出 286,256,992.70  

――――――――――――――  
支出合計 292,545,331,970.22  

――――――――――――――  
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 図表 1-1- 37 における現金収支決算では、大きく 3 つの部分から構成され、まず第 1 の部

分で年度結果及び総括結果が示されるが、それらのいずれについても均衡するように金庫

補強分を含めて借入金等の金額が決定されるため、その借入金の内訳が示されないまま、

収入と支出の差額は常にゼロとなる。この状況はこの 40 年来変更がない。また、BHO 第

82 条第 2 号では、上記の実際収支の結果を受けて「資金繰差額（Finanzierungssaldo）」を

算定するための財務計算が求められている。これは経常外収支を除外した収入及び支出の

対照計算、いいかえれば経常収支計算を示すこととなり、その差額が必要な資金調達額と

なる。これらの関係は図表 1-1- 37 における中段の第 2 の部分からわかるとおり、単に a）

及び b）から資金繰り差額が計算されるのみであり、以前のように経常外収支の内容が表

示されるということはなく、極めて簡潔な内容となっている。さらに、第 3 の部分では、

実際収支の内訳が、収入では財源別、支出では性質別に示されている。 

 

1.1.4.3.3 2009 年度予算執行決算の内容 

 次に、BHO 第 83 条で求められている予算執行決算は、2009 年度にあっては図表 1-1- 37

のように表示されている。ここでは現金収支決算額に前年度からの繰越分と次年度への繰

越分との差額を加えて年度結果が表示されるとともに、その内訳概要を含めた総括結果が

表示される。いま、年度結果を図表 1-1- 38 に、さらに、総括結果の一部を図表 1-1- 39 に

掲げておこう。 

 

図表 1-1- 38 2009 年度予算執行決算（年度結果） 

（単位：ユーロ） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 2009 年度年度結果 - 9,891,054,624.41 
 内訳： 
   前年度からの繰越額 6,986,824,064.35 
   次年度への繰越額 16,877,878,688.76 

――――――――――――――  
   年度結果 - 9,891,054,624.41 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
 前年度からの繰越額と次年度への繰越額との差額は予定額と実際額との差額の合計を表し、その内容は

次のとおりとなる： 
 収入 
  租税及び同類似の公課 
    予定額 224,468,000,000.00 
    実際額 228,148,334,188.78 
    超過収入 3,680,334,188.78 
  行政収入 
    予定額 15,401,193,000.00 
    実際額 15,201,451,135.95 
    過小収入  199,741,864.05 
  その他の収入 
    予定額 63,437,807,000.00 
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    実際額 49,195,546,645.49 
    過小収入  14,242,260,354.51 
  収入合計 
    予定額 303,307,000,000.00 
    実際額 292,545,331,970.22 
    過小収入  10,761,668,029.78 
 支出 
  人件費支出 
    予定額 27,808,691,026.85 
    実際額 27,960,971,638.53 
    超過支出  152,280,611.68 
  物的行政費支出 
    予定額 9,125,480,339.44 
    実際額 9,345,307,519.55 
    超過支出  219,827,180.11 
  軍用調達、装備その他 
    予定額 10,360,489,000.00 
    実際額 10,366,632,065.76 
    超過支出  6,143,065.76 
  借入金関連 
    予定額 42,215,169,000.00 
    実際額 42,215,164,390.77 
    過小支出  4,609.23 
  交付金及び補助金（投資を除く） 
    予定額 183,771,135,833.85 
    実際額 181,954,805,029.00 
    過小支出  1,816,330,804.85 
  投資支出 
    予定額 35,875,812,108.68 
    実際額 35,824,426,479.58 
    過小支出  51,385,629.10 
  特別資金繰り支出 
    予定額 - 139,267,244.47 
    実際額 277,673,535.79  
    超過支出  416,940,780.26 
  予備費残額 
    2008 年度予定額 1,276,314,000.00 
    2009 年度予定額 1,478,230,000.00 
    差額  201,916,000.00 
  支出合計 
    予定額 310,293,824,064.35 
    実際額 309,423,210,658.98 
    過小支出  870,613,405.37 
  全体の結果 
    過小収入 10,761,668,029.78 
    過小支出 870,613,405.37 

――――――――――――――  
  年度結果  - 9,891,054,624.41 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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 図表 1-1- 38 の予算執行決算は、前年度繰越及び次年度繰越を含めて計算するいわゆる

「発生収支」によって計算されるところに図表 1-1- 37 で示した現金収支決算との本質的な

相違がある。この予算執行決算は大きく 2 つの部分から構成されており、前半では前年度

繰越と次年度繰越及びその差額すなわち純増減額の結果のみを表示している。後半では性

質別の項目概要に基づいて、それぞれの予定額と実際額の差額の側面からの計算を示して

いる。これらの表示内容は BHO 第 83 条では求められていないものであり、この条文で求

められている内容はむしろその後に掲げられている総括結果である。いま、その概要部分

のみを示せば図表 1-1- 39 のような構成内容となっている。 

 

図表 1-1- 39 2009 年度予算執行決算（総括結果） 
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1.1.4.3.4 2009 年度資産計算書の意味と内容 

 連邦の決算書の場合、予算計算書と並ぶもうひとつの重要な計算書である資産計算書を

看過することはできない。 

 既に言及したように、HGrG が 2009 年に大きく改正され、2010 年度より予算制度も会

計制度も新しい制度のもとで運用されることとなった。連邦の場合には多くの州とは異な

り、「連邦・州共通複式会計」ではなく、「拡張カメラル会計」の概念が適用される。そ

のために決算書は「計算書 3 本化」ではなく、KLR が実施されるものの、予算制度も会計

制度も形式的には伝統的な会計に大きく依存することとなる。そこで、資産計算書につい

ては KLR へのデータの提供のためにも、「連邦・州共通複式会計」における貸借対照表

としての資産計算書を意識した計算書を作成している。こうした経緯によって、2008 年度

までの『○○年度 連邦の予算計算書及び資産計算書』とは異なり、2009 年度決算書では、

『2009 年度 連邦の予算計算書』とは別立てで『2009 年度 連邦の資産計算書』が作成

されることとなった。改正 HGrG は 2010 年 1 月 1 日施行であるが、この資産計算書は

2009 年度分から適用されている。 

 まず、2009 年度版の「はしがき」によれば、基本法第 114 条第 1 項による資産及び負債

に関する計算書の作成義務に言及ののち、下記のような趣旨の説明が行われている。 

 従来、連邦の資産計算は 1953 年 3 月 16 日公布の VBRO 案によって実施されてきた。こ

の 規 則 に よ れ ば 、 資 産 は 行 政 資 産 （ Verwaltungsvermögen ） 及 び 事 業 資 産

（Erwerbsvermögen）に分類され、それぞれ次のような内容を持っていた。 

  Ⅰ．行政資産： 

    a） 共通行政資産（資産クラス 0） 

      連邦行政の業務を直接に満たすのに貢献し、資産クラス 1 及び 2 に分類され

ない全ての資産 

    b） 共同利用の物品（資産クラス 1） 

      共同利用の土地すなわち連邦所有の遠距離道路及び水路 

    c） 連邦の営造物及び設備（資産クラス 2） 

      法的能力を持たない連邦の営造物、機関及びその他の設備によって管理され

ている連邦の資産価値 

  Ⅱ．事業資産： 

    a） 企業資産（資産クラス 3） 

      企業への連邦の資本参加及び経済企業 

    b） 一般的な資本的資産及び物的資産（資産クラス 4） 

      国際的制度への関与並びに上記の資産クラスに分類できないその他の資産価

値 

  Ⅲ．連邦負債（資産クラス 9） 
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 上記のような資産の分類に対して、2009 年度資産計算書では 2001 年度以来再び資産と

負債とを対照表示することとなった。ただ、2009 年度版「はしがき」に付け加えて指摘し

ておかなければならないことは、2001 年度以前の資産計算書は確かに資産と負債とが対照

表示されているとはいっても、資産計算書の冒頭の「短信（Kurzinformation）」で極めて

簡単な表示をしているだけであるという事実である。ちなみに、2001 年度の事例を図表 1-

1- 40 に掲げておこう。 

 

図表 1-1- 40 2001 年度資産計算書（短信） 

 

 

 2002 年度以降 2008 年度までの資産計算書は「資産及び負債に関する報告書」または

「資産及び負債に関する表」ともいうべきもので、「計算書」としての形式がとられてい

なかった。2009 年度になって 2001 年度以来再び資産と負債とが対照表示されることとな

ったが、勘定式の対照表示ではなく報告式の対照表示である。いずれにしても、この新た

な表示は VBRO によるものではなく、予算制度及び会計制度の現代化のために作成された

BMF による「詳細概念」に基づくものである。さらに、上記の資産クラスによる分類では

なく、連邦及び州に統一して適用されるコンテンラーメンに基づく勘定分類が行われてい

る。その意味において、連邦の場合には複式会計ではなく基本的にカメラル会計が維持さ

れたままではあるが、改正 HGrG 及び改正 BHO が反映されつつあるとの評価が可能であ

る。 

 さらに、2009 年度資産計算書では連邦の特別財産及び信託財産も包摂されていること等、

2008 年度資産計算書との個別の相違点も列記されている。 

 さて、2009 年度資産計算書の内容について触れなければならないが、まず、その構成は

図表 1-1- 41 のとおりとなっており、全 93 ページである。 



 

- 80 - 

 

図表 1-1- 41 資産計算書の構成 
 1    はじめに 
 2    資産及び負債の概要 
 3    資産 
  3.1   無形資産 
  3.2   有形資産 
    3.2.1   固定資産 
    3.2.2   流動資産 
  3.3   財務資産 
    3.3.1   経済的公企業及び官庁舎食堂 
    3.3.2   資本参加 
    3.3.3   連邦の特別財産及び信託財産の資産 
  3.4   貯蔵品 
  3.5   債権及びその他の資産 
    3.5.1   貸付債権 
    3.5.2   その他の金銭債権 
  3.6   自己所有の有価証券 
  3.7   流動資金 
 4    負債 
  4.1   公債市場における債務 
  4.2   不確定債務による義務 
    4.2.1   年金債務 
    4.2.2   現職者・退職者への補助債務 
    4.2.3   過去の年金債務及び補助債務の特別財産化による解除 
  4.3   保証引受債務 
  4.4   連邦の特別財産及び信託財産の負債 
  付録 
   特別財産及び信託財産に関する説明 
   連邦が参加する国際機関に関する説明 
   予算収支を伴う連邦機関の個別予算別在高変動に関する概要 
   在高変動に関する詳細 
 

 

 さらに、2009 年度資産計算書における新しい「資産及び負債の概要（Vermögen und 

Schulden im Überblick）」を図表 1-1- 42 に掲げておこう。 

 

図表 1-1- 42 資産及び負債の概要 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   資 産                            2009 年 12 月 31 日 
                                   （単位：ユーロ） 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  Ⅰ．無形資産 0.00 
  Ⅱ．有形資産 0.00 
  Ⅲ．財務資産 110,942,435,070.43 
    1．経済企業及び官庁舎食堂 7,948,069.19  
    2．資本参加 45,237,550,033.00  
      株式及び受益証券 20,299,600,050.12 
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      有限会社への営業持分 1,025,635,308.68 
      公法上の企業の資本に対する持分 2,878,740,134.97 
      国際機関の資本に対する持分 21,033,574,539.23 
    3．特別財産 65,696,936,968.24 
  Ⅳ．貯蔵品 0.00 
  Ⅴ．債権及びその他の資産 42,376,342,051.87 
    1．貸付金 38,065,938,858.50 
    2．その他の金銭債権 4,310,403,193.37 
  Ⅵ．有価証券 43,189,068,455.92 
    1．自己所有の有価証券 43,189,068,455.92 
  Ⅶ．流動資金 21,525,588,786.63 
    1．連邦の金銭投資 21,525,064,237.54 
    2．銀行及びそのほかの金融機関における預金 524,549.09 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   合 計 218,033,434,364.85 
    備考：連邦の条件付債券 582,712,124.25 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   負 債 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  Ⅰ．信用市場における債務（特別財産分を除く） 1,032,151,496,346.83 
    1．国債及び機関債 1,014,602,167,516.87 
    2．金庫補強債 17,549,328,829.96 
  Ⅱ．財・用役の購入による債務 0.00 
  Ⅲ．不確定債務による義務（特別財産分を除く） 430,400,000,000.00 
    1．年金債務及び類似の債務 430,400,000,000.00 
       年金債務 332,100,000,000.00 
       うち、元ドイツ連邦郵便職員に対するもの 135,300,000,000.00 
       うち、元ドイツ連邦鉄道職員に対するもの 68,100,000,000.00 
        現職者・退職者への補助債務 98,300,000,000.00 
        うち、元ドイツ連邦郵便職員に対するもの 21,800,000,000.00 
       うち、元ドイツ連邦鉄道職員に対するもの 41,100,000,000.00 
      2．その他の債務 0.00 
  Ⅳ．繰越保証からの債務 0.00 
  Ⅴ．特別財産 63,631,741,863.01 
  Ⅵ．その他の債務 42,044,686.93 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  合 計 1,526,225,242,896.77 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  資産残高－負債残高  - 1,308,191,808,531.92 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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1.2 フランスの財政・会計制度 
1.2.1 予算・決算制度 

 フランスにおいては、2001 年に成立し、2006 年から完全施行された予算組織法（loi 

organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances、以下「LOLF」と言う。）

が財政・会計制度の全体の枠組に関して重要な役割を果たしている。ここでは、LOLF に

よる改革によって導入された新制度の概要を中心に、フランスの財政・会計制度について

述べる。 

 

1.2.1.1 予算制度 

 フランスにおいては、財政に関する以下のような規定が憲法に設けられている。このう

ち、歳入歳出等を定める予算法の要件等については、LOLF で規定されている。 

 

図表 1-2- 1 フランス憲法における財政関連規定 
・ 予算法による歳入歳出の決定（第 34 条第 5 項） 
・ 予算法案の国民議会先議（第 39 条第 2 項） 
・ 歳入減・歳出増を伴う議員提出法律案・修正案の禁止（第 40 条） 
・ 予算法案の議決及び会計検査院（Cour des comptes：CDC、以下、「CDC」と言う。）

の国会・政府補佐等（第 47 条） 
資料）松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 

 

 

 LOLF による改革によってフランスの予算手続は大きく変わった。特徴としては、まず、

予算を従前に使用されていた支出の性質（経常・投資・移転等）別の予算分類ではなく政

策（安全保障･文化･保険等）別の予算分類へ提示の仕方を変更した。これにより、政策ご

との予算と成果を示すことが可能となった。予算は次ページに示すミッション・プログラ

ム・アクションの 3 層構造によって記述される。 

 

図表 1-2- 2 LOLF による予算の構造 
階層 概要 

ミッション 
（mission） 

・ 国家の重要な政策の単位で、プログラムに分解される（LOLF 第 7
条）。 

・ 議会の議決単位である。 
・ 単一または複数の省庁が共同で担当する。 
・ 2006 年度では、政府全体で 34 のミッションが存在し、1 つの省庁に

つき 1～2 のミッションを持っている。 
プログラム 
（programme） 

・ 全体的な予算枠と予算上限を定める単位で、アクションに分解され

る。 
・ 議会の承認の単位であり、議会にはプログラムを設定・修正・廃止

する権限が与えられている。 
・ 単一の省庁が担当する。 
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・ 2006 年度では、政府全体で 132 のプログラムが存在する。 
アクション 
（action） 

・ プログラムの細目で、予算の使途を明確にする。 
・ 2006 年度では、政府全体で 601 のアクションが存在する。 

資料）予算・公会計・公務員・国家改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF 及び高山直也（2008）「【フ

ランス】予算法の新方式」『外国の立法（2008.4）』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティン

グ作成。 

 

 

 さらに、公費の使途をより明確にするために、プログラムごとに 2 通りの方法で予算を

提示する。一つは上記のアクション（使途）別であり、もう一つは支出性質別の記述であ

る。支出性質別の記述は、支出の種類をタイトル及びタイトルの細目であるカテゴリーに

分類して示される。支出の項目（タイトル及びカテゴリー）は以下のようになっている。 

 

図表 1-2- 3 支出項目  
タイトル カテゴリー 

タイトル 1： 
権力機関組織費（Dotations des pouvoirs Publics） 

－ 

タイトル 2： 
人件費（Dépenses de personnel） 

・ 活動への報酬 

・ 社会保障分担金・寄付金 

・ 社会給付・諸手当 

タイトル 3： 
経常支出（Dépenses de fonctionnement） 

・ 人件費以外の活動費 

・ 公共サービス支出のための補助金 

タイトル 4： 
公債費（Charges de la dette de l’État） 

・ 譲渡性債務の利子 

・ 非譲渡性債務の利子 

・ 各種財政負担 

タイトル 5： 
投資支出（Dépenses d’investissement） 

・ 国家の有形固定資産支出 

・ 国家の無形固定資産支出 

タイトル 6： 
移転支出（Dépenses d’intervention） 

・ 世帯への支出 

・ 企業への支出 

・ 地方公共団体への支出 

・ ほかの団体への支出 

・ 保証費 

タイトル 7： 
金融関連支出（Dépenses d’opérations） 

・ 融資・前払金 

・ 自己資本への支出 

・ 出資分担金 

資料）予算・公会計・公務員・国家改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF に基づき三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング作成。 

 

 

 プログラムごとの予算の提示イメージは次のようになっている。プログラム間での支出

の移用は、同一省内及び異なる省の間で可能である（LOLF 第 12 条 I・II）。ただし、移

用の総計は、予算法による歳出全体の 2％以内までに限定されている。また、アクション

間での流用は、原則的にプログラム責任者の裁量に委ねられている22。支出性質別の分類

                                                        
22 プログラム及びアクション間での移用・流用については、新日本監査法人（2008）「フランスの公会
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は目安に過ぎず、人件費以外のタイトル間では流用が可能である。人件費についてはプロ

グラム別に上限が定められており、ほかのタイトルからの流用はできない。 

 

図表 1-2- 4 プログラムの予算提示

 
資料）予算・公会計・公務員・国家改革省（2008）Guide Pratique de la LOLF に基づき三菱 UFJ リサーチ

＆コンサルティング作成。 
 

 

 このように政策ごとに予算をくくることによって、政策目標とそれを実現するために要

した資金、成果を結びつけて考えることができるようになり、公共支出に関する評価が向

上した。また、一度執行された予算がほぼ自動的に翌年も執行されるような方式（増分主

義）が廃止され、予算の必要性を物理的要因（利用者数、活動量）及び財政的要因（単位

価格、総賃金）に基づき説明する「ゼロベース方式（justification au premier euro）」が導入

されたことにより、財政の透明性が向上した。 

 フランスの予算策定の流れは次ページのようになっている。会計年度は暦年である。 

                                                                                                                                                                   
計･予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）。 
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図表 1-2- 5 フランスにおける予算編成プロセス 

  政府 CDC 議会 

1 月    

2 月    

3 月    

4 月    

5 月    

6 月    

7 月    

8 月    

9 月    

10 月    

11 月    

予

算

年

度

開

始

前

年 

12 月    

資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」

（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）、松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決

算制度」『レファレンス 2008.5』、予算・公会計・公務員・国家改革省（2008）Guide Pratique de 
la LOLF に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

注 1）経済財政産業大臣の下に置かれ、政府内での予算編成作業を取りまとめる大臣職。 
注 2）予算局（Direction du Budget）は、予算・公会計・公務員・国家改革省の部局。 

 

 

 予算審議には次のような資料が添付されることになっている。 

準備作業 
・ 経済構造に関す

る会議：予算担

当大臣（注 1）
に よ る 大 臣 会

議。予算上の見

通しや経済政策

の議論。 
・ 予算会議：各省

庁と予算局（注

2 ） に よ る 会

議。予算要求や

予 算 制 約 の 議

論。 
・ 成果に関する会

議：各省庁と予

算 局 に よ る 会

議。達成目標や

業績指標に関す

る議論。 

財政方針会議 
国家財政と国家経済の発

展に関する報告書 

議会質問（7 月 10 日） 

予算審議 
年次業績計画書に基づき

予算法案を議論。 

予算法議決 

予算の最終化 
・ 予算書類の最終化と予算配分

の討議の集約。 
・ プログラムやアクションごと

の歳出、人員配分の確定。 
・ 成果目標や指標の確定。 

政治裁定 
大統領がミッ

シ ョ ン 、 歳

出、人員に係

る方針の通達

を出す。 

政府回答（10 月 10 日） 

予算法の実施報告の事

前報告 
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図表 1-2- 6 予算法添付資料 
書類名 概要 

年次業績計画書（projets 
annuels de 
performances：PAP）  

・ 予算法の法定添付資料として議会に提出される。（LOLF 第 51
条） 

・ プログラムごとに作成され、プログラムを構成する具体的なアク

ションの種別、それらに関する費用、追求される目的及び来るべ

き年度において予測される結果を提示することが求められてい

る。このうち結果については、「正確に選択された明確な目標」

によって測定されなければならないとされ、プログラムの目標と

すべき成果指標が示される。 
・ プログラムの責任者が作成及び議会に向けた説明の責任を持つ。 

説明附属資料 ・ 支出負担行為許可に基づくその後の支払計画や税金のリスト等。 
情報・内部監査附属資

料 
・ 議会向けの情報と内部監査のための資料。 

国の経済社会財政の現

状と展望報告書 

・ 付託された予算法案の対象年を含む少なくとも 4 年間について、

歳入、歳出、公的部門全体の収支について説明する。（LOLF 第

50 条） 

国民経済と公的財政の

進展に関する報告書 

・ 毎年、政府が議会会期の最後の 4 半期（4 月～6 月）に設けられ

る予算方針の審議の際に議会に対して提出することになっている

報告書。（LOLF 第 48 条） 
資料）新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」

（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）及び松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・

決算制度」『レファレンス 2008.5』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。 

 

 

 各省の予算執行23に関しては、支払命令官（ordonnateur）と出納官（comptables publics）

の区分が重要であり、さらに財務統制官（contrôleur financier）、現在では改称されて予

算・会計統制官（contrôleur budgétaire et comptable）の役割も重要である。 

 支払命令官は、各省の大臣もしくは大臣によって支払命令権限を委任された者で、収

納・支払に関する命令を発することとなっている。出納官は、支払命令官が行う収納・支

払命令が、会計法令に従っているかを確認し、違法な収納・支払を拒絶する権限を有し、

支払・収納を担当する。出納官は、出納の結果に対して個人的な弁償責任を負い、CDC が

計算書を検査し、出納官の責任を解除するまで責任を有し続ける。 

 財務統制官、ないし予算・会計統制官は、支払命令よりも前の段階である支出負担行為、

すなわち業者との契約の段階に介入し、合規性検査を行うほか、予算の妥当性にもしばし

ば介入してきたと言われる。予算執行のペースを遅らせたり、省庁活動の監視を踏まえて

予算当局に有用な情報を提供したりといった役割をも果たしてきた。さらに予算調整制度

                                                        
23 NAO（2005）State Audit of the European Union、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧

米先進国における社会保障制度と会計検査の現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院

委託業務報告書）、新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関す

る調査研究」（平成 19 年度会計検査院委託業務報告書）、新日本監査法人（2008）「フランスの行財

政改革と業績予算の実態に関する調査」（経済産業省平成 19 年度政策評価調査事業）、松浦茂（200
8）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』を参考にまとめた。 
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（régulation budgétaire）といって、各省予算を執行途上で凍結し、一部は削減する慣行の

中で、凍結対象の判断に情報提供を行う役割も担ってきた。ただし LOLF によって支出負

担行為段階での介入という役割は後退し、むしろ予算調整制度の担い手としての位置付け

が明確となり、さらに地方出先機関における予算編成や執行にまで介入の範囲を拡大し統

制を強化している。 

 出納官と財務統制官（予算・会計統制官）は財務省に相当する予算・公会計・公務員・

国家改革省の職員であり、かつ財務統制官は伝統的に各省に配置されてきた。LOLF 改革

は出納官も各省に配置し、財務諸表の監査証明に関わる内部統制の充実等に従事させてい

る。このように、フランスでは、予算・公会計・公務員・国家改革省が各省に職員を派遣

して監視にあたるという、強固な財務省統制の体制を採用している。 



 

- 88 - 

 

1.2.1.2 決算制度 

1.2.1.2.1 決算と検査報告の議会提出 

 政府は、予算法案の一類型としての決算法案と添付資料を議会に提出する。これらの添

付資料については LOLF に定められている。 

 CDC の基本法である財政裁判所法典（Code des juridictions financières）第 111 条の 3 は次

のように定めており24、CDC による財務書類検査の実施根拠となっている。 

 

会計検査院は、書面及び実地検査において、収入支出の合規性を検査し、国の機関または

第 131 条の 3 の規定を条件に、国以外の公法人が所管する支出予算、現金、有価証券の使

用が適切であるかどうかを確認する。 

 

 

 CDC は、予算法の執行の監督について、議会及び政府を補佐する任務を有しており（憲

法第 47 条第 6 項）、この補佐任務として、決算法案への添付資料や、両院財政委員会の

求めに応じた個別テーマに関する報告書を議会に提出している25。具体的には、CDC は、

決算法案への添付資料のうち「予算執行結果及び国の予算管理に関する報告書」及び「国

家会計監査証明報告書」を添付する。 

 決算法案添付資料に関連する具体的な LOLF の条文、添付資料の全体像及び各資料の概

要については後述する。 

 

 

1.2.1.2.2 審議日程・手順 

 議会の会期は 10 月～翌年 6 月である。審議は、下院（国民議会）財政委員会→下院本

会議→上院（元老院）財政委員会→上院本会議の順になされることになっている。政府は、

CDC の検査を経て、前年度の決算法案を 6 月 1 日までに下院に提出することとなっている

（LOLF 第 46 条）。LOLF 以前はこの提出期限は 12 月末であり、LOLF によって決算の議

決が約半年も短縮されたことになる。次年度予算の下院における第 1 読会は、決算法案の

議決後でなければできないことになっている。これにより、前年度の決算が次年度の予算

に反映されるような仕組となっている26。近年の実績を踏まえた決算審議の流れは次ペー

ジのようになっている。 

                                                        
24 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書） 
25 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
26 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
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図表 1-2- 7 フランスにおける決算審議日程・手順 

年度 月 政府 CDC 議会 

予
算
年
度 

7 月 

 

9 月 

 

12 月 

 

   

1 月 

 

 

 

3 月 

 

 

 

  

予
算
年
度
次
年
度 

4 月 

 

5 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 

 

7 月～ 

 

 

 

10 月 

   

 

 

資料）加藤委員、中西委員からの情報提供及び予算・公会計・公務員・国家改革省、元老院ウェブサイト

による 2007 年～2008 年の実績等に基づき作成。 

決算法案を議会に提出 
（6 月 1 日まで） 

下院で決算法案を審議・

採択し、上院に提出 

上院で決算法案を審議・

可決 

2 週間後に発効 

期中検査の検査計画の提

示、期中検査の告示 

期中検査の開始 

期中検査報告書の提出 
2007 年度決算の締切 

期末検査の検査計画の提

示・期末検査の告示 

 
 
期末検査の実施 

期末検査の報告書の提出 

書面で回答を求めるため

に監査証明の草案を送付 

検査証明に対する回答の

送付 
文書作成を担当する評定

会議の組織員による評議 

評定会議による監査証明

の最終案の採択 

議会・大臣・国務院に監

査証明を送付 

財政局による最初の収支

計算書の提出 

財政局による財務書類の

作成・完成 

予算・公会計・公務員・

国家改革省による財務書

類の承認 

出納整理期間（~20 日） 
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1.2.2 国家統治形態、会計検査院の組織構成 

1.2.2.1 国家統治形態 

1.2.2.1.1 政体 

 フランス（正式名称：フランス共和国）は共和制をとる。現在の第 5 共和制は、1958 年

に発布された憲法に基づいている。第 5 共和制は、議会が強力な権限を有していた第 3 共

和制及び第 4 共和制から転換し、大統領が強力な権限を持つようになったことが特徴であ

る。 

 大統領は、普通直接選挙によって選ばれ、任期は 5 年間である。大統領は首相及び閣僚

の任免、閣議の主宰、法律の審査及び署名、レファランダム（国民投票）の実施、国民議

会の解散、命令への署名、文武官の任命、信任状の授受、軍隊の長及び国防会議の主宰、

非常事態措置の発令、臨時国会の召集を行う権限を持ち、非常に強力である。 

 第 5 共和制においては大統領の権限が強力であると述べたが、近年、これに対する修正

も加えられている。2008 年 7 月 23 日の第 5 共和制憲法の改正は、①執行権、特に大統領

権限の行使の改革､②議会権限の強化､③新たな諸権利の保障､という 3 つの方向性を目指

したもの27であり、大統領の 3 選の禁止や政府の権限の制約、議会の権限強化が含まれて

いる。第 5 共和制の改正はこれで 24 回目であるが、この改正は第 5 共和制最大の改正と

考えられるものである。後述するように、この改正によって CDC の機能強化も行われた。 

 

1.2.2.1.2 立法府 

 議会は、上院の元老院（Sénat）と下院の国民議会（Assemblée nationale）により構成さ

れる二院制である。元老院は、県を選挙区とする選挙人による間接選挙によって選出され、

定数は 343 である。元老院議員の任期は 6 年で、3 年ごとに半数が改選される。国民議会

は、小選挙区 2 回投票制の直接選挙によって選出され、定数は 577、任期は 5 年である。

元老院と国民議会はほぼ対等の権限を有しているが、予算及び社会保障財政に関する事項

は国民議会に先議権がある。また、国民議会は内閣に対する不信任決議権を有するが、大

統領は議会に対する解散権を持つ。両院で意見が一致しない場合には、首相の要請で両院

協議会が開かれ、そこでも一致しない場合には下院に最終的な決議権が与えられる。 

 

1.2.2.1.3 司法府 

 フランスの裁判所組織は、司法権に属する司法裁判所、行政権に属する行政裁判所、及

び、そのどちらにも属さない憲法評議会がある。司法裁判所には破毀院（Cour de 

cassation）、控訴院（Cour d’appel）、重罪院（Cour d’assises）、大審裁判所（Tribunal de 

grande instance）等があり、破毀院が最高裁判所にあたる。行政裁判所には国務院

                                                        
27 横尾日出雄（2009）「フランス第五共和制憲法における政府の対議会責任制と 2008 年 7 月 23 日憲法

改正」『Chukyo Lawyer（Vol.10 2009）』 
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（Counseil d’État）、行政控訴院（Cour administrative d’appel）、地方行政裁判所（Tribunal 

administratif）があり、国務院が最高裁判所にあたる。憲法評議会（Conseil constitutionnel）

は、憲法裁判所であり、主に、議会の議決後で大統領による審査あるいは署名の行われる

前の法律及び批准前の条約の合憲性審査、大統領、国会議員または全国的規模で実施され

る選挙の適法性審査等を行う。 

 

1.2.2.1.4 行政機構の概要 

 行政における事実上の最高機関は内閣である。内閣は、首相（Premier ministre）、各省

大臣（Ministre）、特別問題担当大臣（Ministre délégué）、大臣補佐（secrétaire d’Etat）に

よって構成される。各省大臣の下に特別問題担当大臣がつく。首相は、大統領のような強

力な権限は持たないが、内閣を統率する立場にあり、閣僚間の意見の相違、調整等におい

ては権限を発揮する。また、政府提出法案の発議権を有するほか、国防の責任を有し、一

部の文武官の任命も行う。閣僚は国会議員、全国的な職能代表の職務、公職または専門職

業団体の活動と兼務することができないことになっているため、国会議員が入閣した場合、

議員職を辞さなければならない。 

 

1.2.2.1.5 省庁 

 フランスにおいては、省庁の再編が頻繁に行われており、その数も一定ではない。第 3

次フランソワ・フィヨン内閣が発足した 2010 年 11 月 14 日現在では 15 省となっている。

具体的には、国防・退役軍人省、外務・ヨーロッパ問題省、エコロジー・持続可能開発・

運輸・住宅省、国璽
こ く じ

尚書
しょうしょ

、司法・自由省、内務・海外県・海外領土・地方自治体・移民省、

経済・財政・産業省、労働・雇用・厚生省、国民教育・青少年・市民生活省、予算・公会

計・公務員・国家改革省（財務省）、高等教育・研究省、農業・食品・漁業・農村地域・

国土整備省、文化・通信省、連帯・社会的団結省、都市省、スポーツ省である28 。各省の

長は閣内大臣であり、閣外大臣がその補佐にあたる。閣外大臣の数は省によって異なり、

存在しない省もある。 

                                                        
28 在日フランス大使館ウェブサイト（http://www.ambafrance-jp.org/spip.php?article4189） 
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1.2.2.2 会計検査院の組織構成 

 CDC は、立法府・行政府から独立した司法機関としての地位を有している。CDC の任

務は、従来、共和国憲法により財政法律の執行の監視に関する政府・国会の補佐、社会保

障資金調達法律の適用の監視に関する政府・国会の補佐29の 2 点が定められていた。具体

的には、決算法案への添付資料や、両院財政委員会の求めに応じた個別テーマに関する報

告書（年間 10 本程度）を議会に提出している。また、各省庁の収入・支出業務を行う出

納官に対する司法的検査も行う。この司法的検査の結果、出納官が国庫に損害を与えたと

認められるときは、CDC の審決により、損害額の弁償が出納官に課せられる30。これに加

え、2008 年 7 月 23 日の憲法改正によって政府の行為の監視に関する国会の補佐、公共政

策の評価に関する政府・国会の補佐、公的報告を通じた市民の情報収集への貢献の 3 点が

追加され、CDC の機能強化が図られている31。共和国憲法を改正する条文のうち CDC の

機能強化に係るものを以下に示す。 

 

図表 1-2- 8 2008 年の憲法改正における CDC の機能強化 
第 47 条第 2 項 
CDC は、政府活動の統制において、国会を補佐する。CDC は、財政法の執行、社会保障資金

調達法の適用、並びに公共政策の評価において、国会及び政府を補佐する。CDC は、検査報告

書を通じて、国民への情報提供に貢献する。 
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et 
le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la 
sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à 
l'information des citoyens.  
 
全ての行政機関の会計は合規性と誠実性を満たさなければならない。それらはまた経営成果

と、純資産及び財務状況の真実かつ公正な概観を提供しなければならない。 
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.  

資料）2008 年 7 月 23 日の憲法的法律 2008-724、第 22 条 

 

 

 三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」

によると、この憲法改正は、第 5 共和制下で最大の改正であり、サルコジ大統領の選挙公

約にある統治機構改革が端緒となっている。CDC の機能強化については、英国において

NAO と国会の決算委員会の連携がうまくなされ行政監視に寄与しているという事例が参考

にされたとのことである。 

 この 2008 年の憲法改正の具体化と、積年の財政法上の欠陥の克服、近年の LOLF 改革

                                                        
29 三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」『レファレン

ス 2009.2』 
30 松浦茂（2008）「イギリス及びフランスの予算・決算制度」『レファレンス 2008.5』 
31 三輪和宏（2009）「フランスの統治機構改革－2008 年 7 月 23 日の共和国憲法改正－」『レファレン

ス 2009.2』 



 

- 93 - 

の進展への対応等を背景に、フランス国会では、2010 年現在、CDC 改革法案の審議を行

っている32。具体的には、「財政裁判所改革法案（Projet de loi portant la réforme des 

juridictions financières）」が、2009 年 10 月 28 日に下院に提出された（no.2001）。これを

受けて、下院の法律委員会（2010 年 6 月 16 日以降）、予算（財政）委員会（2010 年 6 月

22 日以降）の議論を経て、修正案が出され審議されている。上院によれば33、2009 年に審

議された財政裁判所改革法案は、以下の 3 点が主軸となっている。 

 

① 支払命令官と公会計官に関する裁判手続の刷新（公会計官＝出納官を CDC が、支払

命令官を予算・財政規律院が裁くという対立をなくすことによる） 

② CDC の裁判外任務（公会計監査証明や公共政策評価）の考慮 

③ 財政裁判所の組織的再編成 

 

 従来、CDC は出納機関のみ、予算・財政規律院は命令機関のみを裁くことができるとい

う分担がなされており、後者による裁判はほとんど開催されなかった。また、対象も地方

議員、国会議員や大臣は免除されていた。これに対して、①は、「公管理者（gestionnaire 

public）」の概念でこれらを CDC による裁判の対象にしようとするものである34。②及び

③については、政策評価機能を CDC に行わせようとしているが進展があまりないという

ことを契機としている。議会は、CDC を自らの調査に利用したいという意向を持っている。

また、縦割りの組織が国・地方を横断する政策評価の妨げになっていること、地方の管轄

地域があまりに多数かつ差異が多すぎるという理由35から、州会計検査院を統合してその

数を減らすことが検討されている36。 

 なお、同改革法案の採択は 2011 年ごろになることが見込まれるが、今後も修正が重ねら

れるであろうことから、具体的な姿は未だ確定していない37。 

 CDC の審判権限が及ぶ範囲は広い。CDC の基本法である財政裁判所法典によると、

CDC は地方会計検査院に付与された一部の権限を除いて、公会計に関する審判権限を全て

有している。ただし、地方会計検査院の検査権限も有していることから実質全ての審判権

限を有していると考えられる38。財政裁判所法典による検査対象は「義務的検査対象」と

「任意検査対象」に分かれている。それぞれの対象機関を以下に示す。 
                                                        
32 現在進行中の CDC の改革に関しては、中西委員からの情報に基づき整理した。 
33 上院ウェブサイト「E.現在審議中の裁判諸改革」中の「1.裁判所改革法案」（http://www.senat.fr/commi

ssion/fin/pjlf2011/np/np06/np063.html） 
34 ただし、国会議員は対象外とされており、これが批判の対象となっている。 
35 各修正項目の内容及び背景については法案提出の理由書（exposé des motifs）等に記載されている。 
36 当初は数箇所に減らす計画であったのが、20 にまで膨らんでおり、審議が行われている。 
37 他にも、出納官が会計検査院の訴追を受ける際の弁償額についての実効性確保も検討されている。出

納官による弁償額は予算上の欠損額であり、巨額であることから、現実には大半が大臣の赦免を受ける

状況であった。そのため、「フィクション」に近い制度と批判されており、罰金を出納官の給与に比例

させる形にし、赦免を禁止する案が浮上している。 
38 新日本監査法人（2008）「フランスの公会計・予算改革と会計検査院の役割に関する調査研究」（平

成 19 年度会計検査院委託業務報告書） 
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図表 1-2- 9 CDC の検査対象 

義務的検査対象 

・ 国 
・ 国の公的機関（政府関係機関） 
・ 国有企業 
・ 社会保障機関 

任意検査対象 

・ 義務的検査対象機関が資本または議決権の過半数を有している機関 
・ 国･政府関係機関・国有企業またはその子会社から財政援助を受けてい

る機関 
・ 慈善団体 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「欧米先進国の社会保障制度と会計検査の現状と課題に関す

る調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託業務報告書）より作成。 

 

 

 LOLF は CDC の権限を強化し、従前の検査報告書に加えて国家会計監査証明書の提出を

規定している。CDC による報告書には次のようなものがある。 

 

図表 1-2- 10 CDC の主な検査報告書 
年次検査報告書 
Rapports publics annuels 

各省庁の検査結果をまとめた報告書。 

個別テーマ検査報告書 
Rapports publics thématiques 

港湾や教育等特定のテーマについて検査した結果

をまとめた報告書。 
財政展望に関する報告書 
Rapports sur la situation et les perspectives des finances 
publiques de l'État 

中期的な国家財政の見通しに関する意見をまとめ

た報告書（政府が予算案を提出する際、予備的な

報告として議会に提出するもの）。LOLF 第 58 条

第 3 項の要請。 
国家会計報告書／国家会計監査証明報告書 
Rapports sur les comptes de l'Etat／ 
Certification des comptes de l'Etat 

LOLF の発効後、2006 年度予算からは「国家会計

監査証明報告」に。LOLF 第 58 条第 5 項の要請に

基づき保証を行うことになった財務会計について

監査結果をまとめた報告書。 
予算管理と結果に関する報告書 
Rapports sur les résultats et la gestion budgétaire 

予算会計について検査結果をまとめた報告書。

LOLF 第 58 条第 4 項の要請。 
社会保障財政法実績報告書 
Rapports sur l'application des lois de financement de la 
sécurité sociale 
社会保障会計監査証明報告書 
Rapports sur la certification des comptes de la sécurité 
sociale 

社会保障費の資金調達に関する法律の適用につい

ての報告。1994 年 7 月 25 日付第 637 号法律によっ

て議会への提出が要請。 

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「欧米主要国における IT 化の進展に対応した検査

の手法と事例に関する調査研究」（平成 20 年度会計検査院委託研究） 

 

 

 CDC の院長（Premier Président）は大統領令に基づき閣議決定で任命される。院長は司法

官（magistrat）であり、厳格な身分保障がある 39。会計検査院長の下には事務総長

（secrétaire général）と庁内サービス事務次長（Direction générale des services）が存在してお

                                                        
39 国立国会図書館（2005）「諸外国の決算制度：会計検査院と決算審議」 
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り、院内各課向けサービス機能に関する責任を有している。院長の下にある 7 つの局で業

務を遂行する体制となっている。7 人の局長（Président de Chambre。2006 年 4 月に、広

報・検査報告委員会担当局長が新たに任命されて現在の局長ポストは 8 人）は、政府によ

って上席判事（conseillers maîtres）の中から選ばれる。各担当局内には、上席判事を長とす

る検査チームごとに仕事が割り振られている。7 つの担当局のほかには、検事総長

（Procureur Général）を長とする検事部（Parquet Général）が存在しており、国のサービス

と CDC の間の仲裁者として機能する40。CDC の組織図を以下に示す。 

 

図表 1-2- 11 CDC の組織図 

 

資料）CDC ウェブサイト（http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Organisation.html） 

 

 CDC の職員数は、2008 年で 665 名で、うち検査担当が 403 名である。検査担当のうち、

216 名は司法官としての地位を有している。以下の図表は、詳細な人員配置の推移を示し

ている。監査証明を実施するチームには 10 名の判事がおり、民間部門から雇用している

34 名の財務及び IT 検査担当者を管理している。なお、CDC は、保証型検査のために 50～

60 人の公認会計士を監査法人から任期付き（non-permanent basis）で雇用しており、CDC

の７つの局のうち、第 2～6 局に数人ずつ配置されている41。 

                                                        
40 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「欧米主要国における IT 化の進展に対応した検査の

手法と事例に関する調査研究」（平成 20 年度会計検査院委託研究） 
41 CDC に対する問い合わせに基づく。 
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図表 1-2- 12 会計検査活動における人員配置の推移 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

院長 1 1 1 1 1 1 1 
検事総長 1 1 1 1 1 1 1 
局 長 7 7 7 7 8 8 8 
事務総長・事務次長 3 3 3 3 4 3 4 
主席・次席検事 3 3 3 3 4 4 4 

幹部計 15 15 15 15 18 17 18 
上席判事 106 109 106 106 118 123 127 
判事 70 84 76 76 75 76 73 
会計調査官 18 14 16 20 18 15 16 
常勤報告者 48 56 60 60 65 65 65 
アシスタント 80 84 83 70 75 66 64 
監査証明担当専門家・調査官 
（監査法人からの契約社員） 

―― ―― ―― ―― 24 37 40 

調査官計 322 347 341 342 375 382 385 
行政職員 253 258 256 259 257 266 262 

CDC 職員総数 590 620 612 616 650 665 665 
資料）Cour Des Comptes（2008） Rapport d'activité 2008 

 

 

 CDC の年次報告書には、各年の戦略が記載されている。2007 年～2009 年の戦略の概要

を以下に示す。 

 

図表 1-2- 13 CDC 戦略概要（2007 年～2009 年） 
年 概要 

2009 経済危機の最中にあって、「不安を軽減する」のが政府の役目。経済主体に、

公会計の指針や手段を示すことでそれを達成するべき。CDC は、利用可能なデ

ータベースに基づいてこの指揮の役割の条件を明確にすることを目指す。ま

た、公共政策の判断の指針を示すことを目指す。 
2008 「株主としての政府（Etat actionnaire）」（政府の効率化のため、株主としての

機能を認め、管理あるいは出資している公社に対して強化すること）を取り上

げ、その透明性を目指す。 
2007 ここ数年、CDC は公会計の立て直しの必要性を主張している。2007 年報告書

では、10 年間の公会計の変遷とその健全化の問題に焦点を当て、2006 年度の公

会計と社会保障の展望について勧告を加えている。 
資料）Cour des comptes Rapport public annuel （2007-2009）各前文より抜粋。 
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1.2.3 公会計制度の沿革とその特徴 

1.2.3.1 公会計制度の沿革 

1.2.3.1.1 LOLF 改革以前の制度概要 

1.2.3.1.1.1 フランスと日本の公会計制度の共通点と相違点 

日本は憲法その他法律、及び会計検査院組織法についてドイツの影響を強く受けたが、

会計法のみはフランスの影響を受けている。背景には松方正義以後大蔵省官吏の間にフラ

ンスの影響が強かったこと、ドイツ会計法が当時それほどの発達をしていなかったこと、

そして特に大蔵省が支出官庁の秘密資金に手を焼いており、支出官庁に現金を触らせない

フランスの制度が都合よかったことがある42。 

両者とも命令機関と出納機関の区別と相互牽制の関係があるが、日本の出納機関機能が

日本銀行か同一省庁内の出納官吏であるのに対し、フランスでは財務省公会計局の出納官

により独占されていることが異なる。フランスの場合出納段階を通じた、財務省による支

出官庁の監視の意味も帯びており、単に形式的な意味だけではない。 

日本では明治会計法導入により、それまで試みられていた複式簿記は廃止され、単式簿

記に置き換わったが、出納計算書段階での複式簿記は残った43。フランスも命令機関の会

計は単式簿記であり、出納段階の会計のみが複式簿記である。フランスの公会計改革は後

者を基盤として、少しずつ企業会計に近づけていったものである。 

フランスでは 1808 年 1 月 4 日デクレにより複式簿記が導入された44。ただしこの段階の

「複式簿記」とは単なる複式記帳であり、単に出納官 A の借方が同時に出納官 B の貸方で

ある関係を利用した監査が可能であるといった、単純な次元に還元される。現金の受け入

れと、それが税なのか、公債の販売によるものなのか、預金なのかといった分類と、予算

科目上の分類があるだけであった。近代的複式簿記に必須のストック認識は第 2 次大戦後

の権利確定原則普及の時期まで待たねばならない45。 

 

1.2.3.1.1.2 支出官庁と会計検査院の間に介在する財務省公会計局 

日本では会計検査院と支出官庁の 1 対 1 の関係に過ぎないが、フランスでは両者の間に

財務省が関与していることが重要である。財務省公会計局（現財政局、租税局との合併に

よる）は支払命令書と突き合わせ、予算科目や金額超過の有無等を確認するバウチャー監

査を出納と同時に行っている。CDC はこの出納官の仕事をさらにチェックする関係にある。 

このこととフランスの CDC が長らく裁判所機能を中心としてきたことが関連する。会

計裁判機能は出納官のみを対象とし、命令機関は対象とされない。命令機関には予算・財

                                                        
42 小峰保栄（1974）『財政監督の新展開―日本及び諸外国における独立会計検査の歴史―』大村書店 
43 亀井孝文（2006）『明治国づくりのなかの公会計』中央経済社 
44 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.5-7 
45 フランス公会計の歴史については、中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての

公共経営―』創成社の他、Berthier, J.-F.（1990）, Comment l’État tient ses comptes, Dunod や Burckel, V. & 
C. De Crémiers（1997）, Histoire de la Comptabilité publique, Économica.も参照。 
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政規律院（Cour de Discipline Budgétaire et Financier） という裁判所があるが、この裁判所

は例外的にしか開かれることがない。予算に欠損が生じた場合、CDC の判決により、出納

官は個人的に弁済しなければならない規定となっている46。つまり CDC は出納機関のみを

裁き、出納機関は日常の精査を通じて命令機関の監視を促されている仕組である。 

ただし命令機関が公金を横領したり、公共性を有する領域では本来出納機関のみしか関

与できない「公金の」管理に関わったり（外郭団体等を通じて公共サービスを行うことで

行政固有の厳しい規則を迂回すると見られ）する場合は「事実上の出納行為」（gestion de 

fait）とされ、CDC の裁判の対象となり、弁済命令の対象ともなる。 

 

1.2.3.1.1.3 予算執行統制としての公会計 

伝統的には予算の計算基盤として公会計は存在してきた。特に、日常の予算執行過程を

会計的に追跡するプロセスが重要である。 

 

図表 1-2- 14 予算執行のプロセス 

 

 

 

 

 

支出においては、まず予算計上の後、契約を意味する支出負担行為（engagement）の確

認の後、給付の実態を書面とともに確認する調定ないし調査決定（liquidation）、それに基

づいて命令機関が支払命令書（ ordonnance ないし mandat）を発行する支払命令

（ordonnancement）ないし支出行為が行われる。この支払命令書を出納機関が受け取り、

これを確認する査証（visa）を押し、実際の現金の支払となる。 

命令機関は支払命令までは関わってよいがそこから先の関与は許されない。出納機関も

支払命令書を引き受けてからの関与となり、それ以前の過程への介入は越権行為となる。 

以上はフランスの制度だが47、同様の制度は日本にもある。ただし日本の場合、支出負

担行為概念は戦前には未整備で、戦後アメリカの影響で導入されたものという。フランス

も支出負担行為会計は 1890 年以降発達したものである。またアメリカでは上記の予算執

行過程全体を複式簿記によって統制していることはよく知られている。 

歳入の場合も同様に、課税要件の決定、調定、徴収命令書の発行ないし徴収命令までが

命令機関の関与する行政段階であり、徴収命令書の引き受け（prise en charge）、現金の収

納（encaissement）が出納機関の関わる会計段階となる。 

 

                                                        
46 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.224-225 
47 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.10-11 

予算の議決 支出負担行為 調定 支払命令 支払 

命令機関 出納機関 
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1.2.3.1.1.4 ストック認識を伴う複式記帳：権利確定原則の普及 

複式簿記がストック認識を伴うためには、未収金、未払金に相当する勘定科目（フラン

スで言うところの「対人勘定」48）が創造されねばならず、現金の受払より前に、何らか

の形で権利義務が確定した時点を構成せねばならない。諸外国にも様々な慣行があり、ア

メリカではたとえば支出負担行為段階を活用するケースが多いといわれる（Obligation 

Base）。フランスはこの時点を支払命令の段階に置いた。このやり方をフランスでは権利

確定原則（Principe des droits constatés）と呼んでいる。 

病院等の企業的経営体を除き、コアの公共部門で初めて権利確定原則を導入したのは人

口 1 万人未満の市町村を対象とする M1149（1954）であった50。フランスの戦前の地方予算

は純粋な現金主義で、歳入・歳出の実現を実際に現金が収納・支払される時点に取るため、

収納命令・支払命令が下されても収納・支払が行われていない未収歳入、未払歳出を出納

整理期間終了後確定し、歳入・歳出としては取消にした後、補正予算で再議決しなければ

ならなかった。日本にあるような継続費、繰越明許費、事故繰越のような制度すらなかっ

た。 

権利確定原則導入後、支払命令・収納命令の下された歳入・歳出は歳入・歳出としては

確定しており、後は出納機関の業務となり、命令機関の責任を離れる。これら歳入・歳出

を追跡・管理する必要がなくなるし、再議決の必要もない。このように、権利確定原則導

入の背景には小規模自治体の行政負担軽減の問題があった。以後、人口 1 万人以上の市町

村を対象とする M12（1964）、M12 をほぼ踏襲し県を対象とする M51（1963）、また地方

分権前の州公施設法人にも M51 が流用され、権利確定原則が地方自治体には一般化してい

た。なお国との対比との関連で、地方自治体には予算会計と一般会計の区別はないことを

付記しておく（国には二つの会計が並行して存在する）。 

権利確定原則は認識時点だけをとっても純粋な発生主義とは異なる。M14（1996）は認

識時点をサービスの給付段階にとり企業会計に近づけている。県を対象とする M52、州を

対象とする M71 も同様である。支払命令はサービス給付の確認（調定）よりも後の段階で

あることに留意されたい。 

これに対し国の場合は、予算会計が現金主義のままの状態で運用されていた。歳出の場

合、支出負担行為、調定、支払命令までが行政段階で、査証、支払が会計段階となる。歳

入の場合、課税要件の決定、調定、徴収命令までが行政段階で、徴収命令の引受、収納が

会計段階となる。現金主義ゆえ会計段階を認識の時点においていたが、歳出の方は支払命

令に査証を押す段階を認識時点としており、支払命令とあまり差がなく、権利確定原則に

近かった。これに対し歳入の方は収納時点による認識となっていたため、全くの現金主義

であった。 

 
                                                        
48 中村宣一郎他（1984）『フランス会計原則―プラン・コンタブル・ジェネラル―』同文館 
49  M とは「Modéle」の略であり、会計の雛形を意味する。 
50 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.243-248 
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図表 1-2- 15 国の予算会計に計上されるまでの歳入・歳出執行手続の各段階 

 歳入 歳出 

行政 

段階 

・課税要件の決定（Détermination de la matière 

imposable） 

・調定（liquidation） 

・ 徴 収 命 令 発 行 （ Émission du titre de 

perception） 

 

・支出負担行為（Engagement） 

・調定（liquidation） 

・支払命令（Ordonnancement） 

会計 

段階 

・引受（Prise en charge） 

・収納（Encaissement）←歳入認識 

・査証（visa）←歳出認識 

・支払（Règlement） 
資料）Berthier（1990）p114, 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営

―』創成社 p10 

 

 

ただしこれはあくまで予算会計の話であって、これとは別に一般会計を持ち、こちらは

権利確定原則によることが 1962 年 12 月 29 日デクレ第 23 条によって定められている。こ

の時期以降、LOLF 以後に至るまでずっと国の場合は予算会計と一般会計の分離体制とな

っている。 

 

1.2.3.1.1.5 決算の証拠書類としての国の財務諸表 

日本でも会計検査院は決算とその計算根拠との突合せ作業として、日銀の国庫計理から

作成された「国庫金出納計算書」との突合せを行い、決算の参考資料として提出もされる
51。国庫金出納計算書は日銀が関与する出納活動の側から決算の動きを追ったものであり、

これと命令機関側の決算と突き合わせるという点では、フランスと同じことをしてきた。 

フランスの場合、国の下部機関であろうと、地方自治体であろうと、全国に散らばる出

納官側の会計報告を「出納計算書」（compte de gestion）と呼んでおり、これが決算との突

合せに活用されてきた。特に国の場合、出納計算書全体の要約である「財務行政一般計算

書」（Compte Général de l'Administration des Finances） 52がその役割を果たし、議会や CDC

への決算提出の際にも参考資料とされてきた。 

従来は、この合致を「全般的合致の宣言」（Déclaration Générale de Conformité）53という

形で、CDC が突合せを確認したことを宣言してきた。この宣言は 1823 年の政令で義務付

けられた。当時の会計書類の全般的合致性とは、命令機関と出納機関の会計の一致と、そ

れぞれの出納機関から作られる会計が財務省の作成する財務行政一般計算書と合致すると

いう、2 つのことを意味した。しかし各省庁に代わって財務省が自ら会計書類を作成する

ようになっていた。関連して会計書類の網羅性や前年度と当年度の会計の継続性について

                                                        
51 松尾良彦（編）（1983）『財政資金の基礎知識』財経詳報社 
52 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.11-12 
53 Philippe Bonin, “Déclaration Génerale de Conformité”, in Philip, L.（1991）, Dictionnaire Encyclopédique de 

Finances Publiques, Économica. 
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も確認が行われる。この宣言が公開される機会は、決算報告の形で議会に提出される場合

を除き、会計検査院院長が年頭演説中にこの要約を通読したものが官報に掲示される場合

のみである。会計システムのコンピュータ化の影響も含めてこの宣言自体が形骸化されて

いた。 

「全般的合致の宣言」は従来 CDC が決算に付して提出する決算報告書である「財政の

執行状況に関する報告書」に盛り込まれていた数頁のものであったが、LOLF 導入に伴い

この制度は廃止されている。政府財務諸表に対する監査証明の報告書がそれに成り代わる

形となっている。LOLF 第 58-5 条で、CDC は全般的合致の宣言の代わりに、国の会計の合

規性と誠実性、及び真実かつ公正な概観に関する監査証明を行うことが規定された。 

 

フランスは金庫制度か預金制度か？ 

フランスは金庫制度なのか預金制度なのかといったことがよく尋ねられる。この種の分類は

フランスには存在せず、ドイツ起源の概念だと思われるが、答えに窮する質問である。ここで

は日本で考えられている分類法とフランスの実態を照らし合わせて考えておきたい。 

フランス国庫制度の端緒は 1806 年 7 月 11 日デクレに基づく「統一金庫制度」（Caisse de 

service）である。統一金庫が各収入官のために当座預金を開き、収入官の間に生じる資金過不

足を調整するために統一金庫が支払を行うものであった。その後 1857 年にフランス銀行内に

国庫預金口座が開かれ、各出納官はこれに自由にアクセスできるようになった。 

他方で日本は明治初年以来の国有金庫制度、明治 23 年以降の委託金庫制度、そして大正 11

年からは日銀に国庫金の出納管理を委ねる預金制度に推移している。 

フランス銀行の当座預金口座の上で国庫金が管理されていることから、預金制度に相当する

と考えられる。他方で、「国庫金の出納保管を行うところとして、国家機関としての性格を持

つ金庫を設け、その事務は中央銀行そのほかに取り扱わせることを基本とした制度」54である

委託金庫制度とも似たような外観がある。しかしながら、現在のフランスでは「国家機関とし

ての性格を持つ金庫」が制度的に設けられているわけではなく、あくまで政府資金は当座預金

としてほかの預金と同様の扱いとなっている。加えて財務省旧公会計局／旧国庫局（これら部

署は最近組織替えが行われている）の官吏が国庫預金に自由にアクセスできる制度であるた

め、政府が自ら国庫金の出納管理を行うという点で国有金庫制度とも似た側面がある。 

ゆえにフランスの専門家としては、特殊な預金制度として位置付けるほかはないと考える

が、いずれにせよ制度の仕様は各国ごとに特殊であり、日本で通念されている制度的区分が他

国にそのままあてはまるものではないことを強調しておきたい。 

 

 

1.2.3.1.1.6 政府資金統計としての国の財務諸表 

日本でも日銀が関わる政府資金の出納と会計は、そのまま統計的価値を持ち、年度内の

                                                        
54 宮嶋治（1971）『国庫制度と財政資金』日本銀行国庫局監修 
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政府の資金繰りや、あるいは広く財政金融政策に関わるデータ提供として価値を認められ

ている。フランスでも出納機関の出納と会計から作成されたデータが財政金融政策の道具

として重視されてきた。 

特に国庫の資金繰りに関する情報が（インフレ等との関係もあり）特に重視され、国庫

計理に対する毎月の報告である「国庫概報」（Situation Résumée des Opérations de Trésor：

SROT）がよく知られていた。また、既に触れた「財務行政一般計算書」が年次の報告に

相当する。もちろん SROT や財務行政一般計算書の本体は資金の出と入り、使途と源泉を

示すものであって、あくまでフローの統計に過ぎず財務諸表とは関係ない。 

ただし、参考資料として、SROT や財務行政一般計算書には貸借対照表や損益計算書が

付されてきた。1970 年の改革以降、「資産・負債の要素」（Éléments d'Actif et Passif）の

名目で固定資産等は計上されない金融貸借対照表が掲載され、損益計算書も載せられてい

た。また、財政収支とは異なる「発生主義的成果」の概念が、参考データに過ぎないとは

言え表示されていた。 

その後 1987 年に再び改革が行われ、1988 年からは固定資産が貸借対照表に計上される

ようになった55。ただし 1981 年以降の固定資産しか計上されず、それ以前の過去への遡及

は行われない。かつ固定資産を計上したその年に全額一括減価償却が行われており、貸借

対照表上に固定資産が蓄積しないようになっていた。同様に、1970 年以降、投資的経費も

クラス 6（費用）の中に入れられ経常経費と同じ扱いを受けていたが、これ以降はクラス

6 からクラス 2（固定資産）に移され、固定資産純増としての扱いを受けることとなった。

ここで「クラス」とは、フランス会計制度「プラン・コンタブル」における科目分類の大

きなカテゴリーである。 

ちなみに日本の財政資金統計でも、「国庫金貸借対照表」56というものが作られている

が、これにある面、似た性格がある。そこでは借方が国庫勘定、貸方が現在高勘定となっ

ており、借方の各会計等からの（いわば）国の預かり金（従ってそれぞれの会計ごとに分

類表示されている）を、貸方で日本銀行の預金としてそれぞれの資産項目に分類して表示

するようになっている。しかし残高の主要部分は当座預金に過ぎない。フランスのそれは、

会計改革により固定資産を統合したこと以外にも、もともと国債残高や、財政投融資の残

高まで統合した包括的なものである。 

 

1.2.3.1.1.7 プラン・コンタブル・ジェネラル 

ちょうど M11 の議論がなされていた第 2 次大戦の直後の時期には、企業会計、公会計、

国民所得会計の間で体系的な整合性を持たせようとするプラン・コンタブル・ジェネラル

の思想（ドイツのコンテンラーメンに影響を受けたとも言われる）が影響を与えていたこ

                                                        
55 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.13-15 
56 松尾良彦（編）（1983）『財政資金の基礎知識』財経詳報社 
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ろであり、M11 や M12 等はその観点からデザインされた57。 

プラン・コンタブル・ジェネラル58は全ての勘定科目に統一的で体系的な番号を振るが、

その冒頭の数字による大分類を「クラス」と呼んでいる。概して、損益計算書の費用はク

ラス 6、収益はクラス 7 である。M11・M12・M51 の時代の自治体会計では損益計算書を

作らなかったが、経常・投資の二部門による複予算制度であったため、これらは経常予算

の勘定科目となっていた。貸借対照表科目はクラス 1 とクラス 2 が主に使われ、同時に投

資予算の勘定科目となっていた。クラス 4、クラス 5 は命令機関ではなく出納機関のみが

関与を許された項目であることが多く、表の予算にはあまり出てこない項目である。クラ

ス 3 の棚卸資産は選択可能ではあったがほとんど実施はされていなかった。このほか、原

価計算的機能も備えていた M12 ではクラス 9 で機能別の分類をしてからそれぞれの部門

（直接部門と間接部門があった）の性質別の分類をするような予算であった。 

 

図表 1-2- 16 国と企業のプラン・コンタブル 
クラス 国（1988 年版） 1983 年版 PCG 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

成果と債務 
固定資産価値 
内部勘定（勘定間取引） 
対人勘定 
財務勘定 
費用勘定 
収益勘定 
特別勘定 
予算分析勘定 
整理勘定・決算成果 

恒久資本 
固定資産価値 
棚卸資産 
対人勘定 
財務勘定 
費用勘定 
収益勘定 
損益勘定 
経営分析会計 
特別勘定：簿外債務 

資料）中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 p240 

 

国の方は、自治体と異なり、予算と会計が分離されていた。従って、クラス 1～8 を用

いて費用収益、資産負債を計上するが、財務会計とは区別された予算会計上の計上は、

「予算分析会計」と呼ばれるクラス 9 を用いて行われていた（「900.13 軍事関連資本支

出」等）。 

しかし予算会計は本来もっと細かい分類を行っているため、並行して予算補助簿がつけ

られる（こちらは単式簿記）。両者の突合せは月末に行われる。クラス 9 から本来のクラ

ス 6・7（及びクラス 2）への再分類は年度末に行われる。その際、予算歳出の方は「査

証」段階の認識なのでほぼ支出行為の段階に近いが、歳入の方は現金受領段階で認識して

おり、財務会計の発生主義原則とは異なる。このため、この点の再調整が行われる。つま

り国の場合の「一般会計」とは月末や年度末の調整によって構成されていたのである。 

これに加えて、クラス 6・7 に向かうものと、クラス 2 に分類されるものが区別されね

                                                        
57 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.239-252 
58 中村宣一郎他（1984）『フランス会計原則―プラン・コンタブル・ジェネラル―』同文館 
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ばならない。後者は、1970 年以降は、金融取引に関わる債権債務であり、1987 年に固定

資産計上がおこなれるようになってからはこれとも関わる。それだけでなく、国民所得会

計の計算基礎となるのがプラン・コンタブルの公会計であるから、クラス 6・7 は経済的

性質に沿って勘定分類が行われなければならない。クラス 2 もどのような金融部門を対象

とする貸借なのかが明確にされねばならない。この作業は、情報センターである ACCT

（Agent Comptable Central du Trésor）において、コンピュータを使って自動的に行われる。 

 

図表 1-2- 17 LOLF 以前の国の一般会計作成方法：年末再調整 

政府一般会計 歳出補助会計 

（単式簿記） （複式簿記） 

クラス９は 

年度内 

毎日記帳 

クラス９ 

歳出 歳入 

クラス 

６   ７ 

費用 収益 

省・款・項・

目等の分

類 

貸借対照表勘定 

クラス 

１   ２   ３   ４   ５ 

クラス８成果 

年末再調整 

年末再調整 

 
資料）Berthier（1990）, p.67。中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営

―』創成社 p242 

 

 

 なお、一般会計の範囲は予算の本体たる一般会計（budget général）と国庫特別会計

（comptes spéciaux du trésor）である。予算にはもう一種類の範疇である企業会計（budgets 

annexes）があるが、こちらは会計基準が異なる（企業に近い扱いをしていた）ことが理由

で連結されていなかった。企業会計が連結されるのは LOLF を待たねばならない。出納官

の取引を越えて一つの会計が元帳から形作られていくためには内部勘定（勘定間取引）が

必要である。本来棚卸資産に充当されるべきクラス 3 が一般に出納官の間の取引を記述し、

勘定間の取引を司り、会計閉鎖後には互いに消去される。以上が 80 年代までの動向であ

る。 
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1.2.3.1.2 LOLF 改革の前提 

1.2.3.1.2.1 PPBS 以後のフランス公共経営 

LOLF 改革は国際的 NPM 運動への追随とみられかねないが、フランスはむしろ計画策

定・実施計画・予算編成制度（Planing Programing Budgeting System：PPBS）以降、アメリ

カの後追いをしてきた面があり、英連邦諸国の影響の強い NPM とは異なる伝統の下にあ

る。 

フランスにおける PPBS に相当する予算選択合理化運動（Rationalisation des Choix 

Budgétaires：RCB）は 1968 年に導入が決定された59が、終期ははっきりせず、1983 年とも

1985 年とも言われる。RCB の柱は三つあり、①費用便益分析等の意思決定支援ツール

（政策分析）、②プログラム予算、③各省庁や地方出先機関レベルでの経営ツール導入

（マネジメント・コントロール）であった。しかし、①については限定的なプロジェクト

が行われただけであり、②③の予算・経営改革に重点があることから見て、RCB の実態は

PPBS よりも米国の政府業績成果法（Government Performance and Results Act：GPRA）に近

かったと言えるだろう。 

プログラム予算はプログラム別に予算を区分し、目的の体系と業績指標を付与するもの

である。正式には 1973 年に着手され、74 年予算分の 4 省庁予算から実施が始まった。84

年予算案の場合、省庁別プログラム予算である「予算白書」は省庁別に 19 冊存在し、395

のプログラム群をカバーし 4,100 の業績指標を掲示した、全部で 3,300 ページ分の情報で

あった。しかし 1996 年 7 月教育省予算白書の印刷が最後のプログラム予算となった。

RCB のプログラム予算は利用が形骸化していたことのほか、そもそも性質別予算と並行し

て存在する予算の参考資料であり、法的決定権限を持たなかったことが限界としてあげら

れる。 

並行して RCB 期には、各省庁内部、特に地方出先機関を中心に、試行的に経営システ

ムを導入することが盛んに行われた。一部に原価計算も導入されたが、特に権限委譲をと

もなう業績指標を用いた契約の導入が重視された。この手法と業績指標をそれぞれフラン

ス企業の慣行を範に取り「マネジメント・コントロール」（Contrôle de gestion）（フラン

スで管理会計と同義）、（運転台を意味する）「タブロー・ド・ボール」（Tableaux de 

bord）と呼ぶ。巨大な地方出先機関を抱えるフランスができるだけ権限を下に下ろそうと

するいわゆる「分権化」（déconcentration）の動きとも関連があった。建設省や教育省、防

衛省等各地で散発的な成功例はあったが、長続きするものはなかった。 

RCB 終焉後も、各地でできるところからできる限りの経営改革を行っていく取組として、

フランス公共経営は RCB③を継承する形で継続していった。この動きは 80 年代から 90 年

代にかけて続いていたが、もうひとつの契機となるのが、1989 年 2 月 23 日首相通達によ

                                                        
59 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.141-168 
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り始まった「公共サービス刷新運動」（Renouveau du service public）60である。この運動は

社会党政権下の経営改革運動であることに留意されたい。そこでの柱は 4 つあり、①職員

労働環境の改善、②責任センターの導入、③政策評価の推進、④公共サービス利用者への

対応の改善である。中心は②であり、RCB 期のマネジメント・コントロールに近いもので

あるが、この時期には「サービス・プロジェクト」（projet de service）と呼ばれていた。

いずれにせよ数値目標を設定して、管理者の責任の範囲を定め自由裁量権を確保する。3

年契約を管轄官庁、財政・人事担当官庁との間に結ぶものである。この時期特に、業務改

善の成果の一部を職員に利得させることも考えられていた。 

 

「ある部署が組織や業務方法の合理化によって節約した雇用の一部の留保、あるいはその

成果の一部の充当を、新しい業務を遂行するための、労働条件の具体的な改善のために

認めることを考えてもよいのではないだろうか。たとえばオフィス環境の改善、事務機

器等である。最後にこのような努力に関わった職員の給与条件等を改善させることを考

えてもよいだろう。」（1989 年 2 月 23 日首相通達）61 

 

一般に経営改革に向けての職員の意欲は低く、しばしばどうやってそのインセンティブ

を生み出すかが問題になる。公共サービス刷新運動の時代の問題意識は LOLF にも引き継

がれており、たとえば LOLF 試行期において、人件費を浮かせた代わりにその金額で施設

を改装し、職員の処遇改善にも顧客サービス改善にもつながったといった事例が、LOLF

のメリットを政府職員に宣伝するための事例紹介に使われていたのである。 

 

「いくつかのプレフェクチュールでは、得られた財務的操作の余地を、たとえば庁舎の近

代化と処遇の改善に再投資している。」
62 

 

他方でこのような権限移譲を柱とする改革は、理念としては強く支持されていたもので

はあるが、PPBS の時期も、公共サービス刷新運動の時期も、決して現実にはうまく進ん

ではいなかった。公共サービス刷新運動の時期については、基本的には改革の進展がみら

れるが、省庁間で進度に格差があり、分権化を妨げる要因もあった63。特に財務省の介入

が顕著であり、予算上の裁量が認めているはずなのに地方財務支局がこと細かな介入をす

ることで自由度が制約されていること、裁量予算項目であるにもかかわらず財務省が正確

な見積もりを求めてくるために負担が重いものになっていること、業績契約の観点から

「見返り」がもらえるはずなのに結局財務省の進める予算削減でその分が奪われてしまう

                                                        
60 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.259-261 
61 Circulaire du 23 février 1989 RELATIVE AU RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC 
62 Ministère de l’économie et des finances, “Les expérimentations：Une modernisation de la gestion publique au 

bénéfice de tous” （Le bilan des expérimentations 2004 （PLF2005）, p.2）） 
63 Cole, A. & G. Jones（2005）, “Reshaping the State：Administrative Reform and New Public Management in 

France”, Governance, 18（4）, 567-88. 
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こと等が報告されてきた。 

 このように一方では分権化を志向し LOLF として結実していくフランス公共経営だが、

他方では執拗にフランスの中央集権体質がこれを掘り崩す傾向もみられる。しかし後者の

背景には、財政規律確保のため財務省が支出官庁に強い統制力を発揮するフランス独特の

予算運営手法の伝統がある。 

 

1.2.3.1.2.2 支出行為統制・支出負担行為統制・予算調整制度 

フランス予算・公会計制度を特徴付けるのはその細部に至るまで財務省の介入が行いう

る体制となっていることである。予算は議会が定めるものではあるが、予算執行の段階に

おいて、様々な形で予算を削減する方策をフランス財務省は備えている。支出行為段階に

おける合規性統制についても、財務省が支出官庁に対峙することから当然監視の性格を持

つものである。しかし現実には支払命令の段階で支出を止めることは容易ではない。実際、

19 世紀後半には予算の超過が頻発しており、これを防止するために契約段階での統制が考

え出された64。 

この改革は 1890 年の支出負担行為会計制度導入に端を発するが、1922 年 8 月 10 日法に

よって財務省に直属する財務統制官が財務大臣に任命され、各支出官庁に配属されること

になった。財務統制官は予算の正確な計上、資金の有無、支出見積もりの正確さ、法律・

行政規則の遵守、盛り込まれた措置・政策の財政に対する短期的、ないし中長期的影響を

審査する。合規性統制が基本であるが、しばしば予算の妥当性の審査にまで踏み込み、支

出官庁や議会から見て越権行為と感じられ批判的に受け止められてもきた65。 

財務統制官の使命は統制と情報提供に分かれる。統制機能においては、まず支出負担行

為の統制において、支出対象、支出の見積もり、正確な予算計上を記した文書に「査証」

（visa）を押す。支出負担行為に対する査証が拒否される場合、財務大臣の答申がない限

り手続を進めることができない。 

情報提供機能においては、各省庁の全ての法案、政令、意思決定の予算的影響に関して、

財務省の代理としての「答申」（avis）を行う。さらに支出官庁に配置されているという

位置付けから、財務省、CDC、議会予算委員会に報告を行う。 

地方出先機関においては、財務統制官の機能は出納機関でもある地方財務支局長

（Trésorier-Payeur Général）によって担われている。 

この問題と関係あるのが、もう一つの、予算執行段階で財務省に強力な権限を与え予算

を削減する手法である「予算調整制度」（Régulation Budgétaire）66である。この制度は、

1969～1974 年、1977～1981 年にかけて景気情勢に対応して行われた、投資支出の凍結を

端緒としている。1983 年以降は経常支出も対象とするようになった。予算調整の本質は、

                                                        
64 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.231-238 
65 Kott, S.（2004）, Le contrôle des dépenses engages：Évolutions d’une function, Comité pour l’histoire 

économique et financière de la France 
66 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.236-238 
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議決によらず、予算の取消や繰越を行うことである。予算基本オルドナンス第 13 条にお

ける、「年度内に支出対象を失った（sans objet）全ての支出は、財務省の了解の後、同省

大臣アレテ（省令）により取り消しうる」という規定の「支出対象を失った」という部分

を政策的に解釈したものである。凍結や取消の判断は各省庁に配置された財務統制官に依

存する面が強い。 

以上のような、支出負担行為段階での財務省のこと細かな介入、予算途上で予算を凍結

しさらに一部は削除してしまう予算調整制度が、LOLF につながるフランス公共経営の権

限移譲政策の内実を掘り崩し続け、また行政官の経営努力の見返りのフィードバックとい

った期待を予算の削減によってむなしいものとしてきたのである。 

 

1.2.3.1.2.3 LOLF 直前の会計改革 

 80 年代までの国のプラン・コンタブルについては前述のとおりであり、かつ LOLF にお

いて導入される発生主義会計、財務諸表とその保証型監査については後に述べるところだ

が、1999 年には当時審議中の LOLF 法案を考慮に入れながら暫定的な会計改革が行われた
67。改革の柱となるのは、国の資本参加の詳細な調査、固定資産評価、租税債権に対する

引当金の構成、欧州基準（発生主義国民所得会計 SEC95）に準拠した債務の計上、簿外債

務の計上である。特に固定資産評価と減価償却導入により計上額が大幅に増えている。 

 

○欧州基準の発生主義国民所得会計に準拠した政府証券の計上 

 長期国債（OAT）や中期利付国庫証券（BTAN）の発生利子（ICNE）、割引国庫証券

（BTF）の発生利子、（既発債と同一条件債発行でロットをそろえる）リオープン

（assimilation）により発生する発行差益（prime）・差損（décote）の期間配分。 

 

○非金融固定資産価値評価 

財務省租税局政府資産台帳（Tableau général des propriétés de l'État：TGPE）計上資産は毎

年市場価値を参照とする再評価の対象とし減価償却は行わない。上記資産台帳計上資産だ

が価値が評価されていない資産、あるいは上記資産台帳の対象外となる資産（歴史的建造

物に対する工事等）、さらにはインフラ資産に対しては、工事額に基づく価値評価を行い

減価償却の対象とする。施設や機械等のその他資産については 1981 年以降の政府購入を

全て計上し、減価償却、そして償却後は除却する。 

 

○国の資本参加 

 資本金の資本参加割合に応じた分類等。 

 

                                                        
67 この件に関しては、国際公会計学会監修（2002）『公務員・実務家のための公会計・監査用語辞典』

ぎょうせい所収、加藤委員執筆稿「国の貸借対照表（フランス）」も参照。 
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○租税債権引当金 

 回収不能の可能性の高い租税債権に対する引当金計上から、統計的に算出した引当金計

上に転換し、かつ期首貸借対照表上の租税債権残高に対しても修正を施した。 

 

○簿外金融債務 

 付属明細表中の簿外金融債務項に公務員・特定公企業（特別制度（Régime Spéciaux））

年金関連債務、貿易保険等企業や公的組織に供与した債務保証、住宅貯蓄制度関連債務を

計上。 

 

 以上の改革から貸借対照表上の大きな変化がこの段階でもたらされている。特に初年度

全額償却であった非金融固定資産が、その多くの項目において計上されるようになったた

め、残高が大幅に増加していることが確認できる68。 

 

図表 1-2- 18 99 年会計改革による貸借対照表・損益計算書上の変化（単位：億フラン） 

 99 期末 99 期首 98 期末 

資産    

純有形・無形固定資産 5,041 4,969 133  

資本金・出資金 5,617 - 5,814 

貸付金 1,284 - 1,306 

流動資産 3,714 4,149 6,631 

負債    

純資産 -30,820 -28,275 -29,562 

金融債務 40,618 39,033 38,013 

その他債務 5,890 - 5,286 

当期成果 -1,776 - -2,397 

経常成果 -1,592 - -2,286 

臨時成果 -184 - -111 
資料）Les Notes Bleues de Bercy - Numéro 192, “Le compte général de l'administration des finances” 

 

 

 なお既に述べたように企業会計が一般会計・国庫特別会計と統合されていないため、企

業会計との内部取引に関わる勘定科目が「その他債務」のところに計上されることになる。

しかしこの計上はあくまで一般会計等から企業会計への貸付等の取引のみを追跡するもの

                                                        
68 従来は初年度全額償却であったため、土地のみが貸借対照表に残っていた。99 年改革に伴い、既存の

価値評価は消去しており、新しい次元に転換している。また既存評価の中に多くの誤りがあったこと

も公会計局が指摘している。参照：Cour des comptes, Rapport sur l’exécution des lois de finances pour 
l’année 1999. 
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であって、企業会計の負債は抜け落ちていた。例えば「航空管制・運行企業会計」

（Budget Annexe << Contrôle et Exploitation Aériens>>）の債務残高は 2005 年度末で 7,402 億

ユーロだったが、会計上計上されていたのは国の貸付金 800 億ユーロのみであった69。こ

のようにこの時期まで企業会計、大統領府や国会等の権力機関経費、その他法人格をもた

ない公共サービスの一部が財務行政一般計算書に統合されていなかった。この問題は

LOLF 改革で解決されることとなる。 

                                                        
69 Cour des compte, Rapport sur les comptes de l’État de l’année 2005, p158. 
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1.2.3.2 制度改革の経緯とその内容 

1.2.3.2.1 予算・会計面での特徴 

1.2.3.2.1.1 業績予算としての LOLF 

2001 年 8 月 1 日に導入された「予算組織法」（Loi Organique relative aux Lois de 

Finances：LOLF）が全面的に適用されたのは 2006 年予算からである70。2001 年から 2005

年までの間は、試行期、すなわち段階的適用のプロセスの中にあった。 

LOLF は業績予算であるから、業績指標を用いる。従って、予算は歳入・歳出を定める

のみならず「その定められたプログラムの目標と成果を考慮に入れる」（第 1 条）ことと

なる。LOLF において業績指標は予算書の中に盛り込まれている。予算に付される省庁ご

との参考資料の中に「年次業績計画書」（PAP：Projet Annuel de Performance）が含まれる。

決算にも「年次業績報告書」（RAP：Rapport Annuel de Performance）が付される。これら

に業績指標が盛り込まれている。新法はまた、この業績情報のため、コストを測定、分析

するための会計制度整備を国に義務付けている（プログラムコスト分析会計）。アメリカ

の GPRA との違いは、「戦略計画」を欠いていることである。すなわち複数年次の枠組が

存在しない。その代わり予算見通しの段階で財政・経済展望を強化している。決算の時期

が早まり（決算法案提出 6 月 1 日まで）、次年度予算の審議は前年度決算議決を経ずに行

うことはできない。 

LOLF は GPRA と同様、業績指標を用いる「業績予算」（Performance Budget）であるだ

けでなく、プログラム体系の下でこれを展開する「プログラム予算」（Program Budget）

でもある。従って、PPBS のときと同じように、プログラム体系、すなわちプログラムと

そのサブ・カテゴリーの体系が作られねばならない。LOLF では、プログラム体系はミッ

ション、プログラム、アクションの 3 層構造から成っている。プログラムは基本的には省

庁の枠組を超えないものとされている。しかしミッションには省庁の枠を超えるものも許

容され、一部に「省庁間ミッション」（Missions Interministrielles）が存在する。「アクシ

ョン」はプログラムをさらに細分化したものである。 

 
49 ミッション（うち 40 省別ミッション、9 省庁間ミッション）71 
 34：一般会計 
 15：特別会計・企業会計 
158 プログラム 
 132：一般会計 
  26：特別会計・企業会計 
614 アクション 
 

                                                        
70 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.169-213 
71 LOLF 施行初年度の 2006 年度予算の値。なお、2011 年度予算では 32 ミッション、123 プログラムま

で減少している。 
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1.2.3.2.1.2 枠配分予算としての LOLF 

LOLF は業績予算であると同時に、枠配分予算であるという大きな特徴を持っている

（この点、GPRA と異なる）。すなわち予算は目的別の大きい区切りで議決がなされ、そ

の範囲内で自由に使うことができ、性質別の特定化、あるいは細かい目的別の特定化はな

されない72。 

予算の議決はミッションごとに行われるが、ミッションはプログラムに特定化された状

態で議決されるのであって、事実上ミッションごとに複数のプログラムを同時に「1 議

決」するのである。議決の数とすればかなり少なくなる。具体的には議会の議決は以下の

ように行われる。 

 

・全歳入の見積もりに対し 1 議決（一般会計・企業会計・特別会計） 

・ミッションごとの支出に 1 議決 

・雇用数の省庁ごとの枠の全体表示に対し 1 議決 

・各特別会計範疇（それぞれの中の特別会計の種類ごとの議決はもはや行われない）、企

業会計（付属予算）ごとに 1 議決 

 

プログラム内では性質別分類の間の流用は自由である。ただし人件費はほかの部（タイ

トル）に流用できても、ほかの部は人件費には流用できない（「非対称流用制度」

（fongibilité asymétrique））。性質別予算分類は、7 つの部（タイトル）に大別されており、

①権力機関組織費（上下院、大統領府等目標を付されない経費）、②人件費、③経常支出、

④公債費、⑤投資支出、⑥移転支出、⑦金融関連支出からなる。部（titres）の下に款

（chapitres）がある。このほか、省庁ごとに最大雇用可能職員数の制限があり、議決され

る。 

1959 年の予算基本オルドナンスにおいては、予算特定化の単位、すなわち議決の単位は、

款（chapitre）であった。款は 848 あり、細分化されているため硬直的であって、議会の承

認なしに款の間の移用（transferts）はできなかった。LOLF によって 848 の款から、160 の

プログラムに議決の単位が移行し、より包括的な予算によって柔軟な運用が可能になった。 

1959 年のオルドナンスでは、全ての予算に対して議決を行うと、その回数は膨大となる

はずであるが、1 つの簡便法が導入されていた。すなわち、既定費（services votés）と新規

事業（mesures nouvelles）の区別がなされ、前者に対してはまとめて 1 回の議決で済ますと

いう、簡略化された措置を用いていた。後者に対しては 1 件 1 件議決していくことになり、

約 100 程度の新規事業が例年存在した。予算額でいって 94％が既定費、6％が新規事業で

あり、法的に増分主義を制度化していたともいえる。LOLF によりこの増分主義と決別し、

全予算を議決の対象に含めることが可能となった。 

                                                        
72 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.174-176 
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これと関連あるのがゼロベースからの予算評価である「1 ユーロからの正当化」

（Justification au Premier Euro）である。「年次業績計画書」の第 3 部に含まれており、分

量の最も多い部分である。人件費やその他経費の必要性を、物的指標を交えて根拠付ける

ものであり、事業計画書ないし事業評価の性格を持っている。 

ちなみに上記の枠配分予算の導入と関連して、第 5 共和制によって導入された議会の予

算「増額」修正権の否定が、一部修正されている。増額修正権の否定は憲法第 40 条にお

いて以下のように既定されている。 

 

「国会議員によって提出される提案や修正案は、これらを採用すると公的収入を減少させ

たり、公的支出を創設したりないしは増加させたりする結果をもたらす可能性がある場

合には受け付けられない。」 

 

 しかしながら LOLF 以降、上記規定における「支出」（charge）が「ミッション」に関

わるものであることが明記されることとなった（LOLF 第 47 条）。従って議会がミッショ

ンの中の、プログラムの配分を変えることが可能となった。ただしミッションの創設自体

は政府でなければできない（LOLF 第 7 条）。他方でプログラムの創設は可能となってい

る。 

 

1.2.3.2.1.3 業績予算・枠配分予算の地方出先機関への展開 

LOLF の精神は成果志向の行政のために管理者（政府職員）に裁量の余地を与えた上で

成果に対する責任を負わせようとするものだが、このために「プログラム実施予算」

（ Budgets Opérationnels de Programme ： BOP ） 、 及 び 「 執 行 単 位 」 （ Unités 

Opérationnelles ：UO）の制度が考え出された73。 

BOP はあるプログラムの細分化であって、当該プログラムに関連する予算と業績目標を、

ある責任者の下に、一定の管轄範囲ないし一定の地理的範囲の上に下ろしていったもので

ある。従ってある成果目標を達成するために必要な裁量予算が責任者に与えられることに

なる。そしてこの BOP はさらに複数の UO に細分化される。 

BOP や UO が具体的にどの水準の行政単位に割り当てられるかは問題ごとに異なり、中

央省庁の一部局として位置付けられる場合もあるが、典型的には、BOP が州出先機関にお

かれ、UO が県出先機関におかれる場合が多いと考えられている。 

BOP が構成されると、それぞれに目的別及び性質別の予算が組まれ、マトリクス状に表

示される。性質別予算はあくまで表示（情報提供）のためであって、相互の流用は許可な

く自由に行うことができる。従って BOP は枠配分予算の細分化の性格を持っている。しか

しながら非対称流用制度の下で、人件費の上限だけは超えることができない。ただし非対

                                                        
73 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.180-182 
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称流用制度の適用義務はプログラムの単位までであり、これを BOP の段階にまで適用する

か否かは、プログラム責任者の裁量に委ねられる。 

BOP はプログラムの細分化であるから、BOP はプログラム予算の川上と川下の両方で機

能することになる。すなわち予算編成の場合はボトムアップで予算を積み上げていかねば

ならないし、プログラム予算が定まればこれを BOP の段階まで具体化し、予算配分する必

要が出てくる。 

予算編成の場合は、UO から必要な予算の要求を積み上げていく。BOP 予算案はプログ

ラム責任者に提出するが、その前にプレフェ、及び財務統制官（本省 BOP の場合）ないし

地方財務支局長（地方出先機関 BOP の場合）の答申（avis）を受ける必要がある。BOP 予

算案は BOP 業務計画、予算（性質／目的別マトリクス表示）、雇用計画（schéma 

d'emplois）、業績情報からなる。プログラム責任者は主として、BOP 予算案の目標と手段

の整合性の審査を行うことになる。 

予算執行に関しては、BOP 予算、UO 予算の配当とともに、人件費（第②部予算）とそ

の他予算の 2 つに分けて配当が行われることになっている。UO 予算が配当されると、非

対称流用制度の制約の下で、自由に予算を用いることができる。しかし BOP 予算責任者は

年度内に UO 予算の自由な再配分を行うことができる。 

BOP や UO の数や、相互の流用の運用も選択の問題となる。現実には UO や BOP の数

を増やし単位を小さくする傾向が多く、すなわち多くの場合現場の裁量を狭める方向で運

用がなされており、この点、後の評価のところで問題となる。 

 

1.2.3.2.1.4 LOLF 改革における議会の権限の再強化 

LOLF は議会主導で導入された改革である。法案の 2 人の提案者、ディディエ・ミゴー

（Didier Migaud、下院、社会党）、アラン・ランベール（Alain Lambert、上院、保守政党

UMP）の名前は LOLF と関連して随所で引用される。背景にはフランス版 PPBS である

RCB の時に執行部主導で導入した改革が幅広い理解と受容を得ず形骸化していった反省か

ら、利害関係者を取り込んで改革を進める必要があるとの考えがある（この種の考え方を

「インプリメンテーション」（mise en oeuvre）の名で呼ぶことが多い）74。実際、アメリ

カの GPRA も PPBS の失敗に鑑み、議会主導の提案として導入された経緯があり、ここで

もその模倣と言える側面がある。 

フランスの文脈に即して言うと、第 5 共和制の成立自体が議会主導の社会（第 4 共和

制）がもたらす財政赤字とインフレを食い止めるための体制であり、議会の予算増額修正

権の制限の問題等、第 5 共和制の執行部門優位は世界的にもよく知られている。1959 年予

算基本オルドナンスも密室で作成されたものであり、議会はその正当性に疑問を持ってい

た。LOLF は、この傾向に（全面的にではないが）一部修正を加えるものとなっており、

第 5 共和制の性格自体にも一部修正を加える大きな改革と言ってよい。 

                                                        
74 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.176-213 
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このような観点から、プログラム間の予算再配分修正権を新たに獲得したほかに、執行

部門優位の体制から一部議会に権限を取り戻す改革が採用されている。 

従来予算執行途上での予算の削減、予算の追加、予算の移用が議会の介入（補正予算）

なしに可能であったのに対し、ここに一定の制限を加えている。予算調整制度に関連する

ことで、「対象を失った」支出や財政均衡が脅かされる場合にデクレ（政令）による取消

が可能だが、その規模は予算全体の 1.5％を超えてはならないという制限がついた。また

予算の繰り越しはプログラム予算（人件費を除く）の 3％を超えてはならない。ただし負

担金（fonds de concours）や支出負担行為許可については繰越制限がない。 

さらに議会予算委員会の情報取得権限も強化されている。財政行政面のあらゆる情報請

求の権限を持ち、あらゆる人に対する喚問請求権を持つ。情報が得られない場合、公権力

に関わる法人に対しては行政裁判所を介してレフェレ（訴追）により情報提示を求めるこ

とができる。そのほか、評価性支出超過の理由通知、省庁内・省庁間移用の事前通知、支

出デクレの事前答申、取消デクレないしは全ての予算支出を不可能とする措置の事前通知、

特別充当勘定（国庫特別会計の一範疇）割増しの事前通知等、政府が予算委員会に負う義

務が新たに明確化されている。 

 さらに本調査研究と関わることだが、CDC と議会の間の関係に一定の変化がある。

LOLF 以降、議会予算委員会は CDC に対し調査を要請する権限を持つ。当初、議会が

CDC の検査プログラムを提出させ審議することをも計画していた75が、憲法評議会

（Conseil Constitutionnel）により CDC の独立性の観点からこの案には違憲判決が出ている。

しかし CDC を議会に貢献させようとする傾向は近年一貫して見られる傾向となっており、

GAO 等他国の事例に近づこうとする様子が見られる。議会自身が議会評価・統制部局（La 

mission d’évaluation et de contrôle：MEC）を設置しており、政策評価が可能な体制を敷いて

いる76が、小規模組織であって大規模に評価プロジェクトを展開していく体制にない。 

 このように、近年には CDC を議会や政府の政策評価ニーズに動員しようとする傾向が

あって、現在進行中の会計検査院制度改革（既述）もこのことに大きく関係している。 

 

1.2.3.2.1.5 LOLF に「割り込む」財務統制の強化 

LOLF 改革は公的経営者に裁量の余地を与えた上で、結果で評価することを本質として

おり、プログラム管理者に細かい規制を行う支出負担行為統制のような制度は LOLF の精

神との矛盾も疑われ、実際廃止が検討されていた。しかし結局はこの制度は新たな形で存

続することになる。しかもそれが決まったのが、LOLF 実施の直前である、2005 年 1 月 27

日デクレ 2005-54 によってであった77。そして新たな財務統制制度は性格を変え、支出負

                                                        
75 「会計検査院は検査計画を決定する前に、その案を国民議会と元老院の財政担当委員会の委員長と一

般報告者に渡す」という規定が第 58 条の案の中にはあった。 
76 Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du règlement par la 

Commission des finances, de l'économie générale et du plan en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation 
et de contrôle constituée le 21 janvier 2003 

77 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.237-238 
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担行為統制と言う、予算の執行段階のみに限定された統制から、予算の編成、執行段階に

いたるまで広くカバーする性格のものとなった。その位置付けは法的なものを脱し、予算

運営そのものの中に位置付けられるようになってきている。 

まず各省に配置された財務統制官が、各省の作成した当初予算計画に査証を与えること

になっている。計画の存在、見積もりの正確さ、予算の「持続可能性」を審査する。この

「持続可能性」の概念が LOLF によって初めて持ち込まれたものであり、財政上の健全性

を確保するための一定額の留保を持つよう強いられる。この考え方は、これまでもたびた

び行われてきた「予算調整制度」、すなわち議決を経ずに予算の取消や繰越を行う制度を

運用しやすくすることと明らかに関係があり、いざとなったら財政上の健全性を確保する

ため、短期的でドラスティックな措置をとりうるような体制作りが準備される。さらにこ

の審査では要求された手段（予算・雇用）と事業計画の整合性を審査し、「義務的支出」

の問題を考慮に入れる。たとえば賃料等正確な額が計上されていなければ、予算の見積に

問題があることになり、国は義務を履行できず、あるいはそれをしようとすれば財政均衡

の悪化をもたらすことになりかねないからである。 

同様に地方出先機関においては、地方財務支局（TPG）が分権化された BOP に対して同

様の答申を行う。すなわち、それまで行われてきた財務統制官と地方財務支局（TPG）に

よる支出負担行為統制がこのような形に転化したのである。 

以上は予算編成段階であるが、予算執行段階では、財務統制官は予算の持続可能性の観

点から、予算留保を減らす可能性のある措置に対してのみ選択的に事前の査証を行うべき

ことが規定されている。その他の予算は、枠配分予算の自由流用可能の原則からいって、

事前審査の対象とはならない。 

支出負担行為段階の統制に関しては命令機関の管轄であることが再確認され、財務統制

官は以後支出負担行為の合規性審査を行わないこととなった。ただし予算の持続可能性の

観点から 80％の金額を代表する 20％の件数に絞って行われると規定されており、完全に

なくなったわけではない。 

 このように、LOLF の権限移譲主義は現実には財務省統制の再強化の傾向と正面からぶ

つかり、後に見るように期待された効果を上げにくいものとなっている。 

 

1.2.3.2.1.6 LOLF 財務統制の一部緩和 

他方で規制緩和と自己責任を旨とする LOLF において、財務統制の簡素化も一部は行わ

れている。その柱が、「優先順位付け支出統制」（Contôle hiérarchisé de la dépense）と「協

調的支出統制」（Contôle partenarial de la dépense）である。伝統的な財務統制の原則は事前

統制であり悉皆調査である。全ての支払命令が統制の対象となるはずである。しかし成果

志向の予算改革において合規性統制にも効率性が求められる。そこで出納官の統制計画に

もリスクに応じた選別が必要となった。 

「優先順位付け支出統制」の原則は、リスクと重大性に応じて統制を変化させることで
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ある。その対象とする場合、統制の範囲（悉皆調査なのか標本調査なのか）、時期（事前

か事後か）、強度（規定のうちどれだけの視点から統制を行うか）を選択する。このよう

なやり方により、公共支出の迅速な支払も可能になる。 

「協調的支出統制」ないし「協調的軽減統制」（Contrôle allégé en partenariat）の特徴は、

事前に出納官による命令機関の会計慣行に対する監査が行われることであり、それも書面

調査ではなく現地調査が行われる。会計手続全般の事前の監査が行われた上で、合意が締

結されれば統制は軽減され、支払調査と、標本調査による整合性の統制が行われるのみと

なる。 

両制度とも内部統制が確立していることが前提となるが、現実には両制度のいずれかを

導入するために内部統制を整備し、それを全体としての、保証型監査の前提としての体系

的内部統制の部分的整備につなげている実情がうかがえる。概して、LOLF 体制ではリス

クアプローチは CDC の検査活動にのみ導入されているのではなく、財務省の行うバウチ

ャー監査にも導入されているのであり、後者の規制緩和（これに対しては従来より強い要

求があった）こそがむしろ前者の監査アプローチにおける劇的変化（これに対しては従来

さしたる議論はなく突然の変化の印象が強い）の背景にあると見た方がよいように思われ

る。 

ただし既存法制とのすり合わせは未だ十分行われていない。協調的支出統制をきちんと

行ったがその結果弁済命令判決を受けた出納官の問題等が指摘されている。つまり従来の

ように出納機関のみの責任ではないものに弁済を負わせるのは正しいかという問題である
78。1962 年の「公会計一般規則」の改訂も未だ行われていない。 

                                                        
78 この問題に関して以下の文献に一定の考察がされている。Akhoune, F.（2008）, Le statut du comptable 

en droit public financier, L.G.D.J. 
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1.2.3.2.2 LOLF の現段階での評価と以後の展開 

1.2.3.2.2.1 LOLF の現段階までの評価 

以上のような形で制定された LOLF とその関連諸規定の導く改革のフランス国内での評

価であるが、割合に透明性が高く、問題点も隠されることなくわかる体制となっている。

背景としては、LOLF が、議会が導入した改革であったため、その旗振り役である二人の

議員、アラン・ランベールとディディエ・ミゴーが構成する MILOLF（Mission LOLF）に

よる調査と報告書、ないしは議会予算委員会による報告書が LOLF 改革の進展について批

判的に調査し報告していることがある。さらに CDC の決算報告「予算管理と結果に関す

る報告書」がプログラム別監査であると同時に改革のプロセスを批判的に評価する機会と

もなっている。権威の高い両機関の注文が改革に随時盛り込まれていっている。 

LOLF 施行当時は大混乱となっており、決して「移行期のマネジメント」が円滑に行わ

れたとは言い難い79。原因のかなりの割合が情報システムの問題だがそれ以外で決定的に

重要なのがプログラム責任者や BOP 責任者に十分な裁量の余地が与えられたのかどうかと

いう問題である。実際には、中央省庁が BOP や UO の単位を細分化したり、性質別の振り

分けを細かくしたりする、あるいは管理部門だけの BOP を構成してほかの BOP の裁量を

狭める等の「抵抗」が目立った。また財務統制官による統制の側面では地方出先機関に対

し地方財務支局が厳しい答申を下して支出をブロックすることが多く、ここでも既存の統

制型管理にしがみつく財務省の態度に厳しい批判が下されていた。 

その後施行後 5 年近くがたち、さすがに改善された点も多い。プログラムの区分けや業

績指標の質には大いに問題があったが、これらについて監査を行うための機関である「プ

ログラム監査閣議委員会」（Comité Interministriel de l'Audit des Programmes：CIAP）や

CDC、議会の批判や注文を通じてかなり改善されてきた80。細分化されすぎていた BOP 等

もその数は集約されていったし、財務支局は支出をブロックすることなく、「仮答申」を

使って支出を極力妨げないようにする努力がなされるようになった。マネジメント・コン

トロール（すなわち各部署での業績指標を用いたマネジメント）はほぼ全省庁に普及する

ようになり、必ずしも優先順位が高くなかった資産調査や内部統制も大きな進展がみられ

る81。 

それでもどうしても改善されていない点もある。業績指標は改善されても、業績指標を

                                                        
79 改革直後の状況に関しては以下を参照。中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策とし

ての公共経営―』創成社 pp.185-205 また以下も参照。①Lambert, A. & D. Migaud（2006）, La mise en 
oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances ：À l’épreuve de la pratique, insuffler une nouvelle 
dynamique à la réforme, La Documentation Française②Bouvard, M., D. Migaud, Ch. de Courson & J.-P. Brard
（2006）, Rapport sur la mise en oeuvre de la loi organique no 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de 
finances, Assemblée Nationale, no.3165 

80 Migaud, D. & G.Carrez（2009）, Rapport relatif à la performance dans le budget de l'Etat, Assemblée Nationale, 
no.1780 

81 Bouvard, M., J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson（2008）, Rapport sur la mise en oeuvre de la loi 
organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances （LOLF）, Assemblée Nationale, No.1058 
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用いた議論がどれだけ実質的に行われているかはどの国でも難しい問題である。また枠配

分予算を用いた裁量の余地の確保は努力されているが、実際には予算削減である年度に資

源があけば翌年度にはその分が取り上げられてしまうことも多い。逆に見積もりがより正

確となって流用すべき資源が生まれないということもある。これらは根源的な問題であり、

どの国が取り組んでも業績予算＋枠配分予算という改革は簡単に効果を生むものではない

ということである。 

議会については枠配分予算を用いたプログラム間の配分修正権は導入当初より活用され

ている82。もちろんそれが即ち議会審議が業績志向となるわけではない。官庁内部のボト

ムアップ予算編成において業績指標をめぐる議論が行われるべきとも言われるが、これも

現実にはあまり見られないと言われている。 

 

1.2.3.2.2.2 内部統制 

LOLF 改革は財務諸表の保証型監査を採り入れており、内部統制の普及は前提とならざ

るを得ない。実際、毎年内部統制報告書が財務省公会計局（現財政局）の手により作られ、

政府財務諸表に付して公表されている83。参照基準は諸外国同様米国トレッドウェイ委員

会組織委員会（Comittee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission：COSO）に

置かれており、また LOLF 導入以後においては、フランス企業が従う 2003 年 8 月 1 日の

金融安全法（Loi de Securité Financière）やそれに基づく金融市場機関（Autorité des Marché 

Financiers）の基準に従っていることが強調される。諸外国の先行事例では内部統制には 3

つのアプローチが不可欠である。①内部統制文書が内部統制規範を明示すること。②会計

的リスクのマッピングを行うこと（Cartographie des risques comptables）。③内部統制の状

態を経常的に評価するための内部監査の導入である。これらを LOLF 改革も踏襲している。 

内部統制の基準は財務諸表の合規性、誠実性、真実かつ公正な概観を確保するためのも

ので、現実性、正当化、情報・表示品質、誠実性、正確性、包括性、総額主義、適切な会

計期間への帰着原則からなる。加えて、会計上の誤りの減少について数値目標を掲げ、業

績指標としている。 

従来の会計統制は出納機関が支払命令を受けた後のみに責任を負うものだったが、会計

品質の確保は命令機関から出納機関に至る全ての過程を包括するものであるがゆえに、プ

ロセスの論理に基づく必要が生じる。2009 年段階で 66 のプロセスを数えるが、これらは

7 つのサイクルに集約される（固定資産と棚卸資産、簿外債務と引当金、債務、費用、収

益、当座資金、財務諸表）。各プロセスを、文書、組織、追跡可能性の 3 つの次元からリ

スクの程度を評価し、その程度に従って行動計画を立て実行し、リスクを低くしていく。

リスク評価はまた内部監査のテーマの選択にも関わる。 

内部監査は IIA（Institute of Internal Auditors）、あるいはそのフランスにおける相当機関

                                                        
82 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.186-191 
83 DGFiP（DGCP）, Rapport sur le contrôle interne comptable de l'Etat, chaque année 
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である IFACI（Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne）の基準に倣い、財政局の監査

チーム MNA（Mission Nationale d'Audit）や、財政関連 2 省の CMA（Comité Ministériel 

d'Audit）、さらには地方出先機関を含む全国組織である CNA（Comité National d'Audit）等

により組織されている。2008 年以降の CMA の監査テーマとしては、2008 年の①対外政府

融資減価償却・引当金、②その他係争引当金、2009 年の①国の資本参加、②時間貯蓄勘定

（有給休暇の「貯蓄」と換金を可能とする制度）引当金、③無形固定資産（ソフトウェ

ア）、④不動産、2010 年の①移転支出債務調査、②対民間法人融資統制手続、③財務関連

2 省外郭団体、④国庫・経済政策局予算会計制度改革、⑤公務員年金特別勘定（CAS 

Pensions）となっている。またほかの省庁も内部監査に取り組んでおり、財政局は共同監

査も行っている。共同監査の 2009 年のテーマは、司法費会計手続における公団の役割

（法務省）、獣医（農業省）、情報システム監査（内務省）、OS 及び TG35 支出手続84／

軍事当座資金勘定収支（国防省）、移転支出（外務省）、未整理固定資産監査（首相府）

である。 

 

1.2.3.2.2.3 情報システム 

当初 LOLF に対応するものとして導入が改革されていた ACCORD2 という情報システム

は LOLF に間に合わせようとしていたが、開発期間が短く、低く見積もって 3 億ユーロか

かると見積もられていたため、情報市場専門委員会の否定的答申を受けて、2004 年 5 月に

財務省は公益的理由に基づく入札不調を宣言した85。 

そこで既存の財務情報システム（特に現行の ACCORD1 と ACCORD1bis）を適応させて

LOLF に対応させることとした。このプロジェクトは Palier 2006（現 Palier LOLF）と呼ば

れていた。これはあくまで暫定措置であり、2009 年から新しいシステム CHORUS を導入

し全面展開する予定であった（既にこの期限は 2011 年からという形で延期されている）。 

この間に合わせの情報システムの評判は極めて悪く、職員の負担感が大きい。複雑で使

い勝手が悪く、多くの画面を開かざるを得ない、多くの入力、とりわけ二重入力を行わね

ばならないことがあげられる。特に枠配分予算の流用の自由を管理するために必要な情報

を提供しない点が致命的である。ゆえに各省庁は自ら工夫してソフトウェアを開発しなけ

ればならなくなっている。移行期の作業を円滑にし職員の抵抗感を減らす変革のマネジメ

ントは情報システムの点から大きく損なわれるものとなった。 

CHORUS は SAP をベースとした統合情報システム（ERP）であり、既存のソフトウェア

の多くをこの中に統合し、ゆえに既存ソフトウェアの多くを廃止し、二重入力の多くを省

いて省力化を実現することを狙いとしている。しかしその導入はまず当面「コア部分」に

対するものとされており、「発展部分」に対する導入はそれ以後の展開として予定されて

                                                        
84  OS 及び TG35 はシステムに関する名称と考えられる。 
85 Inglebert, X.（2009）, Manager avec la lolf, 2e édition, Revue Fiduciaire 
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いる86。主に LOLF に関連する予算、会計関連の情報を提供する予定であり、枠配分予算

の便宜に大きく関わるものである。これに対して業績指標や、原価計算等の機能は盛り込

まれておらず、不十分な点として批判的な指摘がなされているのが現状である87。 

なお情報システムは保証型監査における内部統制の（データの）「追跡可能性」

（traçabilité）に関わるものであり、それ自体が留保項目の一つであると同時にもう一つの

留保項目にも関係している。 

 

1.2.3.2.2.4 LOLF 以外の行政改革との関連 

LOLF が社会党政権下で構想が進んでいた（ロラン・ファビウス（Laurent Fabius）も深

く関与していた）ものであることもあるためか、政権は必ずしも LOLF 推進に熱心とは言

えない。特に、LOLF とは必ずしも整合性のない行政改革手法を次々と導入し、LOLF と

の調整が問題となることがしばしばである。その中でも、2007 年よりある種の事業仕分け

であり、カナダ流のプログラムレビューを参考にしたといわれる「公共政策総見直し」

（Révision Génerale des Politiques Publiques）が行われ、プログラム別でなく、省庁と事業の

単位で合理化が行われるほか、管理部門の統合等集権的な改革を志向することが多く、

LOLF の分権マネジメントとの矛盾をきたすようになっている（GPRA と PART の関係を

髣髴とさせる）。この点議会や CIAP 等が批判している88。 

特に地方出先機関の大幅な省庁間統合が進んでおり、州レベルでは 20 以上の組織から 8

組織へ、県レベルでは内務省、財務省、教育省系の出先機関を除くと、10 以上の組織から

2～3 組織への統合が進んでいる。これにより、首相は 500,000 ㎡の床面積削減となり賃料

の大幅な削減につながると述べている（2010 年 6 月 23 日）。この取組は大統領府、首相

府という最高レベルの関与の下に推進されている。 

（既存業務フローの分析に依存する）情報システム CHORUS の導入と地方出先機関の

再編が並行して行われることで現場は混乱をきたしている。 

しかし、同時に 10 年間で 1 億ユーロという投資効率が目標とされた CHORUS をプロジ

ェクトとして成功させるためには、第 1 に情報システムの利用者の数を増やすことが必要

で、23000 人が目標とされている。第 2 に業務フローを ERP と整合させねばならず、この

ために情報システムのデザインとして「省庁別」ではなく、出納官の州ごとの立地に着目

                                                        
86 Inspection Générale des Finances（2006）, Rapport sur les procédures budgétaires et comptables et les 

perspectives de retour sur investissement du projet Chorus, n° 2006-M-049-05 de novembre 2006.及び Cour des 
comptes（2008）, “Le système d’information financière de l’état en matière comptable, financière et de gestion”, 
Communication à la commission des finances , de l’économie générale et du plan de l’Assemblée Nationale, 
application de l’Article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, in Bouvard, M., 
J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson（2009）, Rapport sur les systèmes d'information de l'Etat, Assemblée 
Nationale, no.1376 

87 以下を参照。①Bouvard, M., J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson（2009）, Rapport sur les systèmes 
d'information de l'Etat, Assemblée Nationale, no.1376②Bouvard, M., J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson
（2009）, Rapport sur les systèmes d'information financière de l'Etat, Assemblée Nationale, No.1807 

88 Bouvard, M., J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson（2010）, Rapport sur l'articulation entre la LOLF et les 
réformes de l'organisation de l'Etat, Assemblée Nationale, No.2706 
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した「収斂」シナリオが採用された。これは省庁再編がいつでもできるようにしておくた

めだが、省庁間統合ということが、共通システム利用者の数を増やすという目的もあって

採用されたことが分かる。従って組織再編は情報システムという巨額投資の実を得るため

にも推進されているわけである。 

 

1.2.3.2.2.5 複数年次予算導入による LOLF の修正 

LOLF 自体は必ずしも複数年次の視点は強くない。投資的経費を含む枠配分予算とした

ため、当該年度内の流用の自由度が格段に高まっており、逆に複数年次の視点は後退して

いる。一つの例が債務負担行為／年割額（AP／CP：Autorisation des Programmes／Crédit de 

Paiement）制度の廃止であり、その代わり支出負担行為許可／支払授権（Autorisation 

d'Engagement／Crédit de Paiement）制度が導入された89。この支出負担行為許可は一応繰越

もでき、制限がないが（支払授権の繰越はプログラム予算の 3％以内に制限）、実際には

ほとんど AE＝CP で予算が組まれており、活用されていない。アメリカにおけるような、

支出負担行為ベースの予算と支払ベースの予算の二重配当を導入しようとしたと思われる

が、フランスでは未だ実質的な意味をもたらすものとはなっていないようである。 

そのような状況下、2008 年 7 月 23 日の憲法改正によって、複数年次予算の制定が認め

られるようになった。財政規律には中期財政計画が適切との考えによるもので、2009 年か

ら 2011 年にかけての 3 か年予算が制定されている。中身を見るとイギリスのスペンディン

グ・レビューのような、隔年ローリングの 3 か年予算の制定が行われているようだ。 

複数年次予算導入後の予算循環については、基本は「1.2.1 予算・決算制度」に示され

ている（図表 1-2- 5）が、複数年次予算導入による大きな変更が見られる。まず一つの 3

か年予算の最終年度が次の 3 か年予算の最初年度と重なる構造となっており、結局は 2 年

おきに 3 か年予算を編成することになる。フランスでは最初の 3 か年予算が 2009-2011 年

で次が 2011-2013 年であるから、偶数年には 3 か年予算の編成を行うが、奇数年には行わ

ないこととなる。従って次の図表に見るとおり予算循環は偶数年と奇数年では異なる形態

をとることになる。 

 

 

                                                        
89 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 p236 
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図表 1-2- 19 複数年次予算における予算循環 

 偶数年 奇数年 期限 

1 月    

    

2 月 予算の傾向をめぐる技術折衝 同  

    

3 月    

 業績会議（目標達成度等） 同  

4 月 年次業績報告書作成   

   枠配（lettre de plafond） 

5 月 予算方針（lettre de cadrage）  による 3 か年の予算 

 と 3 か年予算審議 プログラム間配分会議 配分上限通知（6 月末） 

6 月 調整会議：予算局と省庁の  ・財政方針会議（議会） 

 対立点調整 細目配分最終調整 ↓ 

7 月 プログラム間配分会議   

 予算局と省庁の細目配分 年次業績計画書等  

8 月 最終調整 予算書の作成  

 年次業績計画書等  予算かつまたは複数年次 

9 月 予算書の作成  予算の提出（9 月末） 

   ↓ 

10 月   ↓社会保障予算提出 

   （10 月中旬） 

11 月 議会予算審議 同  

    

12 月    

    

資料）フランス予算・公会計・公務員・国家改革省ウェブサイトを参考に中西が作成。 
   http://www.performance-publique.gouv.fr/didacticiels/calendrier/calendrierMinefi.htm 

 

 

 他方で複数年度予算の導入は LOLF 枠配分予算の構造をも変えている。偶数年度の 2008

年度に編成される 2009 年度（フランスの会計年度は暦年）から始まる 3 か年予算のうち、

最初年度の 2009 年度はミッションもプログラムも確定配分（Programmation ferme）だが、

次年度の 2010 年度には、ミッションは確定配分だがその内訳であるプログラムは暫定配
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分（Programmation indicative）となる。最終年度の 2011 年度分はミッションもプログラム

も暫定配分として計画される。暫定配分は後に修正も可能な配分であり、未来に引き延ば

すにつれ不確実性を考慮し調整可能とする現実的な計画となっている。 

 3 か年予算が編成されない奇数年度の 2009 年度には 2010 年度予算はミッション、プロ

グラムともに確定配分として計画され、2011 年度についてはミッション、プログラムとも

に暫定配分として計画される。 

 そして 2011 年度にはまた同様に 2011-2013 年度の 3 か年予算が策定される。 

 同じ枠組を縦に見ると、2009-2011 年度の 3 か年予算のうち 2010 年度計画分は翌 2009

年度にプログラムの暫定配分が確定配分となるし、2011 年度計画分は翌々年度の 2010 年

度にミッション、プログラムの暫定配分ともに確定配分となるという連鎖をたどることと

なる。 

 

図表 1-2- 20 複数年次予算における暫定配分と確定配分 

 2009 2010 2011 2012 2013 

mission 確定配分 確定配分 暫定配分   2008 年 度

予算編成 programme 確定配分 暫定配分 暫定配分   

mission  確定配分 暫定配分   2009 年 度

予算編成 programme  確定配分 暫定配分   

mission   確定配分 確定配分 暫定配分 2010 年 度

予算編成 programme   確定配分 暫定配分 暫定配分 

資料）Guide Pratique de la LOLF 中の図より簡略化して中西が作成 

 

 

 さらにもう一つの複数年次予算の枠組が存在し、こちらは 4 か年計画である。財政計画

法（loi de programmation des finances publiques）は国民所得会計の政府部門（Administrations 

Publiques）全体を包含するもので、従って国、社会保障会計、地方自治体を含む。これは

欧州基準が政府部門全体を基準にとることから来ている。他方で 2009-2012 年度財政計画

法は、国の複数年次予算（2009-2011）をも含んでいる。 

 

Cf. 憲法第 34 条該当項の改正（2008 年 7 月 23 日憲法改正法（loi constitutionnelle）） 

旧規定「計画法は国の経済社会的目的を定める」 

新規定「計画法は政府活動の目的を定める」「財政の複数年次の方針は計画法により定めら

れ、（国民所得会計）政府部門均衡の目的に参与する」 

 

 以上のような、複数年次予算の考え方をここまで実現したのはフランスでは初めてであ

り、財務統制官制度のような手続上の統制に依存してきたフランスが数字上のルールへの
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若干のシフトを見せ始めていることは注目点である。ただし、フランスで行われているこ

とは現在イギリスで議論されているような極端なものでは決してないし、EU 基準への回

復も時間をかけて進めていく姿勢を示している。 

 

1.2.3.2.2.6 二元代表制的改革とウエストミンスター型改革の拮抗 

以上、公会計制度の沿革とその特徴を描くため、LOLF 改革とその周辺を振り返ってき

たが、現状では必ずしも統一されない、二つの潮流のせめぎあいを見て取ることができる。 

LOLF の重要な担い手は議会と CDC である。それは二元代表制的改革であって、時の政

権とは必ずしも一体ではない。他方で政権は LOLF 施行の後にウエストミンスター諸国の

改革（カナダ流のプログラムレビュー（Révision Générale des Politiques Publiques）やイギリ

スのスペンディング・レビューに似た複数年次予算の導入）を採り入れているが、議会や

CDC は既存の LOLF 改革との矛盾を指摘し、批判的である。 

 それゆえ時の政権の意向に注目すると、GPRA に対する PART のように、改革の性質が

変わってきているとも言える。政権側からすると、選挙を目の前にしてその時その時の政

策課題に答えるその場限りの改革の方が、都合がいい面があり、既に決まった形態をとり

必ずしも政策形成に直接的に役に立たない LOLF にはあまり魅力がない。他方で、既存の

LOLF 改革を持続させていく上で議会と CDC が重要な役割を果たしており、つまり背後に

異なる関係者を持つ異なる改革の流れが押し合いをしているというのが現在のフランスの

状況となっている。 
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1.2.4 財務書類の構造 

1.2.4.1 LOLF 会計改革の全体像 

LOLF は業績予算・枠配分予算としての改革が中心となるが、並行して国の会計改革を

も進めるものであった。LOLF 会計改革は 3 つの部分に分かれ、①予算会計、②一般会計、

③プログラム原価分析会計から構成される90。 

このうち、③のプログラム原価分析会計は業績予算のコスト面の情報を補完するものと

して位置付けられており、年次業績計画書・年次業績報告書に含まれているが、厳密には

会計システムの中に含まれない。これは配賦メカニズムを使って間接費を直接プログラム

に乗せ、プログラムのコストを導き業績予算情報に活用するものである。現実には一般会

計からではなく予算会計からの情報となっており、発生主義になりえていない。また業績

指標とも関連させておらず、単位コスト情報も提供できていない。 

残るは予算会計と一般会計であるが、両者の間の関係は依然として切れており、オース

トラリアの「発生主義ベースプログラム予算」（Accrual Based Program Budget）のような、

予算会計と発生主義会計の重なり合いは存在しない。LOLF はむしろ両者の分離を徹底し

ている。中央政府の予算会計（①）についてはそれまで歳入は収納時点、歳出は支払の直

前の査証の時点で認識する、ほぼ現金主義に近い制度であったが、LOLF ではこの現金主

義をむしろ徹底し、収納支払の時点での認識としている。その背景としては、情報化が進

み、支出行為と現金の支払の間が 1 日程度しか開かなくなった現状を反映していると言う。

これに対して②の一般会計の方は、それまで擬似的な発生主義である権利確定原則を採用

していたが、1994 年の M14 改革（市町村対象）に倣って、サービス給付時点での認識に

改め、発生主義会計としての性格を徹底している。 

発生主義会計改革の性格を明確にするもうひとつの指標が、財務諸表の作成である。こ

れは国際会計基準との整合性も意識して、貸借対照表、損益計算書（複数のパーツに分か

れている）、現金収支計算書、付属明細表より構成される（ただし純資産変動計算書に類

するものは含まれていない）。新たに導入された資金計算書は伝統的なフランス特殊のも

のではなく、英米型のキャッシュ・フロー表（現金収支計算書）になっている。そこでは

キャッシュ・フローの変動を、営業活動、投資活動、財務活動のそれぞれによって説明す

る構成になっている。それまでも、出納機関の会計を総括する財務行政一般計算書の中で

損益計算書、貸借対照表が表示され、そして資金計算書は用いられないが、SROT に類す

る年次データが政府資金統計として資金の流れをあらわす役割を果たしていた。しかし

SROT は LOLF 導入とともに廃止されており、「月次政府財務状況」（Situation Mensuelle 

de l'État）に改められ、構成も大幅に変えられ、SROT で重視されていた当座資金変動の内

訳（政府関係機関の資産変動や政府債務変動等が説明する）は示されない。 

                                                        
90 中西一（2009）『フランス予算・公会計改革―公共政策としての公共経営―』創成社 pp.252-253 
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1.2.4.2 財務書類の根拠法・根拠規定 

 決算法の添付資料については LOLF に規定されている。LOLF 第 27 条には国の会計の全

体像について示されている。LOLF 第 54 条では、決算法に添付する書類について定めてい

る。第 58 条は、CDC の議会支援機能を示すものであるが、CDC が財務書類を検査し、国

家会計監査証明報告書を添付することを示している。これらについての具体的な条文は次

のとおりである。 

 

図表 1-2- 21 決算法添付書類に関する LOLF 規定 
第 27 条 
 国は、収入・支出の予算会計と、国の全ての取引についての一般会計を記帳する。 
 国はその他、プログラム内で展開される様々なアクションの原価分析会計91も実施する。 
 国の会計は、合規性、誠実性を満たし、その純資産92と財務状況についての真実かつ公正な

概観を提供しなければならない93。 
第 54 条 

決算法案には、以下が添付される。 
1. 一般会計歳入の詳細。 
2. プログラムまたはプログラム外資金（dotation）94ごとに、部（タイトル）95ごとに表示さ

れた授権予算との差額を示した上で、授権予算と執行支出の確定金額の詳細を示し、及び

要求授権予算の修正額をも示した説明用の付属資料。この資料は負担金（ fonds de 
concours）96の見積もりと実現値の差額をも表示する。 

3. 第 51 条第 3 項97に示された規定に従い、国の予算の実際の歳入歳出を示し、場合によっ

て、第 5 条第 I 項第 5 号98に想定する支出をまかなうための予算授権に対応する支出の支

出負担行為を行わないに至った事情に対する正当化99をプログラムごとに含む説明用の付

属資料。 
4. 年次業績報告書。これはプログラムごとに、当該年度予算法における見積りとの差額、及

び最近年度の決算法における執行額との差額を示しつつ、以下について表示する。 

                                                        
91 LOLF の 3 つの会計は現金主義の予算会計、発生主義の一般会計、プログラム情報を補完する原価会

計の 3 つである。 
92 仏語”patrimoine”の英訳は”net worth”であり、これは純資産を表す。 
93 ”sincérité”は”faithfulness”すなわち「表現上の忠実性」（Representational Faithfulness）を示す。ただし、

日本では直訳して「誠実性」と訳されていることが多い。“fidélité”は英訳を見れば”true and fair view”と
書いてあり、この輸入概念の便宜的な仏訳である。「真実かつ公正な概観」は”substance over form”と
も言われ、必要であれば監査人が形式を捨て実質をとることも必要とのイギリス流の会計思想であり、

これが EU 基準を経由してフランスにも入ってきている。もちろん法治国家の国でこのことがどれだ

け実現できているかには議論もあるものの、実質主義的な思想が LOLF の法律と、さらには憲法の条

文にまで入ってきていることを意識するべきである。 
94 プログラム外資金（dotation）はプログラムと同等ではあるが、予備費等に相当し特別な取り扱いを必

要とするもの。 
95 性質別分類の最も大きい括り。LOLF は目的別であるプログラム別予算であり、性質別の表示はあく

まで参考のためであるが、ただし人件費を他経費に流用できない（逆は可）。 
96 負担金（fonds de concours）は事業の負担金、利用者負担、料金収入、寄付金の類を総括する概念だが、

重要なのは特定収入の特定支出に対する充当の対象となっていることであり、予算原則に対する重大

な例外を構成する。支出額は収入額に依存するため、予算策定時にはその見積りしか得ることができ

ない。 
97 予算法案に予算収支を経常、投資部門に分けて表示するという規定。 
98 投資支出のこと。 
99 （議決によらない）予算執行途上の取り消し（取消デクレ）の事情を決算で説明させる規定。 
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a） 目標。予想成果。実現成果。業績指標。関連コスト。 
b） 部（タイトル）ごとに示された、授権予算と執行支出の変動の正当化。それは場合に

よって不可抗力により例外的に認められた支出超過の原因を詳述する。 
c） 雇用枠許可100の管理状況。それは一方では第 51 条第 5 項 e 号101に示された方法に従

い、実人員の配分を詳述し、また関連コストをも詳述、他方では同じ方法で表示され

た雇用数の変動と、この施策に関連するコストを詳述する。 
d） 第 5 条第Ⅱ項102に示された公共サービス費用補助金受給組織の報酬を受ける実雇用の

表示。 
5. プログラムないしプログラム外資金ごとに、それぞれの企業会計と特別会計について、執

行収入・支出の確定額、授権予算ないし赤字許可、及び予算授権と赤字額の修正要求を詳

しく示す説明的付属資料。この付属資料には第 4 項に示されたのと同じ条件で、それぞれ

の企業会計と特別会計の年次業績報告書が付される。 
6. 第 27 条第 2 段落103に示された規定に従い、会計の結果を示す説明用の付属資料。 
7. 政府一般計算書。それは試算表、損益計算書、貸借対照表、付属明細表（第 8 条第 2 段落

104に示された取引の会計的取扱いの表示、及び国の簿外債務の評価を含む）を含む。政府

一般計算書には概要報告が付される。それはとりわけ会計年度内に適用された会計方法と

会計規則の変化を示す。 
第 58 条 

憲法第 47 条最終段落105により、会計検査院に付託された議会支援機能は、とりわけ以下

を含む。 
1. それぞれの議会の財政担当委員会の委員長及び一般報告者によって提出された、第 57 条

に示された議会の統制・評価機能の枠組における、支援要請に答える義務。 
2. 国民議会と元老院の財政担当委員会が要請する、会計検査院が統制対象としている事業・

組織に関するあらゆる調査の実現106。この調査の結果は、委員会における調査要請の提出

から 8 か月以内に報告されねばならない。調査結果の公表方法に関しては委員会が規定す

る。 
3. 前会計年度予算執行の結果に関する第 48 条107に規定する報告の提出に添付される仮報告

の提出。 
4. 前会計年度予算執行の結果と関連勘定に関する、決算法案の提出に添付される報告の提

                                                                                                                                                                   
100 LOLF は予算の枠配分であるとともに、人員の枠配分でもある。 
101 予算法案に政府雇用の見積もりと様々な分類による配分を表示する規定。 
102 支出の内訳を示すのみ。 
103 プログラム原価分析会計を示す。 
104 支出負担行為許可に関する条文だが PFI に関する記述を含む。 
105 「政府部門の会計は合規性と誠実性を満たす。それは政府部門の経営成果、純資産、財務状況に関す

る真実かつ公正な概観を提供する。」2008 年の憲法改正で盛り込まれた条文の一つである。この時の

改正は、会計検査院の政府財務諸表監査機能と、議会に協力するための政策評価機能を意識した改正

であった。 
106 LOLF 関連では、情報システムの調査を会計検査院に行わせた事例がある。Cour des comptes

（2008） , “Le système d’information financière de l’état en matière comptable, financière et de gestion”, 
Communication à la commission des finances , de l’économie générale et du plan de l’Assemblée Nationale, 
application de l’Article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, in Bouvard, M., 
J.-P. Brard, T. Carcenac & Ch. de Courson（2009）, Rapport sur les systèmes d'information de l'Etat, Assemblée 
Nationale, no.1376 参照。 

107 前年度決算を踏まえた次年度予算のための議会における議論を、執行部の独占から解き放ち、活発化

させるために導入された「予算方針会議」（débat d’orientation budgétaire）の制度に関する規定であり、

これは 6 月ごろ行われるが、会計検査院の前年度決算に関する 2 つの報告書の仮報告がこれに付され

て議論に寄与する規定となっている。 
108 会計検査院が決算法案とともに提出する「予算管理と結果に関する報告書」のこと。 
109 会計検査院が決算法案とともに提出する「国家会計監査証明報告書」のこと。 
110 議決によらず執行途上で予算を削ったり、追加したりする、取消デクレ（décret d’annulation）や支出

デクレ（décret d’avance）のこと。議会は執行部の独裁を制限しようとしている。 
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出。それはとりわけミッション、プログラムごとに予算執行を分析する108。 
5. 政府財務諸表の合規性、誠実性、真実かつ公正な概観の監査証明。この監査証明は決算法

案に付され、実施された監査の報告が付けられる109。 
6. 行政命令によって実行された予算授権の変動110についての、全ての予算法案提出に添付さ

れる報告の提出。この種の変化については上記予算法において議決がなされねばならな

い。 
 第 3 項、第 4 項、第 6 項に想定される報告には、場合によって、関連大臣の回答が付され

る。会計検査院の年次報告は、国民議会と元老院における討論の対象となりうる。 
資料）LOLF 条文。 

 

 

 かつての決算法案（Projet de loi de règlement）は現在では「会計決算法案及び経営報告」

（Projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion）と名称を変更しており、条文は

以下のとおりである（2009 年度決算の例）。 

 

背景説明（Éxposé general des motifs） 

第1条 予算成果 

第2条 資金計算書 

第3条 会計成果：成果処分（貸借対照表への充当）と貸借対照表及び附属明細書の承認 

第4条 一般会計：支出負担行為許可と支払授権に関する諸規定 

第5条 企業会計：支出負担行為許可と支払授権に関する諸規定 

第6条 特別会計：支出負担行為許可と支払授権に関する諸規定 

第7条 「未成年者関連裁判行政」横断政策文書111の創設 

 

 

 上記第 3 条に見られるとおり、国の決算の中で財務諸表に対する承認手続が含まれてい

ることに注目されたい。そして「利益処分」と同じ言葉が使われている「成果処分」

（affectation du résultat）が含まれていることも確認しておくべきである。当年度成果はフ

ランス政府の場合継続して赤字だが、これが繰越赤字額に付け加わって貸借対照表上に再

計上される。決算法案が提出される際に付される貸借対照表は、成果処分前の状態で提出

される。 

 もう一つは第 2 条で資金計算書に対する承認手続も含まれている。ただしこの資金計算

書は政府財務諸表における現金収支計算書と形状が異なる。さらに附属明細書に対する承

認も第 3 条に含まれていることを確認しておきたい。 

 実際このような資金計算書や附属明細書関連情報の取扱は決算だけでなく予算にも見ら

れるもので、LOLF の独特の性格を形作っている。LOLF 第 34 条は、予算法案第 1 部の中

に「第 26 条に規定される国の債務と当座資金に対する許可を含み、財政均衡の実現に貢

                                                        
111 横断政策文書（document de politique transversale）は省庁／ミッションを超えた横断的政策を管理する

枠組。 
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献する、資金計算書の中で示された、当座資金の源泉と使途を評価する」と規定し、財務

資金自体が予算の授権に含まれていることを示している。また債務保証の供与等簿外債務、

附属明細書情報に含まれるものも予算案に含めている。 

 他方、決算に添付される決算添付資料の大きな柱の二つは、1）年次業績報告書、2）会

計検査院報告書である。会計検査院報告書は a）予算管理と結果に関する報告書112、b）国

家会計監査証明報告書113の 2 つに分かれている114。しかしながら国家会計監査証明報告書

を作る前提には、政府一般計算書が作成されねばならず、また監査証明と関連して内部統

制報告書115も作成されねばならない。 

 最近の年次業績報告書は以下のような章立てとなっている（租税支出や外郭団体関連情

報等、LOLF 以降付け加わっていった項目もある）。 

 

年次業績報告書は以下を含む。 

・プログラム責任者の戦略展望 

・租税支出の表示 

・プログラムの紹介 

・目標ごとに業績指標の期待値と実績値を示し、成果の分析を行う項目  

・1 ユーロからの正当化  

・国の主要な外郭団体の実績と国の負担となる実雇用の表示 

・プログラムとアクションの全部原価の表示 

 

 

 CDC の「予算管理と結果に関する報告書」はプログラムごとに予算の結果を分析した報

告書であり、さらには LOLF 改革の進展度に対して批判的に述べたもので、これも本報告

書で時々指摘する CDC の「改革の監査」機能の一端である。プログラムの区分や業績指

標の質の改善等にも指摘を続けてきた。 

 もう一つの「国家会計監査証明報告書」が本報告書の中心課題となる。 

                                                        
112 Cour des comptes, Rapport sur les résultats et la gestion budgétaire, chaque année 
113 Cour des comptes, Rapport sur les comptes de l’État, chaque année 
114 それ以前の予算執行に関する報告書（Cour des comptes, Rapport sur l’éxécution des lois de finances, 

chaque année）が 2 分割された。 
115 DGFiP（DGCP）, Rapport sur le contrôle interne comptable de l'Etat, chaque année 
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1.2.4.3 財務書類の内容 

「国家会計監査証明報告書」は政府財務諸表に対して監査証明を付したものである。従っ

て国家会計監査証明報告書の前提となるのは、第 1 に「政府一般計算書」と呼ばれる財務

会計書類である。しかしながらそのほかにも、4 ページのレジュメ（Synthèse：les comptes 

de l’État…）、政府一般計算書マニュアル（Mémento sur le compte général de l’État）、概要

報告（rapport de présentation）、そして保証型監査に不可欠な「政府会計内部統制報告書」

（Rapport sur le contrôle interne comptable de l’État）が付されている。 

そして政府一般計算書の内容たる、各財務会計書類の概要は次のようになっている。 

 

図表 1-2- 22 財務会計書類の概要 
書類名 概要 

国の貸借対照表／純資産計算書 
（Le bilan de l’État / tableau de situation nette） 

資産、負債、及びその差額である純資産を表

示する。 
政府損益計算書 
（Le compte de résultat de l’État） 

会計年度における収益と費用の総額を示す以

下の 3 つの表から構成されている。 
  純費用計算書 
（tableau des charges nettes） 

経常費用、移転費用、財務費用の純額を示

す。 
  統治権的収益計算書 
（tableau des produits régaliens net） 

税、罰金等の収益の純額を示したもの。 

  最終期間損益計算書 
（ tableau de détermination du solde des opérations de 
l’exercice） 

純費用と統治権的収益の差額を示したもの。 

現金収支計算書 
（tableau des flux de trésorerie） 

業務活動、投資活動、財務活動に区分してキ

ャッシュ・フローを表示。 
附属明細表 
（annexe） 

資産の明細、負債の明細、費用の明細等。 

資料）LOLF 条文、フランス中央政府会計基準。 

 

 

各財務書類は次のような内容になっている。 
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図表 1-2- 23 国の貸借対照表／純資産計算書 

（Le bilan de l’État / tableau de situation nette） 

（英訳：Statement of financial position） 
N 期 N-1 期 N-2 期 

 
総額 減価償却 

または減損 純額 純額 純額 

固定資産 
ACTIF IMMOBILISE 

     

 無形固定資産 
 Immobilisations incorporelles 

     

 有形固定資産 
 Immobilisations corporelles 

     

 金融資産 
 Immobilisations financieres 

     

固定資産合計 
Total actif immobilise 

     

流動資産（現金当座資産を除く） 
ACTIF CIRCULANT（hors tresorerie） 

     

 棚卸資産 
 Stocks 

     

 債権 
 Creances 

     

 税金・罰金の未納分 
 Redevables 

     

   売掛金 
   Clients 

     

   その他 
   Autres creances 

     

 前払費用 
 Charges constatees d’avance 

     

流動資産合計 
Total actif circulant（hors tresorerie） 

     

現金当座資産 
TRÉSORERIE 

     

 現金当座資産 
 Fonds bancaires et fonds en caisse 

     

 収納・支払中の割引額 
 Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement 

     

 その他の現金当座資産 
 Autres composantes de trésorerie 

     

 現金当座同等物 
 Équivalents de trésorerie 

     

現金当座資産合計 
Total trésorerie 

     

修正勘定 
Comptes de regularisation 

     

資産総計（Ⅰ） 
TOTAL ACTIF（I） 

     

金融負債 
DETTES FINANCIERES 

     

 流通証券 
 Titres negociables  

     

 非流通証券 
 Titres non negociables 

     

 その他の借入金 
 Autres emprunts 

     

金融負債合計      
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Total dettes financieres 

非金融負債（現金当座負債は除く） 
DETTES NON FINANCIERES（hors tresorerie） 

     

 経常負債 
 Dettes de fonctionnement 

     

 移転負債116 
 Dettes d’intervention 

     

 未収収益 
 Produits constates d’avance 

     

 その他の非金融負債 
 Autres dettes non financieres 

     

非金融負債合計 
Total dettes non financieres 

     

リスク・費用性引当金 
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

     

 リスク性引当金 
 Provisions pour risques 

     

 費用性引当金 
 Provisions pour charges 

     

リスク・費用性引当金合計 
Total provisions pour risques et charges 

     

その他の負債（現金当座負債は除く） 
AUTRES PASSIFS（hors tresorerie） 

     

その他の負債合計 
Total autres passifs 

     

現金当座負債 
TRESORERIE 

     

 国庫やその他の法人 
 Correspondants du Tresor et personnes habilitees 

     

 その他 
 Autres 

     

現金当座負債合計 
Total tresorerie 

     

調整勘定117 
Comptes de regularisation 

     

負債総計（Ⅱ） 
TOTAL PASSIF（hors situation nette）（II） 

     

前期繰延 
Report des exercices anterieurs 

     

再評価・統合による乖離 
Ecarts de reevaluation et d’integration 

     

年次損益 
Solde des operations de l’exercice 

     

純余剰（Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ） 
SITUATION NETTE（III=I-II） 

     

資料）フランス中央政府会計基準（2009）p.25。訳出は加藤達彦委員。 

                                                        
116 国民所得会計上の分類である移転支出（Dépenses d’intervention）を公会計上に置き換えれば、現金主

義を発生主義に転換しなければならないので移転費用という概念を使わざるを得ず、またこれに関連

して移転負債概念も同様に使わざるを得ない。 
117 特定年度に実際に関連する費用・収益を当該年度に帰属させるために費用収益の期間配分を行うため

の勘定。 
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図表 1-2- 24 純費用計算書（tableau des charges nettes） 

（英訳：Net expenses statement） 
純費用計算書 N 期 N-1

期 
N-2
期 

 人件費 
 Charges de personnel 

   

 購買・在庫品の変動・外部給付 
 Achats, variations de stocks et prestations externes 

   

 減価償却費・引当損・減損 
 Dotations aux amortissements, aux provisions et aux depreciations 

   

 その他の経常費用 
 Autres charges de fonctionnement 

   

直接経常費用小計（Ⅰ） 
Total charges de fonctionnement direct（I） 

   

 公的サービスの経費に対する国庫補助金 
 Subventions pour charges de service public 

   

 引当損 
 Dotations aux provisions 

   

間接経常費用小計（Ⅱ） 
Total charges de fonctionnement indirect（II） 

   

経常費用総額合計（Ⅲ=Ⅰ+Ⅱ） 
Total charges de fonctionnement（III=I+II） 

   

 販売・サービスの供与 
 Ventes de produits et prestations de service 

   

 在庫品・資産の製造 
 Production stockee et immobilisee 

   

 引当金・減損の戻入 
 Reprises sur provisions, sur depreciations 

   

 その他の収益 
 Autres produits de fonctionnement 

   

純
経
常
費
用

 
C

H
A

R
G

E
S 

D
E

 F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T 
N

E
T

T
E

S 

経常収益合計（Ⅳ） 
Total produits de fonctionnement（IV） 

   

経常費用純額合計（Ⅴ=Ⅲ-Ⅳ） 
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES（V=III-IV） 

   

 家計への移転 
 Transferts aux menages 

   

 企業への移転 
 Transferts aux entreprises 

   

 地方自治体への移転 
 Transferts aux collectivites territoriales 

   

 その他の自治体への移転 
 Transferts aux autres collectivites 

   

 国の債務保証からの出費 
 Charges resultant de la mise en jeu de la garantie de l’Etat 

   

 引当損・減損 
 Dotations aux provisions et aux depreciations 

   

移転費用合計（Ⅵ） 
Total charges d’intervention（VI） 

   

 第三者からの寄与 
 Contributions recues de tiers 

   

 引当金・減損の戻入 
 Reprises sur provisions et sur depreciations 

   

純
移
転
費
用

 
H

A
R

G
E

S 
D

’I
N

T
E

R
V

E
N

T
IO

N
 N

E
T

T
E

S 

移転収益合計（Ⅶ） 
Total produits d’intervention（VII） 

   

移転費用純額合計（Ⅷ=Ⅵ-Ⅶ） 
TOTAL CHARGES D’INTERVENTION NETTES（VIII=VI-VII） 
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 支払利息 
 Interets 

   

 為替変動による損失 
 Pertes de change liees aux operations financieres 

   

 減価償却・引当損・減損 
 Dotations aux amortissements, aux provisions et aux depreciations 

   

 その他の財務費用 
 Autres charges financieres 

   

財務費用合計（Ⅸ） 
Total charges financieres（IX） 

   

 資産からの収益 
 Produits des creances de l’actif immobilise 

   

 為替変動による収益 
 Gains de change lies aux operations financieres 

   

 引当損・減損の戻入 
 Reprises sur provisions, sur depreciations 

   

 その他の収益 
 Autres interets et produits assimiles 

   

純
財
務
費
用

 
C

H
A

R
G

E
S 

FI
N

A
N

C
IÈ

R
E

S 
N

E
T

T
E

S 

財務収益合計（Ⅹ） 
Total produits financiers（X） 

   

財務費用純額（ⅩⅠ=Ⅹ-Ⅸ） 
TOTAL CHARGES FINANCIERES NETTES（XI=IX-X） 

   

費用総額（ⅩⅡ=Ⅴ+Ⅷ+ⅩⅠ） 
TOTAL DES CHARGES NETTES（XII=V+VIII+XI） 

   

資料）フランス中央政府会計基準（2009）p.26。訳出は加藤達彦委員。 
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図表 1-2- 25 統治権的収益計算書（tableau des produits régaliens nets） 

（英訳：Net sovereign revenues statement） 
統治権的収益計算書 N 期 N-1

期 
N-2
期 

 所得税 
 Impot sur le revenu 

   

 法人税 
 Impot sur les societes 

   

 給与税 
 Taxe sur les salaires 

   

 ガソリン税 
 Taxe interieure sur les produits petroliers 

   

 付加価値税 
 Taxe sur la valeur ajoutee 

   

 登録税・印紙税・その他の間接税 
 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 

   

 その他税やそれに類する収益 
 Autres produits de nature fiscale et assimiles 

   

税収益純額合計（ⅩⅢ） 
TOTAL PRODUITS FISCAUX NETS （XIII） 

   

 罰金・その他の罰則 
 Amendes et autres penalites 

   

その他の統治権的収益純額合計（ⅩⅣ） 
TOTAL AUTRES PRODUITS REGALIENS NETS （XIV） 

   

 GNP を基礎にしたヨーロッパ連合の予算に対する負担分 
 Contribution au budget de l’Union Europeenne basee sur le produit national brut 

   

 付加価値税を基にしたヨーロッパ連合の予算に対する負担分 
 Contribution au budget de l’Union Europeenne basee sur la taxe sur la valeur ajoutee 

   

ヨーロッパ連合の予算に対する負担合計（ⅩⅤ） 
TOTAL CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L’UNION EUROPEENNE BASEES SUR LE 
PRODUIT NATIONAL BRUT ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE （XV） 

   

統治権的収益純額合計（ⅩⅥ=ⅩⅢ+ⅩⅣ-ⅩⅤ） 
TOTAL PRODUITS REGALIENS NETS （XVI = XIII+XIV-XV） 

   

資料）フランス中央政府会計基準（2009）p.27。訳出は加藤達彦委員。 
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図表 1-2- 26 当期損益計算書 

（tableau de détermination du solde des opérations de l’exercice） 

（英訳：Net operating surplus/Deficit statement for the period） 
当期損益計算書 N 期 N-1

期 
N-2
期 

 経常費用純額（Ⅴ） 
 Charges de fonctionnement nettes （V） 

   

 移転費用純額（Ⅷ） 
 Charges d’intervention nettes （VIII） 

   

 財務費用純額（ⅩⅠ） 
 Charges financieres nettes （XI） 

   

費用純額（ⅩⅡ） 
CHARGES NETTES （XII） 

   

 税収益純額（ⅩⅢ） 
 Produits fiscaux nets （XIII） 

   

 その他の統治権的収益純額（ⅩⅣ） 
 Autres produits regaliens nets （XIV） 

   

 ヨーロッパ連合の予算に対する負担分（ⅩⅤ） 
 Contributions au budget de l’Union europeenne basees sur le produit national brut et la taxe sur la valeur 
ajoutee （XV） 

   

統治権的収益純額（ⅩⅥ） 
PRODUITS REGALIENS NETS （XVI） 

   

当期損益（ⅩⅦ=ⅩⅥ-ⅩⅡ） 
SOLDE DES OPERATIONS DE L’EXERCICE （XVI-XII） 

   

資料）フランス中央政府会計基準（2009）p.27。訳出は加藤達彦委員。 
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図表 1-2- 27 現金収支計算書（tableau des flux de trésorerie） 

（英訳：Cash flow statement） 
現金収支計算書 N 期 N-1

期 
N-2
期 

 収納 
 ENCAISSEMENTS 

   

  販売・サービスの供与 
  Ventes de produits et prestations de service encaissees 

   

  その他の経常収入 
  Autres recettes de fonctionnement 

   

  税金 
  Impots et taxes encaisses 

   

  その他の統治権的収入 
  Autres recettes regaliennes 

   

  介入による収入 
  Recettes d’intervention 

   

  受取利息・受取配当 
  Interets et dividendes recus 

   

  その他の収入 
  Autres encaissements 

   

 支払 
 DECAISSEMENTS 

   

  人件費 
  Depenses de personnel 

   

  購買・外部給付 
  Achats et prestations externes payes 

   

  税の還付と修正 
  Remboursements et restitutions sur impots et taxes 

   

  その他の経常支出 
  Autres depenses de fonctionnement 

   

  公的サービスの経費に対する国庫補助金 
  Subventions pour charges de service public versees 

   

  移転支出 
  Depenses d’intervention 

   

  国の債務保証による支出 
  Versements resultant de la mise en jeu de la garantie de l’Etat 

   

  支払利息 
  Interets payes 

   

  その他の出納 
  Autres decaissements 

   

営
業
活
動
に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

 

営業活動に関するキャッシュ・フロー（Ⅰ） 
FLUX DE TRESORERIE NETS LIES A L’ACTIVITE （I） 

   

 資産の取得 
 ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS 

   

  有形・無形固定資産 
  Immobilisations corporelles et incorporelles 

   

  金融資産 
  Immobilisations financieres 

   

 資産の譲渡 
 CESSIONS D’IMMOBILISATIONS 

   

  有形・無形固定資産 
  Immobilisations corporelles et incorporelles 

   

  金融資産 
  Immobilisations financieres 

   

投
資
活
動
に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

 
フ
ロ

ー
 

投資活動に関するキャッシュ・フロー（Ⅱ） 
FLUX DE TRESORERIE NETS LIES AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT 
（II） 
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 国債の発行 
 EMISSIONS D’EMPRUNT 

   

  長期債 
  OAT 

   

  中期利付債 
  BTAN 

   

  割引債の残高 
  Solde des BTF 

   

 国債の償還（短期債を除く） 
 REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS （HORS BTF） 

   

  譲渡性証券 
  Dette negociable 

   

   長期債 
   OAT 

   

   中期利付債 
   BTAN 

   

  非譲渡性証券 
  Dette non negociable 

   

 金融派生商品に関するフロー 
 FLUX LIES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME 

   財
務

活
動

に
関
す
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー

 

財務活動に関するキャッシュ・フロー（Ⅲ） 
FLUX DE TRESORERIE NETS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT （III） 

   

キャッシュ・フローの変動高（Ⅳ=Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ=Ⅵ-Ⅴ） 
VARIATION DE TRESORERIE （IV=I+II+III=VI-V） 

   

期首キャッシュ・フロー残高（Ⅴ） 
TRESORERIE EN DEBUT DE PERIODE （V） 

   

期末キャッシュ・フロー残高（Ⅵ） 
TRESORERIE EN FIN DE PERIODE （VI） 

   

資料）フランス中央政府会計基準（2009）p.28。訳出は加藤達彦委員。 

 

 

政府一般計算書は 15 の会計基準と概念フレームワークの下に作成されており、2006 年

度期首貸借対照表から、それまでにない多くの資産・負債項目が評価の上、計上されてい

る。基準が異なるため厳密な比較はできないが、2005 年度末財務行政一般計算書の貸借対

照表と比較すると、まず資産においては新たに無形固定資産が 260 億ユーロ追加されたほ

か、有形固定資産も 1,090 億ユーロから 2,320 億ユーロへと大幅に増加している。有形固

定資産は 50％が道路インフラ、23％が軍事施設、22％が建物とこれらで大半を占めている。

道路インフラや古い建物等を除き減価償却の対象となっている。金融資産（国の資本参加

を中心とする）も 1,390 億ユーロから 1,680 億ユーロに増えている。棚卸資産が新たに 320

億ユーロ加わっている。負債では引当金が新たに 500 億ユーロ加わっている。その他債務

（法人税の前払い等）が 230 億ユーロから 930 億ユーロに増加している。なお、財務行政

一般計算書の時代から継続してマイナスの純資産を計上している。 
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図表 1-2- 28 LOLF 期首貸借対照表への変化 
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資料）Synthèse：les comptes de l’État 2006 
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1.2.4.4 政府会計基準 

LOLF 会計改革のために作成された「政府会計基準集成」（Recueil des Normes 

Comptables de l'État）は 2004 年 5 月 21 日アレテにより制定され、2007 年 4 月 17 日、2008

年 3 月 13 日、2009 年 3 月 11 日アレテにより修正されている。同集成は概念フレームワー

クと 15 の会計基準、用語集からなる。 

概念フレームワークはまず LOLF の条文を再確認し、予算会計と区別された一般会計の

基準を定めるものであること、前者は現金主義、後者は発生主義によること、政府活動の

特殊性に起因する場合以外は企業会計基準と区別されないことを掲げている。同集成の参

照基準はフランス会計規則委員会、IFAC 公共部門委員会、IASB となっており、プラン・

コンタブル・ジェネラルのみを参照基準としてきた従来のフランス政府会計とは異なるポ

ジションとなっている。 

政府活動の重要性と特殊性から政府会計基準の前提となる仮説やそこから導かれる基本

概念、政府財務情報の範囲と限界が概念フレームワークで示される。純資産を示す貸借対

照表には政府の場合、以下のような特別の配慮を必要とする。 

 

―政府の権利義務の多様性と膨大さから財務状況に顕著な影響を与える要因しか計上

されておらず、従って純資産は（絶対額ではなく）増減や構成の変化にしか意味が

ない。 

―資本金の不在。 

―超長期の耐用年数を持つ資産の評価の問題。 

―主権や課税権といった特殊な無形固定資産の問題。 

―これも主権に関わるが「最後の貸し手」等の政府の特殊な役割が簿外債務の形で処

理される。 

 

損益も企業のように棚卸資産が製品として実現した時点で会計年度の帰着を行うことが

できない。 

財務諸表は貸借対照表、損益計算書、現金収支計算書、附属明細表から構成される。純

資産概念の限界から債務弁済能力の診断に用いることは慎重を要する。 

会計原則については、合規性、誠実性、真実かつ公正な概観、会計年度独立、継続企業、

会計方法の継続性、情報品質の原則からなる。 

会計の範囲は法人格の存在に依拠しているため、別個の法人として独立していない限り

は政府の活動として全て含められる。予算において運営手段の交付が許可される全ての事

業や組織であり、特別会計や企業会計118（付属予算）を含む。他方公施設法人やほかの法

                                                        
118 既に述べたように、LOLF 以前には特別会計は統合されていたが企業会計との連結はできていなかっ

た。 
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人格を持つ組織を除く。政府出資企業を連結会計の形で包含することは行われておらず、

出資金が政府会計上に計上されるのみである。（ちなみに概念フレームワークに記述はな

いが、社会保障会計は別立てとなっており、独自の会計基準が定められ、独自の保証型監

査が行われている。） 

以上のような概念フレームワークの記述ののち、以下のような 15 の会計基準が展開さ

れる。①財務諸表、②費用、③統治権的収益、④経常収益、移転収益、財務収益、⑤無形

固定資産、⑥有形固定資産、⑦金融資産、⑧棚卸資産、⑨流動資産、⑩政府当座資金の構

成要素、⑪金融債務と金融派生商品、⑫危険・費用引当金、非金融債務、その他債務、⑬

附属明細書に記すべき簿外債務、⑭会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬、⑮会計閉

鎖後の事象。 

以下に特筆すべき点のみを付記する。①財務諸表においては、まず純資産表の形式で貸

借対照表が提示される。損益計算書は 3 つに分割され、純費用計算書、統治権的収益計算

書、当期損益計算書の 3 つから構成される。現金収支計算書（キャッシュ・フロー表）が、

営業活動に関わるキャッシュ・フロー、投資活動に関わるキャッシュ・フロー、財務事業

に関わるキャッシュ・フローの 3 区分で表示される。これに付属明細表が加わり、簿外債

務のほか、予算会計と一般会計の乖離等が説明される。 

②費用は経常費用、移転費用、財務費用に分かれ、特別費用は存在しない。これについ

ては④の収益も同様である。ただし外郭団体に国の事業を行わせるための補助金は経常費

用（間接経常費用）に含めている。③は税等の公的負担を指すが、課税標準や税額への控

除等を考慮し、粗収益と純収益が計上される。認識は課税要件発生時を原則とするが、評

価の便宜の点から申告や徴収命令書発行時点等後の時点もとられる。 

⑥有形固定資産においては、その範囲を所有でなく「コントロール」に置いており、リ

ースや PFI（concession）等所有しない資産も含まれる。政府の範囲外で政府のコントロー

ルが及んでいる資産の統合、連結は今後の課題となっている。評価は原則が取得原価主義

だが、それが得られない場合は市場価値、あるいは取替価値等が用いられる。伝統的建造

物等は減価償却によらず、毎年市場価値を参照して再評価を行う。道路は減耗・取替費用

を原則とし、粗建設費を資産計上しつつ、解体費用を減耗として計上する。芸術作品は象

徴的価値を期首貸借対照表に計上し、新規獲得は取得原価とする。 

 

社会保障の予算・財務諸表・監査証明 

 フランスでは今日社会保障会計は議会の予算審議の対象となっており、かつこれに対して財

務諸表が作られ CDC の監査証明の対象となる点で、LOLF と全く同様の扱いを受けている。 

 社会保障予算法は 1996 年 2 月 22 日の憲法改正により、議会審議の対象となることになっ

た。ただし政策の大きな方針と資金調達方法について決定するものであり、収入と支出を具体

的に決定する場ではなかった。なお、社会保障予算にも決算報告に相当するものが存在し、

CDC が作成して提出する規定がある（財政裁判所法典 LO132-3）。 
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 その後 LOLF と対称的な取扱を行うことを意図し、2005 年 8 月 5 日に社会保障予算基本法

（loi organique relative aux lois de financement de la Sécurité sociale：LOLFSS）が制定される。

「目標」と「成果」を検証する枠組が含まれていることと 4 年次にわたる財政計画を含んでい

ることが大きな特徴である。 

 この LOLFSS の枠組の下で、社会保障に関する財務諸表の作成と、CDC による監査証明報告

書の作成が制度化されている。LOLF と同様、CDC は除外事項を伴う監査意見を表明してい

る。 

 このようにフランスでは社会保障会計に関しては、独自の予算、独自の財務諸表、独自の監

査証明手続が確立してきており、政府予算本体とは連結されていない。 
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1.2.4.5 国のプラン・コンタブル 

 LOLF 改革も国のプラン・コンタブルを作成している。一般会計は予算執行時に予算会

計と同時に計上されるため、かつてのような月末、年度末の再調整は必要ない。従ってク

ラス 9 は必要なく、また予算補助簿も使われない。他方で附属明細書に付される簿外債務

のためにクラス 8 が起こされていることが特徴的である。 

 

図表 1-2- 29 国のプラン・コンタブル（LOLF） 

クラス 1：純資産、危険・費用引当金、債務その他 

クラス 2：固定資産勘定 

クラス 3：棚卸資産、仕掛品、出納機関内部操作 

クラス 4：対人勘定 

クラス 5：財務勘定 

クラス 6：費用 

クラス 7：収益 

クラス 8：簿外債務 

 

 

 発生主義の一般会計が、現金主義の予算会計が執行されると同時に計上される様子を以

下に記述する。コンピュータ化が進んでいるので、政府職員は仕分け等に直接関わること

なく自動的に計上されていく。職員に求められるのは端末への入力だけである。あとは予

算会計では支出負担行為許可の消費と支払授権の消費、一般会計ではまずサービス給付確

認とともに対人勘定計上がなされ、最後に対人勘定を借方で相殺して支払手段勘定で資産

の減少を記録する。これらは全て自動的に行われる。 

 

図表 1-2- 30 情報システム Chorus 入力による一般会計への自動的記帳 

 Chorus 入力 予算会計への影響 一般会計への影響 

契約管理者 ワ ー ク フ ロ ー 中 の

「注文」＋リターン 
影響なし  

契約責任者 ワークフロー中の契

約の確認・拒否・修

正 

契約記載金額分の支

出負担行為許可消費 
 

支払命令管理者 サービス給付の確認 影響なし 借方 6xx / 2xx 
貸方 4x8 

支払命令責任者 ワークフロー中の支

払 命 令 の 確 認 ・ 拒

否・修正 

影響なし  
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 Chorus 入力 予算会計への影響 一般会計への影響 

ワークフロー中の支

払命令の査証・確認 
契約記載金額分の支

出負担行為許可消費

（フロー4 の場合の

み） 

借方 4x8 
貸方 4x1 

出納機関 

バッチ（一括）処理

の後、支払命令の支

払 

支払授権の消費 借方 4x1 
貸方 支払手段勘定 

資料）Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Exécution de la dépense Macro 
processus n°3 ：Fascicule descriptif à macro-maille, Edition de janvier 2009, p111, “6.8. Schéma « 
Transcription dans les comptabilités des données saisies dans le SI Chorus” 

注 1）フロー4 とは電話代、電気代のような契約により事前に消費額が明確にならない項目であり、例外

的に支払命令発行の段階で支出負担行為許可消費（予算会計）を行い、サービス給付の確認（一般

会計）を行う。 
注 2）クラス 6（6xx）は費用、クラス 2（2xx）は固定資産、4x8 勘定も 4x1 勘定もクラス 4 の対人勘定

（売掛金、買掛金的項目を管理する）だが、4x1 勘定が従来から使われてきた代表的なクラス 4 勘

定であり、4x8 勘定は 4x1 勘定に「請求書未着」という但し書きがついたものである。従来はサー

ビス給付後請求書を受けて現物と照らし合わせて確認（調定）の後、支払命令を出す段階で認識を

行っていたが、これをサービス給付段階に前倒ししたため、このような工夫が必要になっている。

また、支払手段勘定については明確な記載がないが、クラス 5 の預金等の諸勘定における資産減少

の計上を意味するものと思われる。 

 

 

 予算執行段階における政府職員の端末入力により、一般会計の記帳が行われるので、以

前のように年度末や月末の再調整を必要としない。 

 プラン・コンタブルの法体系の中での位置付けは今日も揺らぐことはなく、その規定な

くして公会計制度の具体的な運用は不可能である。しかしその重要性に関してはフランス

では意識、関心が近年では低下している。民間では国際会計基準との整合性がより意識さ

れ、フランス独自の会計基準であったプラン・コンタブル・ジェネラルは議論の背景に遠

のいている。 

 プラン・コンタブル・ジェネラルはまた、会計を経済政策の道具として活用しようとし

た時代には盛んに議論されたテーマであるが、今日では経済政策が市場に積極的に介入す

ることは控えられるようになっており、この点からも重要性が低下している。 

 今日公会計と国民所得会計との整合性というテーマはナショナルな次元ではなく、EU

基準との関連性で論じられるようになってきている。99 年の公会計改革では SEC95

（ESA95）との整合性が強く意識されていたが、財政赤字や債務残高の GDP 比に関する各

国間の基準を統一したり、ごまかしを排除するため、公会計に対する発生主義化が加盟国

に対して強く求められるようになってきている。このように公会計と国民所得会計の間の

整合性という問題状況は今でも重要だが、その次元はプラン・コンタブルといったテーマ

とは別のところで論じられるようになってきている。 
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2 ドイツ・フランスの会計検査院における財務書類の検査とその

結果の報告 

2.1 ドイツ会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告 
2.1.1 会計検査の沿革 

2.1.1.1 1969 年財政法改革までの会計検査制度の形成 

2.1.1.1.1 形成過程俯瞰の意義 

 会計検査制度はその成立以来、制度的連続性を有しているため、ほかの制度とは異なり、

会計検査院の地位や機能等、歴史的な変遷をたどることは非常に有益であるとされる119。

1995 年ドイツ国法学者大会における「会計検査院による行政のコントロール」の基でなさ

れた報告においては、「憲法は変わる。されど会計検査は残る（Verfassungsrecht vergeht, 

rechnungsprüfung besteht）。」というテーゼが出され120、質疑においても盛んな議論を呼ん

だ。このように、会計検査制度に関しては、もちろん憲法の変遷により制度的変更を受け

るものの、既に絶対君主制下においてですら独立のコントロール機能の必要が認められた

ように、その制度的本質は現在まで受け継がれているものと評されている121。 

 

2.1.1.1.2 絶対君主制下 

 ドイツにおいて現在の会計検査院の起源となるのは、1714 年のプロイセンにおける総合

会計局（General-Rechen-Kammer）の設立である。以後、今日まで間もなく 300 年を迎える

歴史の中で、その地位、任務、内部組織、権限等につき様々な変遷をたどることになるが、

その中心的問題は、君主あるいは行政府との制度的関係、言い換えると独立か行政府への

組入れかという点に収斂される122。これは本稿の主題を考察する際に必要な前提理解にも

関わる。 

 この総合会計局は君主に直属の機関であり、君主以外の国家機関に対して独立性を保持

していたという123。その後一旦直属の地位を失うが、1786 年に独立の地位を回復し、上級

会計局（Oberrechnungskammer）と呼ばれる機関となる124。もっとも、このときには、国家

宰相の指揮下には置かれ、正式に国家官庁としての地位を得るのは 1810 年のことであり
125、勅令により君主直属の地位を回復するのは 1824 年のこととなる。この地位はプロイ

セン王国の終焉まで維持され126、上級会計局の高い名声が、絶対君主制下から立憲君主制

                                                        
119 Klaus Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd.Ⅱ, 1980, S.407ff., S.410. 
120 Christoph Degenhart, Kontrolle der Verwaltung durch Rechnungshöfe, VVDStRL 55, 1996, S.192. 
121 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.410. 
122 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.411. 
123 Klaus Grupp、Die Stellung der Rechnungshöfe in der Bundesrepublik Deutschland, 1972, S.16ff. 
124 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.411. 
125 Grupp, a.a.O.（Anm.5）, S.82. 
126 Grupp, a.a.O.（Anm.5）, S.82. 
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下においても会計検査制度を引き継がせることとなったと評されている127。 

 

2.1.1.1.3 立憲君主制下 

 立憲君主制の時代に入り、1848 年のプロイセン欽定憲法により（第 103 条）、初めて会

計検査機関に憲法上の根拠が与えられる。プロイセン欽定憲法第 103 条は、「予算の超過

支出には、官房の事後的な承認を必要とする。国家予算の決算は、上級会計局によって検

査され確認される。毎年度の国家予算の決算は国家債務の監督を含み、上級会計局によっ

て国家政府の責任解除のために官房に提示される。上級会計局の設立及び権限については

特別法で規定される。」と規定されている128。さらに 1850 年の修正憲法では、「所見

（Bemerkungen）」を提示すべきことが加えられている（第 104 条）129。 

 1850 年の憲法第 104 条第 3 文により求められた「上級会計局の設立と権限に関する法

律」は 1872 年に成立し、その第 1 条において「上級会計局は、君主に直属し、大臣に対

して独立の官庁とする。上級会計局は、国家の収入と支出、国家財産の増加と減少、国家

債務の管理に関し、会計を検査・確認し、もって国家予算のコントロールを行う。」と規

定された。また、第 5 条で構成員の裁判官的独立性が規定され130、合議制も明示された131。 

 

2.1.1.1.4 北ドイツ連邦・ドイツ帝国時代 

 1867 年の北ドイツ連邦憲法においては、決算書作成（Rechnungslegung）についての規定

こそ置かれたが（第 72 条）、会計検査の制度に関する規定は置かれなかった。それは、

対象となる機関の多くがプロイセンのそれであるという事情が働いたものと解されている
132。連邦予算のコントロールは、法律によってプロイセンの上級会計局に委ねられ、この

とき上級会計局が「北ドイツ連邦の会計検査院（Rechnungshof）」と呼ばれている133。 

 これは、1871 年のドイツ帝国憲法においても同様で、ドイツ帝国における 1871 年の法

律は、やはり北ドイツ連邦の法律に倣い、帝国財政のコントロールをプロイセンの上級会

計局に委ね、上級会計局はその限りでドイツ帝国の会計検査院134として活動した135。この

とき、皇帝直属の地位は最初から享受し、これが後のワイマール共和国下のライヒ136予算

法に引き継がれていく137。 

                                                        
127 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.411. 
128 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.412, Grupp, a.a.O.（Anm.5）, S.42ff. 
129 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.412. 
130 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.412. 
131 Walter Krebs, Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen, 1984, S.85. 
132 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.413. 
133 Friedrich von Pfuhlstein. Der Weg von der preußischen Generalrechenkammer zum Bundesrechnungshof, in: 

Bundesrechnungshof（Hrsg.）, 250 Jahre Rechnungsprüfung, S.7ff.、66. 
134 「会計検査院（Rechnungshof）」の呼称は 1871 年以来、ドイツ全体に拡がったといわれる。Stern, 

a.a.O.（Anm.1）, S.413. 
135 Stern, a.a.O.（Anm.1）, S.413. 
136  Reich。国の意 
137 Grupp, a.a.O.（Anm.5）, S.82. 
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2.1.1.1.5 ワイマール共和国 1922 年ライヒ予算法 

 ワイマール憲法は、その第 86 条で「ライヒ財務大臣は、全てのライヒの歳入の使途に

関して、ライヒ政府の責任解除のために、次の会計年度中に、決算をライヒ参議院及びラ

イヒ議会に提出する。決算の検査については、ライヒ法律で規定する」とし、従前の憲法

の規定が決算書作成の規定しか置かなかったのに対し、その検査の任務を規定した点が異

なる。これを受け制定された 1922 年のライヒ予算法は、会計検査院の法的地位と任務に

ついて規律する。すなわち、第 87 条で会計検査院に全てのライヒの予算の執行の監督が

委ねられ、第 118 条で、会計検査院にライヒ政府から独立し法律にのみ服する最高官庁の

地位が規定されることになる。 

 さらに、ライヒ予算法第 107 条第 1 項では、会計検査院は所見をライヒ財務大臣を経由

してライヒ議会及びライヒ参議院提出することが規定され、これにより会計検査院と両議

院との制度的なつながりが構築されることとなった。所見には、①予算計算書

（Haushaltsrechnung）に呈示された金額が金庫の会計におけるそれと一致あるいは合規的

と証明できるかどうか、②予算と相違があるかどうか、あるとすればどのようなものか、

法違反があるかどうか、③議会の承認が欠けている超過支出または臨時支出があるかどう

か、それらが不当に記載がなされていないかどうかにつき、記される必要があるとされた

（第 107 条第 1 項）。 

 なお、第 26 条では、予算の手段は「経済的及び節約的に」使用されなければならない

旨、また第 96 条第 1 項第 3 号においては、行政は、収入の獲得及び徴収、資金の使用及

び消費、財産の獲得、利用及び譲渡に際して、現行法令に従い、行政原則及び「経済性」

を考慮して手続しなければならない旨が規定され、法律に「経済性」の文言が登場する。

「行政の経済性のための連邦委託官（Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der 

Verwaltung）」の前身である経費節約委員（Reichssparkommissar）の創設もこの 1922 年に

遡る。 

 

2.1.1.1.6 戦後基本法第 114 条 

 これらの規定が改変されまたは実質を失うナチス政権下、そして占領下の時代を経て138、

1949 年に基本法が制定される。会計検査制度に関する規定は第 114 条であり、そこでは、

「①連邦財務大臣は、連邦議会及び連邦参議院に、全ての収入及び支出並びに資産及び債

務について、年度ごとに決算を提出しなければならない。 ②決算は、裁判官的独立性を

有する構成員によって組織される会計検査院が、これを検査する。一般予算の決算並びに

資産及び債務の一覧は、連邦政府の責任を解除するために、次の会計年度中に、会計検査

院の所見とともに、連邦議会及び連邦参議院に提出されなければならない。決算の検査に

                                                        
138 石森久広「戦後ドイツにおける連邦会計検査院の設立過程<研究ノート>」アドミニストレーション 2

巻 3 号（1995 年）151 頁以下参照。 
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ついては、法律でこれを定める。」と規定された。1950 年には連邦会計検査院法

（Bundesrechnungshofgesetz：BRHG）も制定され、①連邦政府に対して独立した、法律に

のみ服する最高の連邦官庁としての会計検査院の設立（第 1 条第 2 項）、②検査を実施す

る構成員の裁判官的独立性（第 11 条）等が規定された。なお、ライヒ予算法も新しい法律

が制定されるまで適用されることが規定されている（第 2 条）139。 

 また、連邦行政や予算執行の経済性等に関して勧告や鑑定（Gutachten）を提出する連邦

委託官は、閣議決定に基づき 1952 年以来置かれているものである。 

                                                        
139 1949 年度予算法律 1 条 1 項も同様。 
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2.1.1.2 1969 年財政法改革後の会計検査制度 

2.1.1.2.1 基本法第 114 条改正 

 会計検査に関する基本法第 114 条は、1969 年に改正された。新しい第 114 条は「①連邦

財務大臣は、連邦政府の責任を解除するために、次の会計年度中に、連邦議会及び連邦参

議院に対して、全ての収入及び支出並びに資産及び債務について、決算を提出しなければ

ならない。 ②裁判官的独立性を有する構成員をもって組織される連邦会計検査院は、決

算並びに予算の執行及び経済運営の経済性及び合規性を検査する。連邦会計検査院は、連

邦政府のほか、直接に連邦議会及び連邦参議院に毎年報告しなければならない。その他、

連邦会計検査院の権限は、連邦法律で、これを定める。」と規定された。 

 主な改正点として、まず、「年度ごとに」とされていた連邦財務大臣の決算提出義務が

「次の会計年度中に」とされて、具体化されている。次に第 2 に、会計検査の対象と基準

が「連邦の予算の執行及び経済運営の経済性及び合規性」と明示された。これにより憲法

上初めて「経済性」が規定された。そして第 3 に、会計検査院の所見が連邦政府だけでな

く「直接に」「連邦議会及び連邦参議院にも」提出されなければならないこととなった。

これにより、1850 年のプロイセン憲法以来、政府を通じて議会に報告されていた会計検査

院の所見が、直接に議会へ報告されるよう明記された。さらに第 4 に、連邦会計検査院の

権限が連邦法律によって規定されるとされ、そのほかの任務についても憲法の関心の及ぶ

ところとなった点を付け加えうる。 

 

2.1.1.2.2 1985 年連邦会計検査院法改正 

 これを受け、予算原則法（HGrG）及び連邦予算規則（BHO）が制定され、また連邦会

計検査院法の改正が促された。会計検査と責任解除に関する規定は、HGrG は第 42 条以下、

BHO は第 88 条以下がこれにあたり、これらの規定により、連邦会計検査院の活動が具体

化される。ただし、このときには、連邦会計検査院の組織に関する新しい規律は成立せず、

それは 1985 年まで待つことになる。この間は、なおライヒ予算法の第 5 章の規定、及び

1950 年の連邦会計検査院法の規定が妥当していた。ようやく 1985 年に成立した新しい連

邦会計検査院法の特徴的な改正点は、連邦会計検査院が立法府に引き寄せられた点である。

それまで連邦財務大臣の副署のもと連邦大統領によって任命されていた院長及び副院長人

事が、連邦政府の推薦にはよるが、連邦議会及び連邦参議院における投票で選ばれた者が

連邦大統領により任命する方法に変更された（第 5 条第 1 項）。立法府の関与が強められ、

会計検査院の地位が行政府と立法府のより中間に引き寄せられたと評価され得る。 

 

2.1.1.2.3 1990 年代以降の主要な法改正 

 1990 年代に入り、予算法は再び改正の対象となる。主要なものとして、1997 年には

HGrG が改正され、改正前の第 6 条が「経済性及び節約性、便益・費用調査」であったと
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ころ、改正後は「経済性及び節約性、原価及び給付計算」に変更され、併せて「経済性調

査（Wirtschaftlichkeitsuntersuchung）」が要求されている。これについては、「便益・費用

調査」は十分な実効性があったとはいえず、新制御モデル概念に基づく行政運営そのもの

を見直す観点から管理会計システムを導入することによって、その中で予算運営の評価を

行うことをめざしたものであり140、また、コントローリング概念との結合によって、予算

及び会計制度と戦略的意思決定手段としての管理会計との関係における分析用具という意

味を持つようになったとの分析がなされている141。なお、これに伴い、2001 年、従来の

BHO の暫定規則（財務省令）が、新たに「BHO のための共通行政規定」に衣替えしてい

る。 

 次に、会計制度の改革として注目されるのが、1997 年改正後の HGrG 第 33a 条であり、

同条では、従来の「記帳・証明義務」に「商法典の諸原則に基づく簿記及び会計」が加え

られている。もっとも、この規定は複式簿記を択一的に導入するものではなく、複式簿記

を従来のカメラル簿記と並んで付加的に適用できるとするもので、法律上の地位に関する

かぎり、カメラル簿記は従来どおり維持されることが確認されることとなったという意味

もあることが指摘されている142。そして、2009 年の「予算原則現代化法」によって、

HGrG に第 49a 条及び第 49b 条が挿入されることとなり、第 49a 条により、連邦及び州は、

カメラル簿記、複式簿記及びプロダクト予算に対する統一的な手続及びデータの基礎の保

証のために、委員会を組織すること、当該委員会は、カメラル予算、複式簿記予算及びプ

ロダクト予算のための標準を策定し、その際、財政上の統計（国民経済のそれを含む）の

要求が顧慮されることを確保する旨の規定がなされ、また第 49b 条により、連邦及び州は、

それらの予算運営の種類とは独立に、財政統計上の要請の充足のために、予算額と実際額

のデータを準備することを確保する旨の規定がなされた。 

 

2.1.1.2.4 現行の財政会計法制 

 1969 年の改正により構築され、現在に至った会計検査制度は、憲法である基本法第 114

条、法律である予算原則法（HGrG）及び連邦予算規則（BHO）の関係規定、並びに財務

省令である連邦予算規則行政規則（VV－BHO）によってその主要な構造を組み立てられ

ている。 

 詳細はそれぞれの関係箇所において示されることとなるので、ここでは、その全体構成

を示すこととする。まず、予算原則法〔Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des 

Bundes und der Länder （Haushaltsgrundsätzegesetz – HGrG） vom 19. 8. 1969 （BGBl I S. 

1273）、zuletzt geändert durch G vom 27. 5. 2010 （BGBl I S. 671）〕の構成は、以下のよう

になっている。 

                                                        
140 亀井孝文『公会計改革論‐ドイツ公会計研究と資金理論的公会計の構築』（白桃書房、2004 年）11

頁。 
141 亀井・前掲 46 頁。 
142 亀井・前掲 36 頁。 
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Teil I Vorschriften für die Gesetzgebung des Bundes und der Länder 
   （連邦及び州の立法のための諸規定） 
 Abschnitt I Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 
        （予算に対する一般規定） 
 Abschnitt II Aufstellung des Haushaltsplans 
        （予算の編成） 
 Abschnitt III Ausführung des Haushaltsplans 
        （予算の執行） 
 Abschnitt IV Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 
        （支払、簿記、決算作成） 
 Abschnitt V Prüfung und Entlastung 
        （検査及び責任解除） 
 Abschnitt VI Sondervermögen des Bundes oder des Landes und bundesunmittelbare oder 

landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 
        （連邦及び州の特別財産並びに連邦または州の公法人） 
Teil II Vorschriften, die einheitlich und unmittelbar gelten 
   （統一的かつ直接に妥当する諸規定） 
Teil III Übergangs- und Schlussbestimmungen 
    （経過規定及び終末規定） 
 

 上記のうち、第 1 章第 5 節の「検査及び責任解除」は次のように構成されている。 
＜第 5 章「検査及び責任解除」＞ 
① 会計検査院の任務（第 42 条） 
② 行政の外部の組織のもとでの検査（第 43 条） 
③ 私法上の企業のもとでの国家活動の検査（第 44 条） 
④ 共同検査（第 45 条） 
⑤ 検査結果（第 46 条） 
⑥ 責任解除、会計検査院の会計（第 47 条） 
 

 次に、連邦予算規則〔Bundeshaushaltsordnung （BHO） vom 19. 8. 1969 （BGBl I S. 

1284）、zuletzt geändert durch G vom 31. 7. 2009 （BGBl I S. 2580）〕の全体構成は、以下の

ようになっている。 
Teil I Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 
    （予算に対する一般規定） 
Teil II Aufstellung des Haushaltsplans 
    （予算の編成） 
Teil III Ausführung des Haushaltsplans 
    （予算の執行） 
Teil IV Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung 
    （支払、簿記、決算作成） 
Teil V Rechnungsprüfung 
    （会計検査） 
Teil VI Bundesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts 
    （連邦の公法人） 
Teil VII Sondervermögen 
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    （特別財産） 
Teil VIII Entlastung 
    （責任解除） 
Teil IX Übergangs- und Schlussbestimmungen 
    （経過規定及び終末規定） 
 

 上記のうち第 5 章「会計検査」から第 8 章「責任解除」までは次のように構成されてい

る。 
＜第 5 章「会計検査」＞ 
① 連邦会計検査院の任務（第 88 条） *HGrG 第 42 条と同内容 
② 検査（第 89 条） 
③ 検査の内容（第 90 条） 
④ 行政の外部の組織のもとでの検査（第 91 条） *HGrG 第 43 条と同内容。 
⑤ 私法上の企業のもとでの国家活動の検（第 92 条） *HGrG 第 44 条と同内容。 
⑥ 共同検査（第 93 条） *HGrG 第 45 条と同内容 
⑦ 検査の時機と種類（第 94 条） 
⑧ 回答義務（第 95 条） 
⑨ 検査結果（第 96 条） *HGrG 第 46 条と同内容。 
⑩ 所見（第 97 条） 
⑪ 損害賠償の要求（第 98 条） 
⑫ 特別重要事項（第 99 条） 
⑬ 検査職員（Prüfungsämter）（第 100 条） 
⑭ 連邦会計検査院の会計（第 101 条） *HGrG 第 47 条と同内容。 
⑮ 連邦会計検査院への情報提供（第 102 条） 
⑯ 連邦会計検査院との協議（第 103 条） 
⑰ 私法上の法人の検査（第 104 条） 
＜第 6 章「連邦の公法上の法人」＞ 
⑱ 原則（第 105 条） 
⑲ 予算（第 106 条） 
⑳ 手数料、分担金（第 107 条） 
○21 予算の承認（第 108 条） 
○22 決算の作成、検査、責任解除（第 109 条） 
○23 運営計画（第 110 条） 
○24 会計検査院による検査（第 111 条） 
○25 特別規定（第 112 条） 
＜第 7 章「特別財産」＞ 
○26 原則（第 113 条） 
＜第 8 章「責任解除」＞ 
○27 責任解除（第 114 条） 
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2.1.2 会計検査院による検査とその結果の報告 

2.1.2.1 全体的傾向 

2.1.2.1.1 検査の報告の法的根拠 

 連邦会計検査院（BRH）の検査の結果は、基本法第 114 条第 2 項及び BHO 第 97 条第 1

項に基づき、毎年、連邦政府の責任解除に対して重要である限りにおいて「所見

（Bemerkungen）」にまとめられ、連邦議会及び連邦参議院並びに連邦政府に直接に送付

される。 

 「所見」には、法律上、掲記されなければならない事項がある。 

すなわち、BHO 第 97 条第 2 項は、 

「所見には、特に次のことが記載されなければならない。 

1 予算計算書及び資産計算書に記載された金額が帳簿に記載された金額と一致する

か、また、検査された収入及び支出が合規的に裏付けられているか 

2 いかなる重要な事例において予算の執行及び経済運営に妥当する規則及び原則が

尊重されなかったか 

3 固有の法的地位を有する企業のもとでの活動の検査からどのような重要な異議が

生じたか 

4 将来、いかなる措置が勧められるか」 

 

2.1.2.1.2 所見（Bemerkungen）の構成 

 毎年度の所見の第 I 部は、前年度の決算を受けた財務検査の結果を提示している。2006

年度～2009 年度の所見を比較すると、毎年ほぼ同様の構成をとっており、1．で決算で記

載される「予算計算書・資産計算書」の検査を、2．で財政の展望に関する報告を、3．で

その年度ごとにテーマを設定した報告を、それぞれ記載している。 

 

図表 2- 1 年次報告（所見）の構成の経年比較 
2009 年度年次報告 08 年度年次報告 07 年度年次報告 06 年度年次報告 

第Ⅰ部 
一般的な財務管理 

第Ⅰ部 
一般的な財務管理 

第Ⅰ部 
一般的な財務管理 

第Ⅰ部 
一般的な財務管理 

1 前年度連邦予算会計・

資産会計の財務検査 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

1.1 前年度会計の責任解

除手続 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

1.2  前年度会計の合規

性・準拠性検査 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

1.3 連邦財政運営のトレ

ンド 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

1.4 純借入、借入権限の

利用 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

1.5 連邦の負債総額は非

統一に示されている 1.5 負債総額 【同 左】 【同 左】 
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1.6 予算超過 【同 左】 【同 左】 【同 左】 
      1.7 補正予算の断念 

      1.8 グローバル支出の減

少 
1.7 未執行分 【同 左】 【同 左】 【同 左】 
1.8 債務権限 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

    1.9 柔軟な予算管理手段

の導入 
  

1.9 より高い担保権限の

有効利用 
      

1.10 資産会計－生活保

障・補助金負担分反映 1.9 資産会計 【同 左】 【同 左】 

1.11 連邦の特別資産 1.10 連邦・連邦企業の特

別資産 【同 左】 1.12 連邦企業 

1.12 利益・安定した成果

のある連邦企業 
      

    1.12 予算及び会計制度の

現代化 【同 左】 

2 連邦財政の展望－経済

危機の挑戦への対応 
2 連邦財政の展望－持続

可能な予算形成 
2 連邦財政の展望－持続

可能な予算形成への機会 
2 連邦財政の展望－支出

面で継続する構造的負担の

下での収入安定化 
2.1 2009 年から 2013 年ま

での主要財政基準値・比率

の設定 

2.1 主要財政基準値・比率

の設定 【同 左】 【同 左】 

2.2 支出トレンドと支出

構造 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

2.3 収入トレンドと収入

構造 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

2.4 純借入と新たな負債

制限規定 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

2.5 主要な負債 2.5 主要な負債・政府保

証 【同 左】 【同 左】 

2.6 政府保証       

      2.6 州・地方自治体と比

較した連邦の負債状況 
2.7 欧州経済・通貨連合

の財政規律 【同 左】 【同 左】 【同 左】 

 3 予算及び会計制度の現

代化 
3 責任の重い予算手段の

管理にはより多くのより良

い経済性調査が必要 

3 Hartz IV の脆弱性を改

善し、よりよい実施を実現 

  3.1 改革プロセスは骨格

を示す 
3.2 プロジェクトに対す

る会計検査院の指示 

3.1 国家的取引の基本原

理としての経済性 
3.2 経済性調査のための

土台 
3.3 行政業務における経

済性調査 
3.4 どのように続けてい

くべきか？ 

3.1 求職者基本保障の課

題と目標 
3.2 組織、監督、資金調

達 
3.3 法実施の際の脆弱性 
3.4 仕事における合併へ

の給付 
3.5 行政機関と任務処理

の管理 
3.6 さらなる歩み 
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2.1.2.1.3 各年度の所見の概要 

 所見は、各年度の 12 月（2009 年度は 12 月 8 日）に前年度決算の検査報告としてなされ

ている。ただし、2009 年度所見（2008 年度決算）については、初めて 2010 年（4 月 15

日）にも「追加所見」（Bemerkungen 2009 - weitere Prüfungsergebnisse）が出されている。

BRH のウェブサイト上に公表されている各年度の Bemerkungen には記者発表資料も併せ公

表され、それに基づき各年度の特徴をかいつまんで紹介してみると以下のようになる。 

 

2.1.2.1.3.1「追加所見（Weitere Bemerkungen）」（2010 年 4 月 15 日） 

 BRH として初めて追加検査結果を提示したものである。この機に、BRH 院長は、歴史

的な負債の大きさに憂慮を示し、誤った展開（Fehlentwicklungen）の徹底した修正を促し、

一層の効率化を要求している。特に、この追加検査結果の発表によって、議会の責任解除

手続がよりアクチュアルな基礎の上に置かれることが企図されていると解される。内容的

には、Ⅰ．不十分なコントロール・監視のメカニズム、Ⅱ．第三者に対する連邦の経済性

の追求貫徹の欠如、Ⅲ．複雑な手続及び不明確な規律、Ⅳ．社会保障の担い手の領域にお

けるコスト意識の欠如、にグルーピングされ、〔Ⅰ〕では、例えば、病院保険金庫

（Krankenkassen）の例があげられ、監視・コントロール権の欠缺が、常に繰り返し、誤っ

た、不釣り合いな支出へと至ることが指摘され、〔Ⅱ〕では、連邦行政は、第三者、例え

ば委託された企業の活動の監督の必要が指摘され、〔Ⅲ〕においては、非効率性

（Ineffizient）、超過支出（Mehraufwand）、超過コスト（Mehrkosten）は、手間のかかる

（langwierig）手続、見通し困難かつ不明確な諸規定（Regelungen）、並びに官僚主義的な

プロセスから生じるとし、〔Ⅳ〕においては、社会保険主体の例が挙げられ、依然、連邦

行政における不十分なコスト意識が示されているとの指摘がなされている。 

 

2.1.2.1.3.2「2009 年度所見（Bemerkungen 2009）」（2009 年 12 月 8 日） 

 当該年度の非経済的な活動を指摘する典型事例として、例えば国防軍関係の例が挙げら

れている。すなわち、連邦国防軍は 1,900 万ユーロをハイメルツハイムの建物に投資する

意向を有していた（Nr.68）のであるが、BRH は、連邦防衛省が当該投資を取り下げ、当

該任務を他の機関に委ね、場所を委ねることを提案している。それにより、節減される投

資コストと並んで、年間の運営コストが 140 万ユーロが不要になり、28 人の職員

（Mitarbeiter）が他の部署で十分に業務に携わることができるという。また、連邦国防軍

は、失敗に終わった無人戦闘偵察機の開発に 1 億 4,500 万ユーロ、それと関連する不必要

な（überflüßig）研究に 2,300 万ユーロを支出した（Nr.27）ことについても、無人戦闘偵察

機は、連邦国防軍の諸計画によれば、150 キロの距離まで敵目標（例えば戦車部隊）を明

確に確認し、制圧を試みるということができるのであるが、1988 年の開発の開始前に既に、

BRH は、このプロジェクトの技術的なリスクを指摘しており、連邦国防軍は、開発企業と、
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プロジェクトの失敗に際しての解除権を取り決めていたといい、利用可能な結果が提示さ

れなかったので、連邦国防軍は、取りやめ、全ての支払いを返還してもらうことが可能と

なった、というものである。 

 さらに、Bemerkungen 2009 の発表と同時に、BRH 院長による「連邦予算の負担軽減

（Entlastung）及び現代化の好機」についての鑑定（Gutachten）が発表されている。この鑑

定は、BRH が近時獲得した検査の知見に基づいており、かなりの歳入の増大や大きな節減

に至りうる除去すべき一連の欠缺をリストアップしている。注目すべきものであり、後に

取り上げる。 

 

2.1.2.1.3.3「2008 年度所見（Bemerkungen 2008）」（2008 年 12 月） 

 BRH は、財政危機により連邦予算に対する圧力が高まっている中で、債務負担の増大を

食い止めることを要請した昨年度の所見に関連して、連邦政府及び議会が財政危機の克服

に向けて正しい歩みを取り始めていることに確信を得ており、これに支持を与える旨、言

及している。 

 当該年度の所見では、議会及び連邦政府に対する助言活動に力点を置いたと説明してい

る。これらの助言は、連邦議会の議員、とりわけ予算委員会及び決算審査委員会の構成員

からの示唆（Anregungen）を契機として実施された検査結果に依拠している。その代表的

な例としては、「連邦最高官庁における各種団体及び企業からの被用者（Beschäftigten）

の協力（Mitarbeit）」についての年頭検査報告が挙げられる。また、そのポジティブな効

果の証左として、道路工事（Straßenbau）分野における検査報告を挙げており、この事例で

は、4,500 万ユーロの節約に至ったとされている。道路工事を所管する連邦交通建設都市

発展省では、BRH の勧告（Intervention）に基づき、同省の計画を審査し、必要でない建設

措置を放棄した等とされている。 

 

2.1.2.1.3.4「2007 年度所見（Bemerkungen 2007）」（2007 年 11 月 22 日） 

 BRH は、以下の 2 点についての希望を表明している。 

 ・連邦委員会が、同意可能で基本法に合致しかつ有効である債務負担の増大阻止措置を

講じること 

 ・連邦政府が、納税者の資源を節約的に取り扱うべき義務をさらに強化すること 

 当該年度は、連邦政府歳入が順調に増加した一方で、債務負担も合計 9,300 億ユーロに

増加し、連邦政府の債務負担は 90 年代初頭と比べて 3.5 倍になったと指摘されている。債

務負担の増加の背景には構造的な問題があるとしている。州政府による租税徴収が不十分

であるということにも責任の一端があると見なされており、ドイツの租税システムに対す

る批判はかつての鑑定においても指摘されているところ、BRH としてもこの認識を強固な

ものにしたとしている。さらに連邦政府の支出面でも、行政がしばしば適切な経済性調査

を行うことなく予算投入するために無駄が存在するとしている。BRH 院長は、「我々は、
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子や孫達の世代に負担を先送りして生活することを止めなければならない」という言葉を

もって、問題を強調している。 

 

2.1.2.1.3.5「2006 年度所見（Bemerkung 2006）」（2006 年 11 月 14 日） 

 BRH は、債務負担を縮小するために租税収入増加分を充てるという連邦政府の計画を好

意的に捉えている。BRH 院長は、「租税収入が増加している現状は初めての光明であると

言える。その光明たる租税収入を、望まれない消費的目的に使用する誘惑にとらわれては

ならない。それゆえ、租税収入増加分で新たな債務負担の総額を減少させるという方針は

正しい。この政策により、我々の子や孫達に対する責任を示す機会が得られる。」と述べ

ている。またさらに、「歳入の増加は、連邦行政機関が経済的活動を行おうとする努力を

弱める方向につながってはならない」としており、ここでなお相当な努力が必要であるこ

とを、所見で提示している数多くの検査報告事例で示しているとする。特に BRH が繰り

返し確認しているのは、もはや助成が不要となっている組織やプロジェクトに対して未だ

に継続されているという事例であることが指摘されている。 
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2.1.2.2 個別の指摘事項 

2.1.2.2.1 会計検査院の報告 

 会計検査院の報告は、以上の「所見」としてなされるほか、BHO 第 99 条に基づき、特

別に重要な事項について「随時」、連邦議会及び連邦参議院並びに連邦政府になされるも

のがある（「特別報告〔Sonderbericht〕」）。憲法及び法律レベルで求められている報告

はこの 2 つであるが、BRH からはさらに「結果報告（Ergebnisbericht）」が、また、BRH

院 長 が 個 人 と し て 務 め る 、 「 行 政 に お け る 経 済 性 の た め の 連 邦 委 託 官 」

（Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 〔BWV〕）として行う「鑑定

（Gutachten）」もあり、特に後者は積極的になされている。 

 

2.1.2.2.1.1「報告」の種類 

 「所見（Bemerukungen）」 
（「年次報告〔Jahresbericht〕」） 

 「特別報告（Sonderbericht）」 

連邦会計検査院（BRH） 

 「結果報告（Ergebnisbericht）」 

行政における経済性のための

連邦委託官 
 「鑑定（Gutachten）」 

 

 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2007）「欧米先進国における社会保障制度と会

計検査の現状と課題に関する調査研究」（平成 18 年度会計検査院委託研究）55 頁以下に

よれば、ドイツ会計検査院による業績検査結果の取扱いについて、次のように報告されて

いる。 

 「ドイツ会計検査院では、財務検査・業績検査を合わせて年間約 600 本の検査を実施し、

レポートを作成している。以下、検査結果の一般的な取扱について説明する。検査結果は、

まず①内部報告の形式で詳細なレポートとしてまとめ、受検庁（及び当該庁を所管する母

省）に対して送付される。この時点で、②-1 受検庁側より合意が得られれば、当該受検庁

（大臣宛てとするか、上級公務員宛てとするかは、局長と検査課長との間の協議で決定し

ている）に対して『検査結果の照会』（Prüfungsmitteilungen。英語訳では management 

letter）という形式のレポートを提出して案件が終了する。約 500 件程度がこのケースに該

当する。検査報告は非公開であるため、会計検査院の成果として公に認識されることはな

いが、一部、めざましい改善が行われた事案については、後述する『年次報告』の中で

“グッドプラクティス”として報告されることもある。 

 他方、②-2 受検庁より合意が得られなかった場合は、判断を議会に委ねることになる。

約 100 件程度がこのケースに該当する。③これらのうち、大半の事案は、議会に対する

『年次報告』（Jahresberichte。英語訳では annual reports）の中で、個々の事案をコンパク

トにまとめ、複数事案をまとめて議会に報告することとなる。年次報告に記載した個々の
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事案は予算委員会会計検査小委員会の場で報告することになっており、その後に同委員会

がそれぞれの分野を所管する委員会に送達、個々の委員会で審議されることとなる。なお

この年次報告は一般にも公開されるため、会計検査院の成果が国民に対して説明される唯

一の手段となる。年次報告で取り上げた事案の議会承諾率は約 9 割であり、かつ議会で議

決された事項は受諾義務が発生するため、受検庁にとっては年次報告に掲載されること自

体がプレッシャーとなっている。 

 ④中でも、重大・深刻な問題をはらんでいると判断した事案については、別途『特別報

告』（Sonderberichte。英語訳では special report）という個別レポート形式でとりまとめ、

議会に提出する。この『特別報告』は原則非公開（一部の特別報告は公開され、インター

ネット上でも閲覧可能）であるが、特別報告として議会に報告した事案については、それ

以降会計検査院が継続的にフォローアップし、別途新たに検査を行う場合もある。現在

100～200 件の特別報告がフォローアップの対象として蓄積している。」ということである。 

 なお、財務検査・業績検査の結果がまず受検庁に事前照会されるのは、いわゆる「聴聞

の権利」の考え方が基礎にあり、不利益に作用するおそれのある活動に対する事前の「意

見表明の機会の保障」が意識されているものと推測される。 

 

2.1.2.2.1.2 特別報告の手続 

 特別報告の手続については、Dieter Engels,Manfred Eibelshäuser（Hrsg.）, Kommentar zum 

Haushaltsrecht,Stand 2010 Rn.6 ff. zu §99 BHO によれば、以下のように説明されている。 

 BHO 第 99 条に基づき特別重要事項について報告するかどうかは、BRH の裁量事項であ

る。時折、連邦議会が報告提出を依頼することがあるが、この場合でも依頼に応じるかど

うかは BRH の裁量による。この報告については、連邦会計検査院法第 14 条第 1 項第 2 号

により、大評議会の決定事項である。 

 特別報告も、所見と同様、公表が原則とされる。この点で、特別報告は、BHO 第 88 条

第 2 項により専ら法律上列挙された名宛人になされる助言の報告とは区別される。公表に

なじまない事項（例えば企業のデータ）が含まれている限りで、しばしば、BHO 第 99 条

による報告に代えて、また義務付けられているデータの匿名化に代えて、BHO 第 88 条第

2 項の助言の報告によってなされることがあるという。 

 所見には BHO 第 97 条第 4 項により「いかなる措置が勧められるか」が含まれるが、

BHO 第 99 条の報告には、趣旨として、この点の所見についての詳述が妥当する。なお、

法律の文言によれば、報告の仕方としては 3 つの可能性がある。すなわち、①立法府及び

連邦政府への提示（BHO 第 97 条と同様）、②連邦政府への報告と同時の立法府への報告、

③連邦政府のみへの報告、である。特別報告は、立法府においては、BHO 第 97 条の所見

と同様に取り扱われ、評価されているといわれる。 
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2.1.2.2.1.3 決算審議日程・手順 

 

図表 2- 2 ドイツにおける決算審議日程・手順（2007 年度の例） 

年度 月 政府 BRH 議会 

予
算
年
度 

9 月    

1～3 

月 

 

 

  

予
算
年
度
次
年
度 

4 月 

 

 

 

11 月 

 

 

   

 

 

予
算
年
度 

次
々
年
度 

7 月    

予
算
年
度 

３
年
後 

－    

資料）BMF（2008）The Budget System of the Federal Republic of Germany、財政制度審議会（2003）「公会

計に関する海外調査報告書（ドイツ）」（公会計基本小委員会配布資料）、片山信子（2004）「ア

メリカ・イギリス・ドイツの会計検査院と決算審議」『調査と情報第 434 号』に基づき三菱 UFJ リ
サーチ＆コンサルティング作成。 

 

 

2.1.2.2.1.4 結果報告（Ergebnisbericht） 

 「結果報告」がなされているのは以下の年度である。 

 

図表 2- 3 結果報告一覧 

 Ergebnisbericht2006 Folgerungen aus den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2003 und 2004
（26.Juli 2006） 

 Ergebnisbericht2004 Folgerungen aus den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2002（7. Juli 
2004） 

BMF は各省庁に対し、当

該予算年度の決算の提出

に関して通達 

BMF は各省庁からの報告

を基に決算書を作成 

BMF は決算書類を連邦議

会、連邦参議院及び BRH
へ送付 
 

BRH の勧告の議会による

採択状況、行政府による改

善措置状況に関する報告発

表 

連邦議会及び連邦参議院の

本会議で、連邦政府の責任

解除の議決を実施・承認 

「予算執行及び経済運営に

対する所見」を議会へ提出 

連邦議会予算委員会小委

員会の会計検査委員会で

審議 

連邦議会本会議で審議 BMF は連邦政府の「責任

解除」を求める動議を提出 

連邦参議院財務委員会で

審議 

連邦参議院本会議で審議 
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 Ergebnisbericht2003 Folgerungen aus den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2001（9. Juli 
2003） 

 Ergebnisbericht2002 Folgerungen aus den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 2000（2. Juli 
2002） 

 Ergebnisbericht2001 Folgerungen aus den Bemerkungen des BRH 1999（Juni 2001） 
 Ergebnisbericht2000 Folgerungen aus den Bemerkungen des BRH 1998（Juni 2000） 

 

 

2.1.2.2.1.5 特別報告（Sonderberichte） 

 「特別報告」は随時なされ、以下のようなタイトルのものである。 

 

図表 2- 4 特別報告一覧 
Bericht über den ermäßigten Umsatzsteuersatz （Bericht § 99 
BHO vom 28. 06. 2010） 
Vorschläge für eine künftige Ausgestaltung der Steuerermäßigung 

将来の租税の授権の形態についての提案 

Bericht über die parallele Prüfung der Wirkung der 
Strukturfondsprogramm der Europäischen Union in den Bereichen 
Beschäftigung und/oder Umwelt durch die Arbeitsgruppe 
Strukturfonds 

構造基金作業チームによる雇用及び／ま

たは環境領域における EU の構造基金プ

ログラムの効果に関する並行的検査の報

告 
Gemeinsamer Bericht des Bundesrechnungshofes und der 
Rechnungshöfe von Belgien und den Niederlanden zum 
innergemeinschaftlichen Umsatzsteuerbetrug Bericht vom 
12.03.2009 

国内共通の消費税の脱税に対する BRH
とベルギー及びオランダ会計検査院の共

同報告 2009 年 3 月 12 日付報告 

EU-Report 2008 
Erster gemeinsamer EU-Report deutscher Rechnungshöfe ‒ Bericht 
vom 15. 01. 2009 

ドイツ会計検査院共同による最初の EU
レポート 

Transparenz von Steuersubventionen （Bericht § 99 BHO vom 
15. 04. 2008） 
Mit Bericht vom 15. April 2008 unterrichtet der Bundesrechnungshof 
（BRH）  den Deutschen Bundestag über die Transparenz von 
Steuersubventionen. Er hat untersucht, ob die Bundesregierung den 
Gesetzgeber und die Öffentlichkeit umfassend über 
Steuersubventionen unterrichtet. 
 

税補助金（Steuersubvention）の透明性

（2008 年 4 月 15 日付 BHO 第 99 条の報

告） 
2008 年 4 月 15 日の報告をもって BRH
は連邦議会に税補助金の透明性について

知らせた。同院は連邦政府が立法機関と

公衆に対し包括的に税補助金に関して告

知しているかどうかを検査した。 
Organisation und Arbeitsweise der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
（Bericht § 99 BHO vom 11.01.2008） 
Mit seinem aktuellen Bericht über die Organisation und Arbeitsweise 
der Finanzkontrolle Schwarzarbeit （ FKS ）  unterrichtet der 
Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag über seine 
Erkenntnisse über die Bekämpfung der Schwarzarbeit in 
Deutschland. 

未申告雇用財務管理局の組織と労働方法 

（2008 年 1 月 11 日付 BHO 第 99 条の報

告） 
未申告雇用財務管理局の組織と労働方法

に関する最新の報告をもって BRH はド

イツ連邦議会にドイツ国内の無許可労働

撲滅に関する自身の認識を示した。 
Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
Angemessenheit der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 
§ 22 Abs. 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch ‒（Bericht § 
99 BHO vom 19.12.2007） 
Der Bundesrechnungshof hat den Deutschen Bundestag über Mängel 

求職者基礎保障の実行 - 社会法典第 2
編第 22 条第 1 項に基づく住居と暖房設

備の給付の適切性 - （2007 年 12 月 19
日付 BHO 第 99 条の報告） 
BRH はドイツ連邦議会に対し、社会法
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bei der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 
§ 22 Abs. 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch （SGB II） 
durch die Grundsicherungsstellen für Arbeitsuchende informiert. 

典第 2 編第 22 条第 1 項に基づく住居と

暖房設備の給付の認可の不足について、

求職者基礎保障状況を通して報告した。 
Umsetzung und Weiterentwicklung der Organisationsreform in der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung （Bericht nach §  99 
BHO vom 30.07.2007） 
Der Bundesrechnungshof hat eine bundesweit einheitliche 
Organisation für die landwirtschftliche Sozialversicherung 
vorgeschlagen. 

農業社会保険における組織改革の実行と

更なる発展（2007 年 7 月 30 日付 BHO
第 99 条に基づく報告） 
BRH は農業社会保険のための連邦全土

にわたる統一的な組織を提案した。 

Ausgaben für den Bau der Autobahn Prag - Dresden 
（gemeinsamer Bericht des Bundesrechnungshofs und des Obersten 
Tschechischen Rechnungshofs von 04/2007） 

プラハ、ドレスデン間の高速道路建設の

ための課題（2007 年 4 月の BRH とチェ

コ最高会計検査院の共同報告） 
Modernisierung des staatlichen Haushalts- und Rechnungswesens 
（Bericht nach § 99 BHO vom 17.08.2006） 
Der Bundesrechnungshof hat dem Parlament und der 
Bundesregierung am 17. August 2006 einen Bericht nach § 99 
BHO über die Modernisierung des staatlichen Haushalts- und 
Rechnungswesens vorgelegt. 

連邦・州における予算及び会計制度の現

代化について（2006 年 8 月 17 日付 BHO
第 99 条に基づく報告） 
BRH は議会と連邦政府に、2006 年 8 月

17 日に BHO 第 99 条に基づいて連邦・

州の予算・会計制度の現代化に関する報

告書を提出した。 
Stellungnahme von Prof. Dr. Engels zur Förderalismusreform 
Öffentliche Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages und des Bundesrates zur Föderalismusreform - Themen: 
Finanzen, Haushalt und Wirtschaft - am 31. Mai 2006 in Berlin 
 

連邦主義に対するエンゲル博士の意見 
ドイツ連邦議会と連邦参議院の法律委員

会（Rechtsausschuss）の連邦主義に関す

る公聴会 - テーマ：財務、予算、経済 
- 2006 年 5 月 31 日、ベルリン 

Finanzierung der Bundesschienenwege 
（Bericht nach § 99 BHO vom 08.03.2006） 
Der Bundesrechnungshof hat dem Parlament und der 
Bundesregierung am 8. März 2006 einen Sonderbericht nach § 99 
BHO mit Empfehlungen zur Finanzierung der Bundesschienenwege 
vorgelegt. 
 

連邦鉄道の資金調達 （2006 年 3 月 8
日付 BHO 第 99 条に基づく報告） 
BRH は議会と連邦政府に対し、2006 年

3 月 8 日に BHO 第 99 条に基づいて連邦

鉄道の資金調達への推奨を含む特別報告

書を提出した。 

Neuordnung der Finanzierungsverantwortung für kommunalen 
Straßenbau und ÖPNV 
（Bericht nach § 99 BHO vom 02.11.2004） 
Der Bund gewährt für den kommunalen Straßenbau und den 
öffentlichen Personennahverkehr （ÖPNV） Finanzhilfen in Höhe 
von jährlich rund 1,3 Mrd. Euro auf der Grundlage des 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes （GVFG）....  
 

地方自治体の道路建設と公共の近郊旅客

輸送に対する資金調達責任の再編成

（2004 年 11 月 2 日付 BHO 第 99 条に基

づく報告） 
連邦は地方自治体の道路建設及び公共の

近郊旅客輸送に対し、自治体交通助成法

（ Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ）

に基づいて年間約 13 億ユーロの財務援

助を保証した。 
Umsatzsteuerliche Behandlung der öffentlichen Hand 
（Bericht nach § 99 BHO vom 02.11.2004） 
Mangelnde Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand benachteiligt 
private Wettbewerber und verletzt EU-Recht - Bundesrechnungshof 
unterbreitet Lösungsvorschläge -..  

国家の消費税の取扱（2004 年 11 月 2 日

付 BHO 第 99 条に基づく報告） 
国家の消費税の課税不足は民間の競争者

を不当に扱う原因となっており、EU 法

を犯している。 - BRH は解決案を提出

した。 
Steuerausfälle bei der Umsatzsteuer durch Steuerbetrug und 
Steuervermeidung 
（Bericht nach § 99 BHO vom 03.09.2003） 
Steuerausfälle in zweistelliger Milliardenhöhe  

脱税及び租税節減による消費税における

税損失（Steuerausfall, tax loss（eng,）） 
100 億ユーロ単位での税損失 - BRH は消

費税の脱税と租税節減の撲滅への方法を
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Bundesrechnungshof zeigt Wege zur Bekämpfung von 
Umsatzsteuerbetrug und Steuerumgehung auf.....  

示した。 

Besteuerung der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften mit 
Wertpapieren 
（Sonderbericht vom 24.04.2002） 
Bundesrechnungshof sieht vollständige und verfassungsmäßige 
Besteuerung von Spekulationsgewinnen nicht gewährleistet....  
 

有価証券を持つ民間売却取引（Privates 
Veräußerungsgeschäft）からの収入の課税

（2002 年 4 月 24 日付特別報告） 
BRH は投機利益（Spekulationsgewinn）
の完全で憲法にかなった課税は保障され

ていないとみなしている。 
 

 

2.1.2.2.1.6 「行政における経済性のための連邦委託官」の鑑定（ Gutachten des 

Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung〔BWV〕） 

 BRH 院長が「行政における経済性のための連邦委託官」（BWV）を務めることの法律

上の根拠はなく、現在の制度の根拠となっているのは、1986 年に改正された内閣指針であ

る。BRH として合議体での意思決定手続を必要とする「所見」「特別報告」とは異なり、

「鑑定」は、BRH 院長が独任としての地位に基づいて行い、任務も「経済性」に特化され

ているため、比較的積極的に行われる制度的前提があると解される。実際にも、「特別報

告」と比べると多くの数の鑑定が公表されている。2010 年末現在、BRH がウェブサイト

上で公表している「鑑定」は以下のようなものである。 

 

図表 2- 5 BWV の鑑定報告一覧 
BWV - Band 14 - Einsatz externer Berater in der Bundesverwaltung  
（Empfehlungen zum wirtschaftlichen Einsatz externer Berater in 
der Bundesverwaltung; 1. Auflage, 2006 ISBN 978-3-17-019783-
1 ） 

連邦行政における外部コンサルタントの

導入 -BWV 第 14 巻 -  
（連邦行政における外部コンサルタント

の経済的導入の推奨） 
BWV - Band 13 - Probleme beim Vollzug der Steuergesetze  
（Empfehlungen zur Verbesserung des Vollzuges der Steuergesetze 
in Deutschland; 1. Auflage, 2006 ISBN 978-3-17-019670-4 ） 

税法の執行の際の問題 - BWV 第 13 巻 
-  
（ドイツにおける税法執行の改善への推

奨） 
BWV - Band 12 - Zuwendungen des Bundes für 
Hochbaumaßnahmen  
（ Empfehlungen für die wirtschaftliche Verwendung von 
Zuwendungen des Bundes für Hochbaumaßnahmen; 1. Auflage, 2005 
ISBN 3-17-019339-2 ） 

地上工事措置に対する連邦の助成金 -
BWV 第 12 巻 -  
（地上工事措置に対する連邦の助成金の

経済的使用に対する推奨） 

BWV - Band 11 - Bundesfernstraßen, Planen, Bauen und Betreiben  
（ Empfehlungen für das wirtschaftliche Planen, Bauen und 
Betreiben von Bundesfernstraßen; 1. Auflage, 2004 ISBN 3-17-
018757-0）  

連邦の幹線道路、計画、建設、運営 -
BWV 第 11 巻 -  
（連邦の幹線道路の経済的計画、建設、

運営の推奨） 
BWV - Band 10 - Prüfung der Vergabe und Bewirtschaftung von 
Zuwendungen  
（Typische Mängel und Fehler im Zuwendungsbereich; 1. Auflage, 
2004 ISBN  3-17-018568-3） 
 

分配の検査と使用の管理 -BWV 第 10
巻-  
（使用分野における典型的な不足と誤

り） 

BWV - Band 09 - Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern  
（ Mischfinanzierungen nach Art. 91a, 91b und 104a Abs.4 

連邦と州の財務的関係 -BWV 第 9 巻-  
（基本法第 91 条 a、第 91 条 b、第 104
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Grundgesetz; 1. Auflage, 2002 ISBN 3-17-017993-4） 条 a 第 4 項に基づく混合資金調達

〔Mischfinanzierung〕） 
BWV - Band 08 - Organisation des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes  
（Schwerpunkt Lebensmittel; 1. Auflage, 2001 ISBN 3-17-017198-
4） 

健康に関する消費者保護の組織 -BWV 

第 8 巻-  
（重点：食料品） 

BWV - Band 07 - Hochbau des Bundes - Wirtschaftlichkeit bei 
Baumaßnahmen  
（Empfehlungen für das wirtschaftliche Planen und Ausführen von 
Hochbaumaßnahmen des Bundes; 2. Auflage 2003 ISBN 3-17-
017994-2） 

連邦の地上工事 - 建設事業における経

済性 -BWV 第 7 巻 -  
（連邦の地上工事事業の経済的計画と実

行への推奨） 

BWV - Band 06 - Beamte oder Arbeitnehmer  
（Vergleichende Untersuchung über Auswirkungen der alternativen 
Verwendung von Beamten oder von Arbeitnehmern im Bundesdienst; 
1. Auflage, 1996 ISBN 3-17-014821-4  

公務員または被雇用者 -BWV 第 6 巻-  
（連邦業務期間における公務員と被雇用

者のどちらか一方を使用した場合の効果

に関する比較調査） 
BWV - Band 05 - Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung II  
（ Hinweise für die Prüfung der Informationstechnik in der 
öffentlichen Verwaltung nach den Mindestanforderungen der 
Rechnungshöfe des Bundes und der Länder  （ IT-
Prüfungshinweise）; 1. Auflage, 1993 ISBN 3-17-012820-5） 

連邦行政におけるデータ処理 II -BWV 
第 5 巻-  
（連邦及び州の会計検査院の最低限の要

求に基づく公共行政における情報技術の

検査への指摘） 
BWV - Band 04 - Typische Mängel bei der Ermittlung des 
Personalbedarfs in der Bundesverwaltung - Gutachten - 2. Auflage, 
1993 ISBN 3-17-012647-4 

連邦行政における人員不足の発見の際の

典型的な欠点 -BWV 第 4 巻- 

BWV - Band 03 - Datenverarbeitung in der Bundesverwaltung  
（ Feststellungen und Hinweise zu Mängeln und Risiken beim 
Einsatz der Informationstechnik 2. Auflage, 1993 ISBN 3-17-
011879-X） 

連邦行政におけるデータ処理 -BWV 第
3 巻-  
（情報技術導入の際の欠点とリスクの確

認と指摘） 
BWV - Band 02 - Erfolgskontrolle finanzwirksamer Maßnahmen in 
der öffentlichen Verwaltung - Gutachten - 2., überarbeitete Auflage, 
1998 ISBN 3-17-015630-6  

公共行政における財務効果のある処置の

成果管理 -BWV 第 2 巻- 

BWV - Band 01 - Personal- und Organisationsaufgaben in der 
öffentlichen Verwaltung am Beispiel oberster Bundesbehörden - 
Gutachten - 2. Auflage, 1988 ISBN 3-17-010448-9 （vergriffen）  

公共行政における職員・組織の課題 最

高連邦官庁を例として -BWV 第 1 巻- 

 

 

図表 2- 6 BWV のその他の報告一覧 
Chancen zur Entlastung und Modernisierung des Bundeshaushalts 
BWV-Bericht vom 23.11.2009  

連邦予算の責任解除及び現代化への好機 
2009 年 11 月 23 日付 BWV の報告 

Öffentlich private Partnerschaften （ ÖPP ）  im 
Bundesfernstraßenbau  
BWV-Gutachten vom 05.01.2009  

連邦の幹線道路建設における公共サービ

スの民間開放（パブリックプライベート

パートナーシップ） 
2009 年 1 月 5 日付 BWV の鑑定 

Die Postreform in Deutschland - Eine Rückschau  
BWV - Bericht von Dezember 2008  

ドイツにおける郵便改革 - 回想 
2008 年 12 月付 BWV の報告 

Modernisierung der Verwaltungsbeziehungen von Bund und Ländern  
BWV-Gutachten von 10/2007  

連邦と州の行政関係の近代化 
2007 年 10 月付 BWV の鑑定 

Eckpunkte für den wirtschaftlichen Einsatz externer Berater  
Zusammenfassung vom 29.01.2007 aus Band 14 der BWV-

外部コンサルタントの経済的導入への重

要なポイント 
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Schriftenreihe; Der Bundesrechnungshof hat aus seinen 
Prüfungsergebnissen zehn Eckpunkte als wesentliche 
Handlungserfordernisse identifiziert, die beim Einsatz externer 
Berater unverzichtbar sind.  

BWV のシリーズの 14 巻から 2007 年 1
月 29 日に要約したもの； BRH は自身

の検査の結果から 10 個の重要なポイン

トを商業の本質的な必要条件であると確

認した。これらのポイントは外部コンサ

ルタントの導入の際に必要不可欠なもの

である。 
Neuordnung der Verwaltung im Bundesfernstraßenbau  
BWV-Gutachten vom 11.10.2004  

連邦幹線道路建設における行政の再編成 
2004 年 10 月 11 日付 BWV の鑑定 

Wirtschaftlichkeit der Vergabe an Billigstbieter im Bereich des 
Bundesfernstraßenbaus und der Bundeshochbauten  
BWV-Gutachten vom 18.06.2003  

連邦幹線道路及び連邦地上工事の分野に

おける最適価格入札者への分配の経済性 
2003 年 6 月 18 日付 BWV の鑑定 
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2.1.2.2.2 2009 年度所見（Bemerkungen 2009） 

 所見（Bemerkungen）に記載された内容の中で、いわゆる財務書類の検査（「予算計算

書・資産計算書に対する確認」）に関わる部分は、第 1 部 1 であると解され、2009 年度所

見（Bemerkungen 2009）におけるその主要な内容は、以下のとおりである。 

 

第 1 部 1．連邦の予算計算書及び資産計算書の確認（財務検査）－2008 年度決算 

 

1. 責任解除手続の状況 

 BRH は、連邦の検査部局（Prüfungsämter）と共同で、2008 年度決算を検査した。そ

の際、BRH は、責任解除にとって本質的な、会計及び帳簿に表れた額の逸脱は認めなかっ

た。特別財産についても同様である。無作為抽出の方法により（stichprobenweise）検査

された歳入と歳出は、一般的に合規性の観点から裏付けられていた。ただし、形式的に誤

った記帳の事例の割合は前年度比で減少せず全体の 9％であった。 

 経済危機及び財政危機の初めての影響が、2008 年度の予算運営において捉えられうる。

連邦の総支出は 2008 年度には 2823 億ユーロで、予算額よりも約 9 億ユーロ少なかった。

しかし、前年度（2704 億ユーロ）に比べ約 119 億ユーロの増であった。歳入（造幣収入

〔Münzeinnahmen〕及び純借入れを除く）も、予算を約 6 億ユーロ下回ったが、増加し

た租税による収入及び民間化による収入（Privatisierungseinnahmen）に基づき、歳入自

体は、前年度より約 148 億ユーロ増えた。財源の不足は 118 億ユーロであった。 

 新たな純借入れは 115 億ユーロで、約 4 億ユーロ、予算を下回った。投資には 243 億ユ

ーロ支出された。借入れの憲法上の制限は確かに下回っている。 

 2008 年度に、初めて、借入権限（Kreditermächtigungen）についての新しい予算法上

の規律が効力を生じた。それによれば、まず、前年度の借入権限の残分が利用される前に、

進行中の会計年度の借入権限が要求されることになる。このことは、2009 会計年度の残借

入権限の 4 億ユーロ減へと至った〔残分は翌々年度には繰り越されない〕。 

 特別財産を含む連邦の債務総額は、年度決算に基づけば、2008 年度終了時点で、合計

9413 億ユーロである。BMF により別に公表されているところによる金庫補強借入れ

（Kassenverstärkungskredit）並びに社団法人ポスト・テレコム連邦年金サービスの債務

は含まれていない。これを合わせると 9857 億ユーロになる。統一的及び完全な描出のた

め、この〔一覧性を欠く〕状況は改められるべきである。 

 予算を超える支出及び予算外の支出は 37 億ユーロで前年度に比べかなり増えた。未承認

の予算超過支出及び予算外支出の事例数及び総量は安易に増加している。 

 年度決算に基づけば、2008 会計年度に 62 億ユーロが繰り越されていた。しかし、誤っ

て 6640 万ユーロの支出残分（Ausgabereste）が把握されていなかったので、正確には

63 億ユーロであった。柔軟化された支出については、2008 会計年度においては、前年度
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からの 1 億 6470 万ユーロの支出残分が未使用であり、それは繰り越し可能額の 12％であ

った。その際、それぞれの部局ごとの割合は非常に異なったものとなった。 

 債務負担権限（Verpflichtungsermächtigungen）の使用は、前年度に比べ少なかった。

担保利用権限は、2008 年度においては、とりわけ「内国経済及び内国におけるその他の目

的」の領域でより多く使用された。 

 資産計算書は、2008 年度末時点で 1518 億ユーロの財産状況を記載している（前年度は

1429 億ユーロ）。資産計算書は、それが初めて連邦の〔職員の〕生活保障及び援助義務の

額への言明を含むこととなった点で改善された。 

 

■「責任解除」（Entlastung） 

 連邦議会及び連邦参議院が連邦政府に対して、当該予算年度の予算運営上の責任を果た

したことを承認することをいう。基本法第 114 条第 1 項により、連邦財務大臣には連邦議

会及び連邦参議院に対して決算の提出が義務付けられ、同第 2 項は BRH にこの決算の検査

及びその報告を義務付けている。責任解除は、議会が政府に課した予算上の責任を、政府

が果たしたということの政治的言明である。議会が、政府に対して特定の目的実現のため

に所定の予算手段の使用を委ねているという意味合いは、予算上「-ermächtigung」（授

権 ） と い う 言 葉 が 多 く の 場 面 で 使 わ れ て い る こ と 等 か ら も 伺 え る （ 例 え ば 、

Verpflichtungsermächtigungen〔BHO 第 16 条に規定された債務負担行為についての授

権〕、Kreditermächtigungen〔BHO 第 18 条に規定された起債の授権〕等）。なお、責

任解除が行われたとしても、個々の職員に対する損害賠償請求等、法的な効果は有しな

い。 

 

1.1 責任解除手続の状況 

 1.1.1 2007 会計年度に対する責任解除の付与 

 2007 会計年度について、連邦参議院は 2009 年 2 月 13 日（Bundesratdrucksache 

246/08）、連邦議会は 2009 年 5 月 13 日（Bundestagsdrucksache 16/12907 の

Plenarprotokoll 16/221）、年次決算並びに連邦の予算執行及び経済運営に関する BRH

の 2008 年度所見（Bundestagsdrucksache 16/11000）に基づき、連邦政府の責任解除

を決議した。 

 

 1.1.2 2008 年度決算の提示 

 BMF は 、 2009 年 3 月 31 日 付 け で 、 2008 会 計 年 度 の 決 算 を 、 連 邦 議 会

（ Bundestagsdrucksache 16/12620 ） 及 び 連 邦 参 議 院 （ Bundesratdrucksache 

301/09）に、基本法第 114 条第 1 項に基づいて、議会による連邦政府の責任解除の基礎

資料として提出した。 

 年度決算は、予算計算書及び資産計算書からなる。予算計算書においては、当該会計年
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度に記帳された歳入及び歳出が連邦予算の計上項目に予算の未執行（Haushaltsreste）及

び前払支出（Vorgriffe）〔BHO 第 37 条第 6 項第 1 文による〕を考慮した上で対比されて

いる（BHO 第 81 条第 1 項）。資産計算書においては、連邦の資産及び負債が会計年度の

初めと終わり、並びに年度途中の変更が記載されている。 

 

1.2 2008 年度決算の検査 

 1.2.1 2008 年度決算は合規的（BHO 第 97 条第 2 項による報告） 

 BRH は、検査部局と共同で、2008 年度決算の合規性を無作為抽出の方法で検査し、以

下の結論を得た。 

 ・BRH は、責任解除にとって重要な、決算に記載された額と帳簿類に記載された額との

間の逸脱は確認されなかった。これは特別財産についても同様である。 

 ・歳入と歳出は、一般的に合規的であることが確認された。しかし、BRH は、一部、形

式的な誤りを確認した。その際、とりわけ、十分に根拠付けられない証拠書類

（ Unterlagen ） 、 欠 け て い る あ る い は 不 完 全 な 確 認 の 控 え

（ Feststellungsvermerke ） が 問 題 と な る 。 検 査 さ れ た 全 13000 の 記 帳 事 例

（Buchungsfälle）について、全体の 9％が形式的に不完全であった。検査された事例

において、誤りは指摘するほど財政上の影響を持つものはなかった。 

  

1.3 予算の執行（Haushaltsführung） 

 1.3.1 危機前の最後の予算 

 2008 年度連邦予算は、経済危機・財政危機の影響をほとんど受けていなかった。2007

年 12 月 22 日に公布された 2008 年度予算法律は、歳入及び歳出を 2832 億ユーロ並びに

純借入の権限を 119 億ユーロと予定した。 

 「予算結果」によれば、実際の支出総額は 2823 億ユーロで、約 9 億ユーロ予算額を下

回った。歳入（純負債及び造幣収入を除く）は、2705 億ユーロで、予算額を 6 億ユーロ下

回った。 

 とりわけ 2008 会計年度の後期に際立った経済及び財政危機に最初の影響は、予算執行

に お い て な お 受 け 止 め る こ と が で き た 。 予 算 外 超 過 支 出 は 、 IKB Deutsche 

Industriebank AG 向け資本措置（Kapitalmaßnahme）の引当（Zuweisung）関連での

KfW（Kreditanstart für Wiederaufbau）への貸付承諾（Darlehenszusage）のために、

12 億ユーロが生じている。民営化の遅れ（ドイツ鉄道 AG、TLG Immobilien GmbH）の

ための 51 億ユーロ歳入欠損も、別なところでの軽減によって均衡が図られている。 

 そ れ と 並 ん で 、 連 邦 は 、 2008 年 秋 － 特 別 財 産 「 金 融 市 場 安 定 化 基 金

（Finanzmarktstabilisierungsfond：FMS）」の設立の前－、おかしな状況に陥った

Hypo Real Estate Group に 350 億ユーロの保証（Bürgschaften）を行った。しかし、

それは偶発的に避けられないものとして、直接には予算上の影響をもたらしていない。 



 

- 171 - 

 さらに、予算超過、及び予算外を承認された支出は 25 億ユーロに達した。このもとには、

ドイツポスト AG への援助（Beihilfe）の供与（Rückzahlung）11 億ユーロも含まれてい

る。これについては、連邦は、EG 委員会の援助決定を 2002 年度から撤廃した EG の第 1

審である欧州裁判所によって義務付けられていた。これらの超過支出も、ほかの領域にお

ける支出欠損により埋め合わせることができている。 

 歳出総額 2823 億ユーロには、租税収入 2392 億ユーロ、その他収入 312 億ユーロ、造

幣収入 3 億ユーロ、純借入 115 億ユーロが対応する。純借入は予算額を約 4 億ユーロ下回

り、投資支出（243 億ユーロ）を約 128 億ユーロ下回った。従って、基本法第 115 条第 1

項の規定上の起債制限は予算執行においても遵守された。 

 前年度に対して、歳出総額は約 4．4％ないし 119 億ユーロ増えた。支出の増大が非常に

大きいものとして、郵便職員福利金庫への支出（58 億ユーロ）、扶養・学資金（11 億ユ

ーロ）、防衛支出（15 億ユーロ）、利払い（Zinsen）（14 億ユーロ）、KfW への貸付

（12 億ユーロ）、ドイチェポスト AG への援助の供与（11 億ユーロ）であった。 

 

 1.3.2 支出は予算額を下回る 

 2008 会計年度の支出額は 2823 億ユーロであった。従って、予算額の 2832 億ユーロを

約 9 億ユーロ下回った。 

 予算案に対して問題となる超過支出は、とりわけ 2 つの予算外支出について生じている。

すなわち、IKB への資本措置、ドイチェポスト AG への援助供与並びに防衛支出における

ものであった。支出欠損は、とりわけ、金利水準が予定よりも低くとどまったことによる

連邦の債務の利払い（Zinsen）において生じた。 

 投資支出は 243 億ユーロで、予定された額を下回った（4 億ユーロ）。前年度よりも約

19 億ユーロ少なかった。減少は、2007 年度に 1 回限りで特別財産「児童福祉の拡充

（Kinderbetreuungsausbau）」に 21 億 5000 万ユーロが支出されたことに起因する。 

 

 1.3.3 租税収入の増加にもかかわらず歳入は予算額を下回る 

 2008 会計年度における連邦の歳入額は、予算額よりも下回った（約 6 億ユーロ）。その

際、租税収入は前年度に比べ増加し、予算額におけるよりも 12 億ユーロ多かった。それに

対して、その他の収入（連邦銀行収益〔Bundesbankgewinn〕を含み、造幣収入は含まな

い）は 312 億ユーロで、予算額（331 億ユーロ）を約 19 億ユーロ下回った。 

 重 要 な 歳 入 超 過 は 、 と り わ け 、 当 時 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 法

（Treibhausgasemissionsgesetz〔CO2 排出証明＜CO2-Emissionszertifikate＞〕）に

基づく権利（Berechtigung）の譲渡（Veräußerung）による 9 億ユーロの利益から得ら

れた。それは、一部（2 億ユーロ）、気象保護及び次代エネルギーの領域における超過支出

の た め に 投 入 さ れ た 。 51 億 ユ ー ロ と い う か な り な 歳 入 欠 損 は 、 出 資 の 収 益

（Beteiligungserlöse）のところで記録されなければならなかった。これは、とりわけ、ド
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イチェバーン AG の延期された株式上場（Börsengang）及び TLG 不動産（Immobilien）

GmbH の遅らされた売却に起因する。 

 この歳入不足にもかかわらず、持分の譲渡及びその他の資本財産からの収入は前年度の

結果を 22 億ユーロ上回っている。担保（Gewährleistungen）利用からの収入は 6 億ユー

ロ増えた。租税収入は 92 億ユーロ増えた。これは、既に 2007 年に連邦の租税収入が約

261 億ユーロないし 12.8％増えたのにつづき、4％の増加となる。全体として、歳入（造

幣収入及び純債務を除く）は前年度に対して 148 億ユーロ増えた。 

 前年度 19 億ユーロであった連邦職業仲介機関（Bundesagentur für Arbeit）の給付金

額は、50 億ユーロの保険料組入れによって補われた。これらから、連邦予算は、失業援助

及び社会援助等の統合の結果、長期失業のための給付が連邦職業仲介機関の予算から連邦

予算に移動されることの調整として受け取ることにもなる。 

 連邦銀行収益からの歳入は 43 億ユーロであった。それは、連邦銀行が完全に連邦に支払

う 2007 業務年度の収益に対応する（前年度は 42 億ユーロ）。前年同様、移された収益か

ら、35 億ユーロ分（見積り額）が連邦予算の支出財源に使用された。残る 8 億ユーロは、

法律の規定に従い、基金（Erblastentilgungsfonds）に組み入れられた。 

 

 1.3.4 財源調達の欠損及び純借入れは僅かに減少 

 2008 年度連邦予算は、121 億ユーロの財源の不足を予定し、純借入れ 119 億ユーロ及

び造幣収入 2 億ユーロで埋める予算が組まれた。予算計算書では財源の不足は 118 億ユー

ロで、3 億ユーロ見込額を下回った。造幣収入は予定額よりも 1 億ユーロ増加したので、

純借入れは 4 億ユーロ減の 115 億ユーロにとどまった。それゆえ、純借入れは 2007 年度

同様、投資支出によって定まる基本法第 115 条第 1 項の起債制限を下回った。 

 2007 年度に対して、財源の不足は 29 億ユーロ、純借入れは 28 億ユーロ減った。税収

の増加分 92 億ユーロの大部分は、新しい債務の返上ではなく 119 億ユーロ増加した支出

の補填に回された。 

 

1.4 純借入れ、借入権限の利用 

 1.4.1 借入れの権限の残に関する新しい規定 

 2008 会計年度は支出の補填のための借入れの権限を 119 億ユーロとした。これに前年

度から借入れ権限の残（BHO 第 18 条第 3 項）101 億ユーロが加わった。これにより、借

入れ権限総額は 220 億ユーロとなった。 

 2007 会計年度の終了までは、連邦省は、借入れ権限の取扱いに際して、規則によって、

まず、使用されていない前年度の借入れ権限を請求した（FiFo 方式）。当該予算年度のた

めに授権された借入れ権限はそのまま守られた。そして、規則によって、使用されなかっ

た権限分は次年度、再び―今度は残余分として―使用できた。それによって、借入れ権限

の総額は絶えず高額になり、当該年度に見積もられた純借入れ額をかなり上回った。 
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 BRH は、所見において、議会による予算権の強化を目標にして、FiFo 方式を繰り返し批

判した（最近では、2007 年度所見、BT-Drs.16/7100Nr.1.4.1）。連邦憲法裁判所も、実

務の取扱いが BHO 第 18 条第 3 項の規範目的と一致しないのではないかとの疑念を述べた。 

 2008 会計年度の予算法律制定者は、この疑念に考慮を及ぼした。彼は、借入れの権限の

請求に対する予算法律上の権限の根拠を変更した（2008 年度予算法律第 2 条第 8 項）。

そして、連邦省は、前年度の借入れ権限を請求する前に、まず、当該年度の借入れ権限を

請求しなければならないこととされた（Lifo 方式）。使用されなかった借入れ権限の残は、

通常の場合、1 年後に使用できなくなる（BHO 第 18 条第 3 項）。この変更は、議会の予

算権を強化するものである。これは、借入れ権限の時間的な限界付けという BHO 第 18 条

第 3 項の規範目的から導かれるものでもある。また、純借入れの権限の枠の計算も容易に

なる。 

 予算額の 0.5％までの借入れ残については、連邦省は独自に使用できる。それ以上の借入

れ権限の残は使用できない。連邦省は、この借入れ権限を解除する旨、連邦議会の予算委

員会に報告しなければならない。やむを得ない事情がある場合を除いて、この報告義務に

は例外はない。 

 この新しい規定によって、連邦省には、新しい借入れのために 133 億ユーロが議会の関

与なく利用できた。この額は次のように構成された。 

 ・承認された純借入れ 119 億ユーロ 

 ・無効とならなかった 2007 年度借入れ権限の残余分の（2008 年度予算額 2823 億ユー

ロの 0.5％に対応する）14 億ユーロ 

 2008 年の借入れ権限は使いつくされなかったので、それ以前の借入れ権限の残余分は放

棄されなければならない。これらは、2009 会計年度の初めに消されなければならなくなっ

た。2009 年の予算には、2008 年度の予算からの借入れ権限の残としては、4 億ユーロの

みが使用されることとなっている。従前の FiFo 方式によれば、105 億ユーロになっていた

はずであった。 

 

 1.4.2 デリバティブによる財政手段の使用 

 連 邦 は 、 そ の 債 務 の 管 理 を 「 Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur 

GmbH」（「ドイツ資金調達エージェンシー（Finanzagentur）」）に行わせている。

2008 年度予算法律第 2 条第 6 項は、当該予算年度に借入れ調達を行う際、次のような付

加的な契約を締結することの授権を含んでいる。すなわち、 

 ・800 億ユーロの契約金額まで、金利の最適化、金利変動のリスク回避のためのもの 

 ・300 億ユーロの契約金額まで、外国通貨借入れの金利及び通貨危機の回避のためのも

の 

 Finanzagentur は、この権限を一部デリバティブによる財政手段のために使用した。株

式市場情報の取扱に関する配慮から、2004 年以降、固有の予算項目の中で区別して記載さ
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れなくなっている。それゆえ、年度決算書においても記載はなされないままでいる。デリ

バティブ取引の種類と範囲は非公開で行われている、連邦議会の連邦財政委員会

（Bundesfinanzierungsgremium）で議論されている。 

 

1.5 連邦の債務総額は統一して表示されていない 

 特別財産を含む連邦の債務総額は年次決算書の記載では、2008 会計年度末の時点で、

9413 億ユーロであった。うち、82 億ユーロは金融市場安定化基金（Finanzmarkt-

stabilisierungsfonds：FMS。連邦の特別財産で 2008 年 10 月設立。後述 1.11 を参照）

に起因するものである。債務総額は約 193 億ユーロ前年より増加した。 

 金庫補強借入れは、2008 年度末に 267 億ユーロで、前年より約 86 億ユーロ、いずれに

しても増加した。 

 それに対して、公表のために決定された連邦省の月例報告においては、連邦の債務は

2008 会計年度末で 9857 億ユーロと記載されている。これは、連邦統計局（das 

Statistische Bundesamt）が発表したデータに対応するものでもある。これら公表物にお

いては、年度決算に記載された連邦債務と並んで、金庫補強借入れ並びに社団法人「連邦

ポスト・テレコム年金機構」の債務も債務状況の中に一緒に組み込まれている。BRH の見

解によれば、連邦の債務状況の統一的な（できるだけ包括的な）記述に努められるべきで

ある。このために、年次報告は、金庫補強借入れ及び特別予算（Extrahaushalten）につ

いての上記記載を補われるべきである。 

 連邦省は、2009 年度資産決算書において金庫補強借入れを連邦債務の記載に算入するこ

とを報告した。 

 BRH は、金庫補強借入れの参入は単に第一歩でありうるに過ぎないことの熟慮を求める

に至った。債務状況の統一的及び包括的記載のためには、資産決算書の記載は連邦ポス

ト・テレコム年金機構のような特別予算についても補われるべきである。 

 

1.6 予算超過 

 1.6.1 予算超過及び予算外支出の明確な増加 

 2008 会計年度において、予算超過支出は 12 億ユーロ、予算外支出は 25 億ユーロであ

った。総額 37 億ユーロは、予算額（2832 億ユーロ）の 1.6％にあたる。前年度（6 億ユ

ーロ）をかなり上回った。 

 最も大きな予算超過支出は、個別予算（Einzelplan）11（連邦労働社会省）においてな

された。それは、失業金Ⅱ（6 億 800 万ユーロ）において、2008 年度予定された必要組合

数（Bedarfsgemeinschaft）よりも多かったため生じたものである。社会保障への給付に

おいては（Kap.1113）、総額 1 億 100 万ユーロが予算を超過して支払われた。 

 そのほか、挙げるに値する予算超過支出は、個別予算 17（連邦家族・高齢者・女性・青

年担当省）の、特に、扶養手当（Elterngeld）（1 億 4600 万ユーロ）及び教育手当（1 億
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900 万ユーロ）、並びに個別予算 14（連邦防衛省）の応用自然科学研究協会の売上税追加

支払い（8700 万ユーロ）に計上された。 

 予算外支出は、とりわけ個別予算 60（一般的財務管理）において行われた。ここでは、

（既に述べられたように） IKB（Die IKB Deutsche Industriebank AG）補助業務

（Zuweisungsgeschäft）と結び付けられた不利益の調整のための KfW（Die KfW 

Bankengruppe oder KfW）への貸付（Darlehen）12 億ユーロの支出が予算外になされた。

また、連邦は、ドイチェ・ポスト AG に 11 億ユーロの補助（Beihilfe）を支払った。 

 連邦による子ども教育期間の間の失業保障への支払いの引受によって、個別予算 11 にお

いては、予算外支出 2 億 9000 万ユーロが支払われなければならなかった。 

 予算超過支出及び予算外支出は、全て、連邦予算の他の箇所での過少支出によって補填

された。 

 

 1.6.2 不承認支出 1500 万ユーロ 

 2008 年度決算に記載された予算超過の場合、11 の事例において（2007 年度は 10）、

合計 1500 万ユーロ（2007 年度は 1080 万ユーロ）が必要な連邦省の承認なしに支出され

た。これは、6 つの個別予算に関わる。そのような事例の総額と数は、前年度に比べて再び

僅かに増加した。 

 連邦省は、3 つの事例においては、申請の適時の提示がなされた場合には予算超過の承認

が与えられたであろうことの説明をなした。そのほかの事例では連邦省はこのような説明

はなしていない。担当部局が申請をなしていないか、承認の前提を提示することが根拠付

けられえなかったか、である。これは、2 つの状況に関わる。 

 ・ 予 算 超 過 が 、 弾 力 化 さ れ た 支 出 に お け る 20 ％ の 主 要 グ ル ー プ を 超 え て の

（hauptgruppenübergreifend）填補可能性の、許容されない適用に基づいていた。 

 ・関係する所管省が、十分な予算を使用できるかどうかにつきあらかじめ審査すること

なく、新しい法的義務を引き受けた。 

 連邦省は、所管省に、2009 年 4 月 1 日付けの書面で、将来、連邦省の承認ない予算超

過が回避されることを確実にするよう求めた。 

 BRH は、連邦省のこの直接の対応を正当で必要なものと評価し、全ての委託官

（Beauftragte）が所管省における予算に対して手段取扱部局と調整して連邦省の要求に応

じることを期待している。 

 法的義務を遂行するためになされなければならない予算超過及び予算外支出は、5000 万

ユーロ以上は、連邦省が承認する前に、予算委員会に提示されなければならない。法的義

務がない場合の超過・予算外支出は、500 万ユーロ以上に提示義務がある（BHO 第 37 条

第 1 項第 4 文、2008 年度予算法律第 4 条第 1 項第 2 文）。2008 年度決算の記載におい

ては、法的義務遂行のための 5000 万ユーロ以上の超過支出及び予算外支出につき提示義

務があったのは、7 つのケースにおいてであった。また、500 万ユーロ以上の法的義務の
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ない超過・予算外支出は 3 件であった。連邦省は、10 のうち 9 のケースにつき、承認前に

予算委員会に提示した。残る 1 つのケースでは、2008 年予算法律第 4 条第 1 項第 2 文に

よる例外が利用された。それによれば、やむを得ないケースにおいてはあらかじめの提示

は行われないままでよい、というものである。予算委員会には、事後、連邦省により報告

がなされた。 

 

1.7 未執行分 

 1.7.1 未執行分は再び増加 

 2007 年度終了時に繰越可能であった 8000 億ユーロのうち、2008 年度決算の記載にお

いては、未執行分は 62 億ユーロであった。しかし、この額は、個別予算 10（連邦食糧・

農業・消費者保護省）における未執行分 6640 万ユーロが考慮されていなかった。従って、

実際には、2008 年度の未執行分は 63 億ユーロであった。 

 前年度（57 億ユーロ）に対して、未執行分は 6 億ユーロ増加した。これは、2002 年度

以降では初めての増加である。これは、Kap.3205（利息の支払い〔Verzinsung〕）及び

Kap.3208（保証等）において合計 7 億ユーロ利用されなかったことによる。 

 2008 会計年度末に、予算計算書は、2009 年度に繰越可能な額を 86 億ユーロと記載し

ている。このうち、14 億ユーロが弾力化された支出からの残であった。 

 未執行分は、原則として、会計上、予算のほかの箇所で節約される場合にのみ使用され

ることを許される。この場合、未執行分の使用は次年度の全体の支出を増加させない。そ

うでない場合は、次年度予算において追加的な負担となる。 

 予算の審議のために、担当部署（Ressorts）は、予算委員会に重要な未執行分について

の見通しを報告する。それによって議会は、その展開をその都度の新しい承認との関連に

おいて評価することができる。この実務は、繰越可能な未執行分の限界付けに特に注意を

施す BRH の勧告に遡る。 

 それによって、2001 年から 2004 年のような高いレベルの未執行分が回避され、連邦省

も、未執行分の構築に際して厳格な基準があてがわれるよう配慮することを要請される

（BHO 第 45 条についての行政規則第 3 号参照）。 

 

 1.7.2 4 つの個別予算における繰越可能支出の重点 

 2008 会計年度末に次年度に繰り越された額（86 億ユーロ）のうち、72 億ユーロが弾力

化予算に算入されない領域に分配された。これは、とりわけ、個別予算 11（労働市場）、

12（交通・住宅分野における投資支出）、32（利子、保証）及び 60（全日制学校への財

政支援）に関するものである。 

 

 1.7.3 弾力化された領域における未執行分の必要性審査の統一基準の必要性 

 2009 年度に繰り越される弾力化された支出のための手段は 14 億ユーロであった。これ
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は、前年度と比べ僅かに減少した。2008 年度予算においては、弾力化された未施行分

（Kap.6002、Titel.971-02）の使用を補填するために 2 億 5000 万ユーロが当てられた。

それは、（前年度同様）2008 年度においても、全ては必要とされなかった。むしろ、使用

された未執行分は、会計上、過小支出によって補填されえた。 

 弾力化された領域であっても、未執行分の構成について、その必要性が提示されなけれ

ばならない。2008 年において 2007 会計年度に対して行われた必要性審査によれば、1 億

6400 万ユーロの未執行分が使われなかった。これは、前年（7840 万ユーロ）の 2 倍であ

る。 

 繰越可能な手段の量に関して、使われなかった未執行分は 11.6％に上る（2007 年度は

6.1％）。個々の部署における消失の割合は、個別予算ごとに 0％から 80.1％の間で非常に

様々であった。12 の部署において、前年度同様、未執行分の消失は 1％未満であった。部

署間で未執行分の構成が大きく異なっていることから、各部署で行われる必要性の審査が

区々であることを推測できる。 

 2009 年度への繰越可能な 2008 年度の未執行額の必要性の審査は、まだ完了していない。

ここにおいて、BRH の見解によれば、部局についての特殊性の考慮のもと（例えば、既に

法的に拘束された支出額、複数年度にわたる投資計画等）、連邦省の基準は統一的に適用

されるべきである。それによれば、特に次の要件において、未執行額を計上する実体的な

必要性が欠けるものとなる。 

・業務・機能が継続されなくなった場合 

・特別な事情が存在しなくなった場合 

・建設・調達が実施されないか、長期にわたって延期された場合 

 

 しかし、どの範囲で未執行分が計上されるかは、原則として、それぞれの部局の予算の

応嘱者（Beauftragte）が決定する。 

 BRH は、全ての部局に、連邦省と共同で、将来、未執行分の必要性審査及び計上を統一

的に取り扱うことを期待する。その際、連邦省についての上記言及で挙げられた諸要件が

考慮されなければならない。 

  

 1.7.4 計算書上の年度結果（Rechnungsmäßiges Jahresergebnis） 

 2008 年度の予算執行決算書（Haushaltsabschluss）は、現金収支（kassenmäßig）

結果と並んで、計算書上の（rechnungsmäßig）結果をも含む。その中には、終了予算年

度の予算執行の結果が予算残額を顧慮して表されなければならない。2008 年度には‐24

億ユーロが記載されている。しかし、実際には繰越可能な未執行分が誤って 6640 万ユー

ロ多く記載されていたので（前述 1.7.1 参照）、正しい暫定的な計算書上の結果は 23 億ユ

ーロである。 

 2008 年度の計算書上の結果は、いずれにせよ暫定的である。なぜなら、それは実際に繰
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り越されたのではなくて、繰越可能な額が記載されているだけだからである（BHO 第 83

条 2b 及び d）。実際に計上される予算残額の記載及びそこから導かれる最終的な 2008 年

度の計算書上の結果を、連邦省は、2009 年度予算計算書に表す。BRH は、そこで上述の

誤りが正され、計算書上の結果及び総括結果の額が正しく記載されることを期待する。 

 連邦省は、技術的な措置及び一層慎重な審査（erweiterte Plausibilitätsprüfungen）に

よってそのような誤りを繰り返さないことを確実にする旨言明した。 

 

1.8 債務負担授権（Verpflichtungsermächtigung） 

 1.8.1 授権された債務利用の低下 

 2008 年度予算において、債務の引受けの授権は 858 億ユーロ見積もられて、前年度

（489 億ユーロ）に比べ 379 億ユーロ増加した。このうち、2008 年度において実際に使

用された債務の授権は、293 億ユーロであった。さらに、各部局は、その他の債務を 12 億

ユーロ、法律上の規定に基づき、あるいは日常業務のために引き受けた（BHO 第 38 条第

4 項）。 

 使用率は 34％で、前年度に比べ明らかに少なくしか、見積もられた債務負担の授権が使

用されなかった。 

 授権の要求が非常に僅かであるのは、見積もりが高すぎることの印である。不可避かつ

緊急の必要の予算原則（BHO 第 6 条及び第 11 条）によれば、債務負担は任務遂行に実際

に必要とされる限りでのみ見積もられなければならない。BRH は、連邦省及びそのほかの

部局が予算としての熟成を慎重に審査することを期待する。このことは、予算の明確性及

び予算の真実性（Haushaltswahrheit）の原則並びに経済性及び節約性の原則を要求する

ことでもある。 

 連邦省は、少ない使用につき説明可能である部分もあるとして、特別の事情を指摘した。

そうでなければ、前年度並みの活用となっていたであろうし、その余については、債務負

担の見積り実務は、予算法上の基準に対応しているという。また、見込まれた財源調達上

の負担は全て考えられたものであるという。 

 BRH は、特別の事情がなければ債務負担の利用の程度が前年度並みであったであろうこ

とにつき、連邦省に賛成する。債務負担に際して予測のリスクが存するということを見誤

ってはいない。それにもかかわらず、場合によっては 50％を下回る、ここ何年もの少ない

使用に鑑み、予算の成熟度を注意深く審査する必要性は継続して存在している。 

 

 1.8.2 ドイツ連邦議会予算委員会の事前の関与 

 予算超過及び予算外の義務は、16 億ユーロ引き受けられた（前年度は 3 億 4600 万ユー

ロ）。それは、計 9 つの款（Kapitel）における 17 の項（Titel）に分かれている。それら

の要求に連邦省は BHO 第 38 条第 1 項第 2 文により同意した。 

 2008 年度予算法律第 4 条第 2 項によれば、予算超過及び予算外の義務の授権は、500
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万ユーロ以上（単年度においてのみ必要となる支出の場合）あるいは 1000 万ユーロ以上

は、法律が例外を許容する場合でなければ、連邦省の承認の前に、予算委員会に報告とし

て提示されなければならない。 

 2008 年度計算書は、予算委員会に提示されなければならなかった合計 9 つの事例を記載

している。8 つの事例においては、予算委員会は予め報告された。1 つの事例（KfW のエ

ネルゲティクな建物改善措置の促進「CO2‐建物改善プログラム」Kapitel:1225、

Titel:661-07）は、連邦省が、法律上規定された例外を使用し、予算委員会には事後に報告

した。連邦省は、この理由を、承認のために停止されると建築主に発注が遅れ、労働計画

の大部分が危機にさらされるためとした。 

  

 1.8.3 債務の引受けの増大 

 2008 年 12 月 31 日時点で、連邦には、将来の予算年度における支出に充てるために必

要な債務が、合計で 1237 億ユーロ、以下に示すように引き受けられている。 

 
2009 年度  306 億ユーロ 
2010 年度  212 億ユーロ 
2011 年度  169 億ユーロ 
将来  551 億ユーロ 
合計 1237 億ユーロ 

 

 引き受けられた債務に基づく将来の予算の財政上の負担（Vorbelastung）は、それによ

って新たに高水準なものに増大し、1994 年に比べて、2 倍以上になった。引き受けられた

債務は、ほかの法的及び事実上の拘束と並んで予算立法者の選択の余地を制限するものと

なる。 

 連邦省は、引き受けられた債務の総額により、予算政策上の選択の余地の具体的な制約

は生じないという見解である。対比した期間においては、より高次の債務負担にはより高

次の支出の負担も対置しているであろう。さらに、義務は、一部、財政計画の方にも影響

が及んだ。 

 BRH は、確認の際、対比期間において上昇した予算額にも顧慮したことを指摘する。そ

れによれば、1994 年度から 2008 年度に引き受けられた債務の増加は、同じ期間の連邦予

算の支出総額の増加（17％）を上回っている。この展開に鑑み、確認されなければならな

いのは、将来の予算政策上の余地は、ますます制限されるであろうということである。そ

れぞれの予算年度に見積もられるべき支出は引き受けられる債務によって拘束され、ほか

の目的のために自由に使用され得なくなる。 

 

1.9 より高い担保利用権限の有効利用 

 保証（Bürgerschaften、Garantien、そのほかの Gewährleistungen）は、援助に値す
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る国家利益に資する意図がそれによって支えられなければならない経済援助の手段である。

保証は、国際的財政組織に対して連邦の財政上の義務を遵守するものでもある。保証は、

予算法律及び予算案において様々に記載された目的を目指す。連邦省は、2008 年度の予算

法律第 3 条により、国内外の危機を保証の引受けによってカバーするために 3136 億ユー

ロまで保証を引き受けることの授権をされた。 

 保証の授権は、2008 年度においては、とりわけ「国内経済及び国内のその他の目的」の

領域のためにより多く利用された。その理由は、とりわけ、Hypo Real Estate グループの

安定への連邦の貢献分として 350 億ユーロの保証（Garantie）の引受けであった。 

 個々の目的規定のための予算法律上の授権の枠は、年度決算の記載に含まれていた。 

 保証からの収入及び保証の引受け関連の収入は、2008 年度、9 億 5010 万ユーロに上る。

補償に関しての補償の給付、償還及びその他の費用は 6 億 8440 万ユーロであった。 

 

1.10 資産計算－〔職員の〕生活保障（Versorgung）・補助（Beihilfe）負担分反映 

 2008 年 12 月 31 日時点で、資産計算書は、資産状況につき 1518 億ユーロと計上する。

前年に対して 89 億ユーロ増である。資産の増加は、とりわけ、その他の金銭債権及び有価

証券のもとに記載されうるものであった。これらには、より少ない資産の目減りが対置す

る。それは特に、相場付けされた（börsennotiert）資本参加（Kapitalbeteiligungen）及

び公企業の資本への関与分におけるものである。 

 説明力を向上させるべく、2008 年度資産計算書は、初めて、連邦の現役職員並びに生活

保障受領者のための生活保障・補助負担額を記載した。生活補償負担は 3038 億ユーロに

達し（2003 年 12 月 31 日現在）、補助負担は 898 億ユーロに達する（2007 年 12 月 31

日現在）。このことは、いかにこれらの負担が将来の予算に重荷になるかを明らかにする。 

 連邦省の言明によれば、資産計算書は、その説明力がさらに向上されるべきであるとい

う。そのため、次年度には、とりわけ、生活保障の負担が、将来の生活保障負担の財源調

達のために形成される資本ストックに対置される予定である。その際、国の複式簿記の基

準についても考慮されるべきである。 

 

1.11 連邦特別財産 

 年度決算は、資産ないし負債が法的及び経済的に連邦に帰属する 15 の特別会計を記載す

る。金融市場安定化基金（FMS）が、2008 年に新たに加わっている。 

 FMS は、財政機関につき、流動性ネック（Liquiditätsengpässe）を克服し、自己資本

の基礎を強化するために援助を行うことになっている。そのために、FMS は、財政機関の

債券（Schludverschreibung）を保証し（保証枠 4000 億ユーロまで）、800 億ユーロま

で出資（Beteiligungen）及び危険の引受（Risikoübernahme）のために支出することが

できる。200 億ユーロを超えるさらなる債務の授権は、利用のために保証が必要となる。

2008 年度末までに、FMS は、1050 億ユーロの保証を引き受け、匿名の出資の形で 82 億
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ユーロ、ある財政機関に関与した。FMS は、保証の供与は要請されておらず、また、危険

の引受けの手段を利用していない（Bemerkungsn Nr.1.11.4）。 

 その他の特別財産については、とりわけ ERP（European Recovery Program）

（ Bemerkungen Nr.1.11.1 ） 、 債 務 償 還 基 金 （ Erblastentilgungsfonds ）

（Bemerkungen Nr.1.11.2）、連邦鉄道財産（Bemerkungen Nr.1.11.3）の各特別財産

に指摘がなされている。 

 

1.12 利益またはバランスのとれた結果を伴う連邦企業 

 連邦省は、予算計算書に Nr.5.11 の下、連邦企業の年度決算に関する概観を添付した

（BHO 第 85 条第 3 号）。 
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2.1.3 公会計制度改革への提言活動等 

2.1.3.1 2007 年度所見（Bemerkungen2007）「より多くのより良い経済性調査」 

 近年の「所見（Bemerkungen）」では、Bemerkungen2007「第Ⅰ部 3 経済性調査」に

詳細な取扱いが見られる。それによれば、BRH は 2006 年に包括的に連邦行政における経

済性調査を検査している。 

 

2.1.3.1.1 経済性調査の実施状況 

 BRH が連邦省及びその下級行政機関のもとでの横断的検査において、50000 ユーロ以上

の財政効果を持つ措置を 2000 年から 2003 年までにどれだけ行ったか、そしてその際、ど

の程度、経済性調査が基礎に置かれたかを照会した。さらに照会は、官庁は経済性調査の

ためにいかなる方法を採用したか、そして責任のありかたや組織上の進行をどのように規

定していたか、に関する説明を含まなければならないものであった。その結果、40000 余

のデータが得られ、次のような分類結果となっている。 

 

A：経済性調査に代わる委託手続･････････67.0% 

B：費用・便益分析／便益価値分析････････1.5% 

C：資本価値分析････････････････････････0.3% 

D：費用比較計算････････････････････････6.0% 

E：他の方法････････････････････････････8.0% 

F：他の理由から経済性調査不実施･･･････17.0% 

 

 
（Bemerkungen2007, S.126） 

 

 BRH は、調査結果として、各行政機関は、財政上の影響を持つ措置の計画段階及び決定

段階における経済性調査を実施する義務に、多くの場合全くかあるいは少なくとも十分に

は従っていないことが確認できるとする。連邦省及びその下級機関の財政効果的措置の約

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

Ｄ Ｅ 

Ｆ 
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85％が BHO で求められている経済性調査を行っていなかった。さらに、BRH は経済性調

査にかかる多数の方法的不備を発見したとする。 

 BRH の見解によれば、あらゆる手段の投入の前に、経済的効果についてシステマティッ

クかつ慎重に分析を行い、最も有効な解決策を合理的に選択しなければならないという意

識が喫緊に必要であるとされる。さらに、連邦政府は、指摘された不備を修正するために、

経済性調査の規定や指針の整備を BMF の指揮下で行う必要があるとされた。その際には、

包括的規定及び個々の財政効果的措置の形式に妥当する規定を明確にし、互いにかみ合わ

せることに注意が必要だとされる。さらに、連邦政府は、この領域における適格性を改善

し責任を明確に規律するために、方法的に適切な比較可能な経済性調査の必要な基礎及び

手段を行政にとらせるあらゆる可能性を利用すべきであるとされた。 

 

2.1.3.1.2 経済性調査の報告事例 

 2007 年度所見（Bemerkungen 2007）に掲記された経済性調査関連事項は以下のとおりで

ある。 

 

図表 2- 7 Bemerkungen2007 に記載された報告一覧 
被検査機関 掲記事項 

BMI, BMW 
内務省、経済省 

Umfassende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fur die Einführung der 
elektronischen Vergabe erst nach Empfehlung des Bundesrechnungshofes 
durchgeführt. 
BRH の勧告後ようやく電子的委託の導入に対する包括的な経済性調

査が実施された。 
AA 
外務省 

Entscheidungen über Liegenschaften im Ausland ohne Prüfung von 
Handlungsalternativen und ohne Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
getroffen. 
外国不動産に関する決定が行為の選択肢の吟味なく、また経済性調

査なく実施された。 
BMI（Bundespolizei） 
内務省（連邦警察） 

Möglichkeit privater Leistungserbringung bei 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für die Beschaffung von Dienstkleidung 
und persönlicher Ausrüstung vernachlässigt. 
制服及び個人的装備品調達に対する経済性調査の際、民間企業の給

付履行（private Leistungserbringung）の可能性はおろそかにされた。 
BMVg （Marine） 
防衛省（海軍） 

Aufträge zur Pflege und Änderung der Hard- und Software fur Fregatten 
ohne Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vergeben. 
フリゲート艦用のハードウェア及びソフトウェアの整備・変更への

指示が経済性調査なく与えられた。 
BMVg 
防衛省 

Handlungsalternativen zum ÖPP-Projekt HERKULES vor Durchführung 
der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ausgeschlossen. 
公共サービスの民間開放プロジェクト（ÖPP-Projekt）「ヘルクレ

ス」の遂行のための新たな選択肢が経済性調査の実行の前に排除さ

れた。 
BMI （bundespolizei） 
内務省（連邦警察） 

Reservebestand von IT-Geräten ohne Risikoanalyse und 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung festgelegt. 
IT 機器の予備品在庫量をリスク分析及び経済性調査なく定めた。 
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BMVg  
防衛省 

Aufträge fur gewerbliche Luftabfertigungsleistungen ohne 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vergeben. 
職務上の航空手続完了業務（Luftabfertigung）に対する指示が経済性

調査なく与えられた。 
BMVg （Luftwaffe） 
防衛省（空軍） 

Wegen erheblicher Mängel bei der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung fur den 
Betrieb einer Luftwaffenschule Privatisierungslösung bevorzugt. 
空軍学校運営に対する経済性調査の際の重大な欠陥のために民営化

打開策が優先された。 
Deutsche 
Rentenversicherung Bund 
年金保険組合 

Bei der Planung von zwei Verwaltungsgebäuden überhöhten Raumbedarf 
zugrunde gelegt und Wirtschaftlichkeit alternativer Nutzungsformen nicht 
geprüft. 
二つの行政用建物の計画が過大な土地要求に基づいており、その代

替案となる使用方法の経済性は調査されなかった。 
BMVBS 
交通建設都市整備省 

Bau von Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf überholter Datengrundlage 
geplant. 
交通調整設備（Verkehrsbeeinflussungsanlage）の建設を既に古くなっ

ているデータに基づいて計画した。 
BMVBS 
交通建設都市整備省 

Unzutreffend ermittelte Baunutzungskosten erschweren Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit von Bauvorhaben. 
不適切に算出された建物利用費用が建築計画の経済性の判断を困難

にしている。 
Deutsches Patent- und 
Markenamt 
特許局 

Bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Miete von IT zu kurze 
Nutzungsdauer zugrunde gelegt. 
IT の賃貸料に対する経済性調査の際に短すぎる使用期間を基にし

た。 
BMI （ Koordinierungs- 
und Beratungsstelle der 
Bundesregierung für 
Informationstechnik） 
内務省（連邦政府情報

技術調査協議部） 

Notwendigkeit von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei Prüfung des 
Wechsels von Softwaresystemen auf Empfehlung des 
Bundesrechnungshofes stärker verdeutlicht. 
ソフトウェア交換の際の経済性調査の必要性が BRH の推奨により明

確に示された。 

BKM （ Deutsche 
Nationalbibliothek） 
文化メディア省（国立

図書館） 

Trotz klarer Vorgaben auf die Durchführung von 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen fur IT-Vorhaben verzichtet. 
明確な計画があったにもかかわらず、IT 計画に対する経済性調査の

実行は断念された。 
Verschiedene Ressorts 
他部署 

Vor der Entscheidung über die Art und Weise der Erledigung von 
bündelungsfähigen Querschnittsaufgaben sollten 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt werden. 
まとめることのできる横断的課題（Querschnittsaufgabe）の処理の種

類や方法を決定する前に、経済性調査が行われるべきである。 
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2.1.3.2 連邦予算規則第 99 条報告「連邦・州における予算及び会計制度の現代化につい

て」 

2.1.3.2.1 会計検査院による業務の体系 

 BRH の検査については、まず、基本法第 114 条第 2 項で計算書の検査、予算執行及び経

済運営に関する経済性及び秩序性を検査することが求められている。これを受けて、

HGrG において、第 42 条「会計検査院の任務」、第 43 条「行政の管轄外の機関における

検査」、第 44 条「私法上の企業における国の行為の検査」、第 45 条「共同検査」、第 46

条「検査結果」及び第 47 条「会計責任の解除、会計検査院の計算書」が規定されており、

これらの規定は連邦にも州にも適用される。さらに、この HGrG を受けて、連邦に適用さ

れる BHO では、第 88 条「会計検査院の任務」、第 89 条「検査」、第 90 条「検査の内

容」、第 91 条「連邦行政の管轄外の機関における検査」、第 92 条「私法上の企業におけ

る国の行為の検査」、第 93 条「共同検査」、第 94 条「検査の時期及び種類」、第 95 条

「情報提供義務」、第 96 条「検査結果」、第 97 条「所見」、第 98 条「損害調整の要

請」、第 99 条「特別重要事項」、第 100 条「会計検査局」、第 101 条「会計検査院の計

算書」、第 102 条「会計検査院の意見表明」、第 103 条「会計検査院の聴取」及び第 104

条「私法上の法人に関する検査」の各規定が定められている。 

 また、HGrG 第 42 条第 5 項を受けて BHO 第 88 条第 2 項では、連邦議会、連邦参議院、

連邦政府及び各省庁に対する助言の権限が定められている。さらに、BHO 第 27 条第 2 項

では、個別予算を所管する部署が会計検査院に概算額を送付通知することが求められてお

り、会計検査院はそれに対して意見表明をすることができる旨定められている。こうした

会計検査院の権限は特筆すべきものといえる。 

 さて、連邦の会計検査の進行とその法的根拠は図表 2- 8 のように表すことができる。 
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図表 2- 8 会計検査の進行 
予算の執行 
（BHO 第 34 条以下） 
 

BRH の意見表明 
及び聴取権への応諾義務 

 

金庫及び出納所の記帳と 
計算書作成義務 
（BHO 第 70-75 条） 
 

BRH による期中検査義務 
（行政の情報提供義務及び資料提示義務） 

 

 行政への検査結果報告 
（BHO 第 96 条第 1 項） 
 

 

 BMF への検査結果報告 
（BHO 第 96 条第 2 項） 
 

 

 連邦議会、連邦参議院及び 
連邦政府への意見表明 
（BHO 第 99 条） 
 

連邦議会 
及び 
連邦参議院 

 連邦議会、連邦参議院及び 
連邦政府並びに連邦の個別 
省庁への助言 
（BHO 第 88 条第 2 項） 
 

連邦議会 
及び 
連邦参議院 

帳簿締め切り 
 

  

BMF による計算書作成 
（予算計算書、資産計算書 
 決算報告書及び概要） 
及び責任解除についての要請 
（GG 第 114 条、BHO 第 80～86 条） 
 

 連邦議会 
及び 
連邦参議院 

 BRH による計算書の検査と 
予算執行及び経済運営に関する 
経済性・秩序性検査 
（BHO 第 89 条） 
 

 

 
連邦政府 

BRH の報告 
（Bemerkungen「所見」） 
 

連邦議会 
及び 
連邦参議院 

 
 
連邦政府 

その他の情報、問題の指摘 
（連邦議会または連邦参議院 
 による否認） 
（BHO 第 114 条） 
 

 

 責任解除（GG 第 114 条）  
資料）Der Moderne Staat, 3.Aufl. Bibliographisches Institut & F.A.Brockhaus AG, Mannheim 1988, S.401 
注） Bemerkungen の訳語に関する注釈 
    ドイツで会計検査結果を知らせる行為は、「hat･･･zu berichten」（基本法第 114 条第 2 項）、

「teilt･･･mit（mitteilen）」（BHO 第 96 条第 1 項）と表記されていることから、ここでは

「Bemerkungen」という用語に対し「報告」とは区別して「所見」という訳語を用いている。 
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 上記の手続に照らし、2008 年度決算書に関する業務を日本及びドイツについて対照すれ

ば図表 2- 9 のようになる。 

 

図表 2- 9 2008 年度決算書に関する手続と会計検査 

【日本】 

 

【ドイツ】 

 2008.04.01  
2008 年度 

（N 年度） 

2008.01.01 

 

 

 2009.03.31/2009.04.01  2008.12.31/2009.01.01 

 

 

  
2008 年度決算（7 月 31 日） 

 
内閣→会計検査院（9 月 8 日） 

会計検査院→内閣（11 月 11 日） 

 

 

 

 
（N+1 年度） 

2008 年度予算計算書・資産計算書、 

連邦議会・連邦参議院に提出、 

BRH に送付（4 月） 

 

 
 決算国会提出  （11 月 24 日） 

 

 
決算国会審議（2010 年 1 月） 

 BRH、所見 2009（2008 年度検査）に関する 

大評議会（Großer Senat）決定（9 月 24 日） 

 

 
   BRH、所見 2009（2008 年度検査）（12 月 7

日） 

 2010.03.31/2010.04.01  2009.12.31/2010.01.01 

 

 

   2009 年度予算計算書、 

連邦議会・連邦参議院に提出（4 月 15 日） 

   

 
（N+2 年度） 

 
2009 年度資産計算書、 

連邦議会・連邦参議院に提出（6 月 15 日） 

    
2008 年度予算計算書・資産計算書、 

連邦議会・連邦参議院が承認（7 月 7 日） 

    

 

 2011.03.31/2011.04.01  2010.12.31/2011.01.01 

    

 
資料）亀井作成 
注） 1．図中の太字表記は 2008 年度（平成 20 年度）決算に関する事項 
   2．『会計検査のあらまし』と『所見』に関する注釈 
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 我が国における会計検査は憲法第 90 条及び会計検査院法第 20 条に基づいて行われ、決算検査

報告が内閣に送付されることによって会計検査のサイクルが終了する。決算検査報告はその後印

刷され一般に市販されたりホームページに掲載されたりして広く国民に公表されるほか、その内

容をわかりやすくするために会計検査事務総長により『会計検査のあらまし』（2008 年度決算に

ついては 2010 年 2 月）が作成される。 
 これに対しドイツの場合には、基本法第 114 条第 2 項に基づいて検査が行われ、政府、連邦議

会及び連邦参議院に対して検査結果が報告される。会計検査の詳細については BHO 第 4 部「計算

書の検査」（第 88 条～第 104 条）において規定されており、第 96 条第 1 項に基づいて所管省庁

に検査結果が報告されることによってその業務は終了する。さらに、同第 97 条によって、「会計

検査院は、予算計算書及び資産計算書に関して政府の責任を解除するのに重要となり得る場合に

（soweit es 〈das Ergebnis seiner Prüfung―筆者〉für die Entlastung der Bundesregierung wegen der 
Haushaltsrechnung und der Vermögensrechnung von Bedeutung sein kann）、連邦議会及び連邦参議院

に向けて（für den Bundestag und Bundesrat）毎年『所見（Bemerkungen）』を作成する」こととな

る。このように『所見』は検査業務の一環ではないが法律によって要請される業務の一つであり、

BRH 院長の責任において作成されるとともに広く公開される。 
 つまり、両者の相違は、検査、責任解除及び情報の観点から次のようにまとめることができる。 
  【日本】検査報告 ＋ 国民への情報提供 
  【ドイツ】検査報告 ＋ 政府の責任解除手段・国民への情報提供 
 上述のように、我が国の制度では、会計検査及びその報告は法律によって規定されるのに対し、

ドイツの制度では、検査及びその報告、政府の責任解除手段及び国民への情報提供に至る業務の

全てが法律に基づくものとなっている。このように、ドイツでは検査報告に政府の責任解除とい

う性格があるのに対して、我が国の検査報告にはそのような性格はない。ただ、我が国における

『会計検査のあらまし』とドイツにおける『所見』は、いずれも狭義の検査業務の一環ではなく、

作成の対象も目的も形式的には異なるが、実質的に見れば、広く公開されることによって会計検

査院の決算検査業務に関する情報提供機能を持つという意味においては共通の役割を持つものと

言える。図表 2-9 ではこうした情報提供機能の共通性という意味において対照して表示している。 
 

 

 いま、ここでは BRH が行う業務のうち図表 2- 8 において太字で表記した BHO 第 99

条に基づく「連邦議会、連邦参議院及び連邦政府への意見表明」として行われた報告につ

いて見てみたい。とりわけ、2006 年 8 月 17 付で連邦議会及び連邦参議院に対してなされ

た報告は、「連邦・州における予算及び会計制度の現代化について（ über die 

Modernisierung des staatlichen Haushalts- und Rechnungswesens）」と題されるもので、ドイツ

における公会計制度の改革を BRH の立場から連邦議会及び連邦参議院に対して強く促す

ものとなっている。この報告は「特別報告（Sonderbericht）」として BRH より公表されて

いる。 

 この「特別報告」の内容に入る前に、あらかじめ留意すべき事実に言及しておこう。

BRH による「予算及び会計制度の現代化」の問題提起は、上記の「特別報告」として例外

的に取り上げられたものではなく、会計検査報告のいわば本編ともいえる通常の『所見』

でも取り上げられているのである。例えば、『2006 年度所見』でも取り上げられており、

そこでは特に、プロダクト予算編成に関するパイロット・テストの勧奨に関する記述が注

目される。それによれば、会計検査院は BHO 第 88 条第 2 項に基づいて、1998 年 6 月 15

日、予算委員会に対して行政の原価及び給付計算のデータをより積極的に予算編成手続に
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活用すべきことを提言している。これを受けて、予算委員会は各省庁に成果志向の予算運

営を行うためにプロダクト予算編成が財政運営の補足手段として適性を持つものなのかど

うかについてのテストを行うよう促している。それによって、連邦省庁では 6 機関が 2000

年にテストを開始するとともに、2006 年 6 月 19 日における予算委員会での決算報告の中

でパイロット・テストの結果について報告が行われたことが記述されている143。 

 また、『2007 年度所見』でも予算及び会計制度の現代化問題が取り上げられており、特

にここではその前年 2006 年 8 月 17 日付で「連邦・州における予算及び会計制度の現代化

について」と題する「特別報告」への言及がなされており、それによって同年 10 月 1 日

MHR プロジェクト・グループが設置されたこと、さらに、制度改革の中心となるべき課

題についてその概要が述べられている144。 

 こうした喫緊の課題としての予算及び会計制度の現代化の問題は『2008 年度所見』でも

取り扱われている。ここでは、2007 年 7 月に MHR プロジェクト・グループが「基礎概

念」を公表し、連邦は拡張カメラル会計の導入を決定したことを受けて、制度改革の推進

をさらに繰り返して強調している145。 

 なお、『2009 年度所見』ではこの予算及び会計制度の現代化問題は目次の標題としては

登場していないが、それ以前とは異なり、「資産計算書（2008 年度―筆者）にはじめて年

金債務及び現職者・退職者への補助債務は含められた」と題する節が設けられている146。 

 上記からもわかるように、BRH の提起する「予算及び会計制度の現代化」問題は既に

10 年以上にわたる強い問題意識の現れとなっていると同時に、それに対する議会や政府の

対応を見るとき、BRH の権限が広範かつ強力であることが理解できることとなる。 

 さて、次にここでの主題である「特別報告」の内容を見てみよう。 

 

2.1.3.2.2 「連邦・州における予算及び会計制度の現代化について」の目的と内容 

2.1.3.2.2.1 意見表明の内容構成 

 まず、この報告書は次のような内容から構成されている。 

  0   まとめ 

  1   連邦における予算制度の発展に関するこれまでの評価と経験 

    1.1   弾力化 

    1.2   原価及び給付計算 

    1.3   プロダクト予算 

    1.4   専門的責任と財政的責任の統合 

    1.5   資産計算書 

  2   更なる改革の出発点 

                                                        
143 Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2006 zur Haushalts- und Wirtshcaftsführung des Bundes, SS.72-74 
144 Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2007 zur Haushalts- und Wirtshcaftsführung des Bundes, SS.86-88 
145 Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2008 zur Haushalts- und Wirtshcaftsführung des Bundes, SS.97-102 
146 Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2009 zur Haushalts- und Wirtshcaftsführung des Bundes, SS.67-70 
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    2.1   古典的カメラル簿記に基づく予算制度及び会計制度の弱点 

    2.2   更なる進展のための方法論的な出発点 

    2.3   国内における進展及び国際的な進展 

  3   推奨 

    3.1   連邦と州におけるできる限り統一的な方法 

    3.2   根本的な分析の必要性 

    3.3   会計検査院の役割 

    3.4   今議会における意思決定の提案 

  4   BMF の見解 

 

 

2.1.3.2.2.2 会計検査院の現状認識 

 まず、会計検査院は、HGrG、BHO、連邦会計検査院法等の関連規定を一括して改正す

るための 1997 年 12 月 22 日「予算規定進展法（Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz：

HRFEG）」以降の連邦予算及び会計制度の現代化は限定的なものであったとの評価から論

を起している。その評価について具体的には、この法改正以降、確かに予算執行が弾力化

されたものの、全体としてはインプット及び金銭費消における思考と方法がなお支配的で

あり、経営経済的なデータと考え方についての考慮があまりにも少なすぎるという。また、

原価の透明性やそのコントロールがまだ徹底して改善されていないとも述べている。この

ような現状分析を基礎にして、会計検査院は、制度の現代化のための基礎的な条件や刺激

要因は揃っているが、行政の計画策定やその遂行にあたって経営経済的思考を確固たるも

のにするためには一層の努力が求められるとの見解を表明している。また、ドイツ各州に

おいても国際的な広がりにおいても制度改革のための努力は幅広く行われており、例えば

簿記法をとってみても、カメラル簿記の包括的な拡張論から完全な複式簿記への転換に至

るまで極めて多様であるが、カメラル会計の問題性を念頭に置いたとき、公的な予算及び

会計制度を根本的に新しいものにしなければならないことは学界では大方の認識であると

いう厳しい指摘も行っていいる。 

 こうした認識と評価を踏まえて、会計検査院はこれまでの多様な制度改革の努力を認め

つつも、既に長期にわたって国内的にも国際的にも制度の統一ができず比較可能性が実現

できていないこと、とりわけドイツにおいて連邦と州との間で同様の状況にあることの問

題を憂慮している。 

 その上で、会計検査院の観点からしても、広範な制度改革をできるだけ早急に軌道に乗

せるために、複式簿記の導入に向けて制度の現代化を検討すべきであるという見解を表明

している。さらに、会計検査院は、上に示したこの意見表明の内容のような現代化された

予算及び会計制度の基礎を提示して、それが現代化のプロセスに取り入れられるべきこと

を述べている。 
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2.1.3.2.2.3 会計検査院の役割と議会への推奨 

 会計検査院が果たすべき役割は、こうした意見表明によってまず問題提起をすることで

あり、それによって予算及び会計制度の基本的な分析を行うための刺激を与えることであ

るとする。 

 会計検査院はこうした自らの役割認識に基づいて、次のような要点についての注意喚起

を行っている。 

 （1）議会による統制を含めたその予算編成権を保持すること 

 （2）行政サービスに関する原価の期間帰属の適正化によって世代間の衡平性をより強

く考慮すること 

 （3）言明能力のある資産計算書を作成すること（貸借対照表） 

 （4）所管責任と財政責任を統合すること（予算） 

 （5）行政運営に関する透明性のある証明を行うこと（例えば、原価、給付、各種の指

標） 

 （6）州及び自治体と対比した連邦予算の特殊性を認識すること 

 

 最終的に、会計検査院は、議会に対し、できるだけ幅広い見解をまとめること、及び、

有識者とならんで州及び国際機関の代表者を制度改革の意思決定のための検討に加えるこ

とを提唱している。 

 こうした会計検査院による意見表明と提唱は、ドイツにおける公会計改革にとって、

OECD 及び IMF（国際通貨基金）によるベスト・プラクティスの勧め、EU における財政

の質に関する議論、各州における予算及び会計制度現代化のための活動等とならんで重要

な動機付けとなったとの評価がなされている147。実際に、前にも言及したように148、この

意見表明は MHR プロジェクト・グループが設置される大きな要因のひとつになった。 

                                                        
147 Vgl. Bundesministerium der Finanzen,“Auf dem Weg zu einem neuen Haushalts- und Rechnungswesen 

des Bundes”, in：Monatsbericht des BMF, Oktober 2008 , SS.41-42 
148 「1.1.3.3.1 公会計改革へのチャレンジ」及び「1.1.3.3.3 公会計改革の議論とその内容」参照。 
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2.1.3.3 連邦委託官報告「連邦予算の負担軽減及び現代化の好機」（2009 年 11 月 23 日） 

 2009 年 11 月 23 日付けでなされた連邦委託官の鑑定（Gutachten）「連邦予算の負担軽減

及び現代化の好機」の概要は以下のとおりである。 

 

2.1.3.3.1 概要 

 連邦委託官は、BRH の多様な検査知識に支えられて、この鑑定で、予算上の負担軽減に

関する基本的な指摘をし、節約と収入増についての具体的な提案を行う。 

 2009 年度連邦予算に掲記された支出の 90％以上は、法的にまたは事実上固定されてい

る。従って、持続的な負担軽減は、まずは、予算確定手続外の（実体）法上の、またはそ

のほかの規範的措置によって試みられなければならない。それは、基本的には、相応な緊

縮措置を適時に行う政治に留保され、17 立法期（2009 年 10 月 29 日以降）の初めには、

変革の必要性及び機会が与えられている。 

 より強く、結果及び効果を指向する予算手続は、より透明へと、そして手段投入のより

良い制御を通じて負担軽減へと至るであろう。それによって、予算及び会計制度の現代化

が進められるべきである。 

 連邦委託官は、鑑定「連邦及び州の行政関係の現代化」（2007 年）からの提案に関連し

て、連邦及び州の財政及び行政関係の再構築に節減可能性を見出す。 

 連邦行政は総じて、そしていくつかの例を挙げられる部分領域は、連邦委託官の見解に

よれば、より経済的及び有効に任務を処理することができ、負担軽減に寄与する。このた

めの指針として、特に以下の点が挙げられうる。 

 ・連邦の諸規定における法改定のさらなる実施 

 ・連邦行政の内部の組織・進行の改善 

 ・租税手続の効果的な構築 

 ・連邦の資金調達による建築工事の際のよりいっそうの慎重さ、及び交通インフラ整備

に際してのよりいっそうの需要指向 

 ・調達の際及び物的資源投入の際の経済性原則のより良い考慮 

 ・現在なされている資金補助の批判的な審査、及び無条件に必要な程度まで返還させる

こと 

 ・社会保障及び社会給付領域における組織的、構造的及び規範的改善 

 連邦委託官は、毎年、約 20 億ユーロの負担軽減、そして見積りとしては少なくとも 20

億ユーロ以上の負担軽減を提言し、さらに 2014 年度までは時間的に限定された措置のた

め約 10 億ユーロが加わる。とりわけ、連邦の幹線道路、連邦の不動産、資金補助、租税

上及び社会法上の改正、並びに組織的な改正がこれに当たる。 
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2.1.3.3.2 連邦予算の現在の構造と展開 

 2009 年度の連邦予算に記載された総支出は、2 度の可決された補正予算によって、3033

億ユーロである。これには、予算外で運営される特別財産「金融市場安定化基金

（Finanzmarktstabilisierungsfonds：FMS）」並びに「投資－償還基金」（ Investions- und 

Tilgungsfonds：ITF）」（それぞれ固有の債務授権、合わせて 1250 ユーロが使用できる）

の支出が含まれる。予算に記載された歳入は、租税収入及びその他の収入 2542 億ユーロ、

並びに 491 億ユーロの信用引受から構成されている。FMS 及び ITF を含む連邦の債務総額

は、2009 年度に初めて兆の境界を超えている。 

 財政・経済危機並びに決議された租税軽減（Steuerentlastung）は、一方で、租税収入の

減少に至る。他面で、景気を支える諸措置及び社会保障システムの強化のための増大する

支出が付け加わる。結果として、2009 年度予算及びそれに続く予算において、明らかに高

次の純債務が引き受けられなければならない。それによって、長期的な、景気とは独立し

た構造的な誤った展開が強められるであろう。 

 2009 年度予算の基本データと 1989 年及び 1999 年の数字との比較は、支出面において、

連邦の支出全体に対する社会保障給付の支出割合の明らかな増大を示している。すなわち、

1989 年におけるそれは 33.7％であったのが、1999 年には 40.6％となり、2009 年には

50.3％に上昇している。連邦の増大する債務は、歴史的な低金利によって名目的には後退

する利子水準にもかかわらず、1989 年の 11.3％から 2009 年の 13.7％への利払い割合、つ

まり、支出全体に占める利払い支出の増大へと至っている。利払いの割合は、財政計画の

期間において計算されなければならない。これに対して、支出総額における投資の割合は、

少しずつ後退している。人件費支出が 2009 年度予算において連邦の支出全体のなお 9.2％

を占めているが、1989 年よりは 5 ポイント減少している。ただし、ここには、鉄道・郵便

職員への保障給付 110 億ユーロ（支出総額の 3.6％）は含まれていない。 

 財政・経済危機の結果として、当座の支出の資金調達のための信用需要が明らかに増大

した。信用調達割合、すなわち、予算額における純債務引受の割合は、2009 年度において

16％を超えている。連邦の 2010 年度予算において、それは 25％に上昇し、4 分の 1 が信

用調達されることになるであろう。 

 一面における歳出全体に対する社会給付支出及び利払い支出の増大、他面における歳入

全体における租税収入の割合の減少は、2009 年度予算において計算上、租税歳入の 86％

以上が社会保障給付及び利払いのために使用されるという結果をもたらす。1989 年度ない

し 1999 年度予算に対して 34％ないし 13％の上昇となる。 

 連邦の支出は、ほとんど、法律上、契約上及び事実上確定されており、予算編成手続に

おいては全くあるいは僅かにしか変更されえない。これは、とりわけ、法律上の基礎に基

づいてなされる社会保障給付移転並びに利払い及び人件費に関係する。投資及びその他の

領域においても、予算手続における節減は新たな措置の要求が必要になる場合には限定的

にしか可能とならない。 
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 歳入も、ほとんど‐租税及び使用料の領域において‐法律上規定されている。従って、

持続的に歳入の改善を図ることは、まず、法律上の措置によって、そして行政執行の最良

化を通して達成され得ることになる。 

 

2.1.3.3.3 予算及び会計制度の現代化 

 予算制度及び会計制度は、国の収入の調達と国の手段の使用の透明化をもたらし、任務

と資源の検証可能な結合関係をつくり、それにより経済的な行政活動及び予算の可能な限

りの負担軽減に対する基礎を築くものである。連邦・州・地方各レベルの政府が、個々の

責任と自律性を有するという原則により、各政府は主権者との関係において、自らの資源

の量とその経済的使用について正当化しなければならない。しかし、目下、なお圧倒的な

カメラル式に処理されている連邦及び州の予算は、政治的な決定及びそのほかの決定の実

際上の費用を、しばしば認識させない。 

 BRH は、2006 年、連邦の予算制度及び会計制度の改革の必要を指摘した。特に、連邦

行政が果たした業績と、そのために費やされた価値との間の関係は、完全にかつ正確には

示されていない。加えて、これまでの予算配分と、行政活動により達成しようとする成果

との間の関係も十分には示されていない。そのことから、予算手段の経済的使用を妨げう

る制御の欠缺が生じる。 

 この観点から、次のような現代化された予算制度及び会計制度の要請がある。 

 ・連邦行政による個々の業績及びその財源調達につき、より見通せる、よりコンパクト

な叙述による連邦予算の制御の改善（成果の形成） 

 ・連邦行政の業績と、期待された行政上及びできる限り政治上の目標との結合 

 ・手段投入に関する議論を及ぼすための目標達成の測定可能性と審査、そして当該業績

の金銭的財源調達以上の資源拘束を将来の財源調達の負担の観点からも叙述すること 

 ・個々の部署において現代化された予算を代替可能な資源投入で置き換える可能性を伴

う経済的及び節約的予算執行の教示 

 ・連邦の資産状況及び負債状況の完全な記載 

 

 BMF は、予算制度及び会計制度を、この基準に対応し、拡大されたカメラル式のモデル

により、完全な資産計算書を伴う成果予算の形式に現代化する予定である（2009 年 6 月

30 日の構想）。存在する情報の欠缺及び制御の欠缺を明確に回避するために計画された措

置は基本的に適切であると思われる。改革は、予算手段の経済的で透明で目標達成に厳格

な投入に寄与し、全体として連邦の業績可能性を持続的に改善しうる。それによって、歳

入の増大または支出の減少による市民及び経済への負担なく、予算の緊縮に寄与できるで

あろう。 
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2.2 フランス会計検査院における財務書類の検査とその結果の報告 
2.2.1 会計検査の沿革 

2.2.1.1 会計検査院の機能 

 フランス会計検査院（CDC）の起源は 1320 年に創設が決定されたパリ会計検査院に遡

るが、フランス革命によって一時廃止された。現在の会計検査院はナポレオンにより 1807

年に再興されたものである。フランスの会計検査は出納官の事前監査と会計検査院の事後

監査によって特色付けられる。その枠組は現在でも大きな変化はなく、1844 年のバルザッ

クの長編小説「役人」の記述がそれを良く表わしているので、ここに引用する149。 

 

「フランスでは 1 サンチームの金といえども支払命令を受けるか、あるいは公式書状で請

求され、しかるのちに正式書類で承認され、帳簿とその写しに記載され、最後に領収証

と引換えにされない限り、出納も収納も行われない。そのあとまた、眼鏡をかけた人々

によって請求書と領収書が記帳され、検査され、確認される。これらの形式的手続のど

こかに少しでも手落ちがあると、役人はそれだけでおじけづいてしまう。なぜなら、彼

らは官僚的な繁文呪縟礼を心の糧として生きているからである。おかげでこの国は大い

に満足しているはずなのに、ナポレオンはそれに満足しなかった。彼は世界にも例のな

いある種の裁判所の高等法官達を再興した。この法官達は、毎日そこで、役人達の書い

たありとあらゆる書類。即ち、証書、形式証書、訴訟事件目録、検査証、保税品輸出許

可証、支払済証、収税証、租税支出証等を検査して一日を過ごす。この峻厳な判事達は、

細心の注意力、天才的な探究心、山犬の目、会計士の洞察力を最大限生かして、引き算

に誤りがないかと全ての足し算をもう一度やり直す。そうしてこの数字の崇高な犠牲者

達は、2 年後に経理部武官のもとに、2 サンチームの計算ミスがあったとして 1 枚の明

細書を送り返すのである。 このようにして、地球上のいたる所で書類作りにいそしむ、

あらゆる官僚機構のうちで、最も純粋なものの 1 つであるフランスの官僚機構は、盗み

というものを不可能にした。フランスにあっては汚職は、ありうべからず絵空事にすぎ

ない。」 

 

 現在までの唯一の相違は、1982 年の地方分権法の成立によって、会計検査院の機能の分

権化のために地方会計検査院が設立され、地方自治体の予算に対して事前監査の権限が地

方会計検査院に認められた点である。 

                                                        
149 Balzac（1844）pp.288-289。なお日本語訳は、鹿島茂訳（1987）「役人の生理学」新評論社 18-21 頁を

参照した。 
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2.2.1.2 財務書類の検査の歴史的推移 

2.2.1.2.1 全般的合致の宣言と予算法執行検査報告書 

 議会に提出される財務書類の検査報告書として重要なものは、1823 年 12 月 10 日の政令

で義務付けられた「全般的合致の宣言」である。当時の財務書類の全般的合致とは次の 2

つのことを意味した。それは、まず支払命令者である各省庁が作成した財務書類と出納官

の作成した財務書類が一致することであった。次に各出納官の作成した個別の財務書類と

財務省財政局の作成の財務書類とが一致することを確認することであった。しかし長い間

に各省庁に代わって財務省財政局が自ら財務書類を作成することになり、第 1 の合致性を

確認することの意義は失われた。 

 「全般的合致の宣言」を CDC が行う手続は次の 3 段階を踏む。第 1 段階は、全ての財

務書類が作成されているかを確認することである。第 2 段階は、前年度と当年度における

会計の継続性の確認を行い、相違がある場合には詳細な検査を行い、宣言の中に要約説明

する。最後の段階は、各省庁の出納官が作成した収支計算書の精算を自ら行い、財務書類

の数字と財務省財政局が作成した財務書類が一致していることを確認することである。 

 財務書類の検査については、CDC が「全般的合致の宣言」を行うことで十分と考えられ、

長い間予算額と執行額の比較や分析は議会自身が行ってきた。ところが、1870 年頃から特

別会計の創設や予算項目と会計処理の複雑化に伴い、議会がその作業を自ら行うことが不

可能になってきた。これを受けてようやく 1959 年に CDC が「予算法執行検査報告書」を

議会に提出することが義務付けられた。 

この報告書は長文式で 2 つの部分に分けられた。1 つは、経済状況や政府の政策を考慮の

上、予算額と執行額の差異分析を行うことであり、もう 1 つは、予算の執行状況を検査し、

当初の予算と異なった形で資金が使用されている場合には、正規性の観点から違反行為を

指摘することであった150。CDC がこの報告書の提出を通じて果すべき最大の任務は、議会

の持つ予算決定権の侵害を監視することであった。 

 

2.2.1.2.2 全般的合致の宣言と予算組織法 

 2001 年の LOLF により、CDC が国の会計に対して果すべき役割の質的強化が図られた。

まず「全般的合致の宣言」は、国の会計が正規で公正及び忠実な写像であることを証明す

る監査証明151として生まれ変わることになった（第 58 条の 5）。つまり、財政裁判所法典

第 132 条第 1 項に基づく従来の「全般的合致の宣言」は、現在では実施されていない。

「予算法執行検査報告書」も「予算管理と結果に関する報告書」となりミッションやプロ

グラムごとに予算の執行状況を分析することが特筆された（第 58 条の 4）。「全般的合致

                                                        
150 Schwerer（1990）, p.521. 
151 LOLF では、わざわざ英語の監査証明に該当する certification という単語を用いて、国の財務書類の

「監査証明」を表現した。企業の財務諸表に対する保証型の監査が念頭にあり、文中で「検査」と区

別して「監査証明」とある場合には、特別にこの意味が込められている。 
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の宣言」に関しては LOLF の審議の際に提出された上院議員ランベールの議会報告書にも

次のような問題点が指摘されていた152。 

 まず第 1 にこの宣言は、同じ省庁の同じ部局内で作成される会計書類が形式的に合致す

ることを確認するに過ぎず、CDC が自ら会計書類の誠実性を検査したと言うには不十分で

ある点である。第 2 に「全般的合致の宣言」を企業会計における会計監査人の監査証明と

同様に位置付けるには、法的基盤が欠けていることである。その点は、1994 年 12 月 2 日

の財政裁判所法典（Code des juridictions financières）における法律 111 の第 1 条では「CDC

は出納官の会計書類に判決を下し．．．」とあり、その第 2 条では「財政の執行の管理に

ついて議会と政府を補助する」とあるが、その第 3 条では「収入と支出の正規性を検査し、

国が管理する予算・資金・資産が正しく使われているかを確認する。」としかないことか

らも理解できる。 

 第 3 に現在のフランスにおける国の会計の水準は企業会計と比較すると発生段階にすぎ

ず、「全般的合致の宣言」を企業会計における会計監査人の監査証明と同様に位置付ける

ことは困難なことである。なぜなら監査証明では、国の財務書類が正規性を保持している

だけでなく、誠実性と忠実な写像を保持していることを示さなければならないからである。 

 正規性は既に証明されている。誠実性の証明も可能であろう。政府が予算の執行状況に

ついて把握可能な範囲で事実を表明していることを確認すればよいからである。しかし忠

実な写像が表現されているかを証明することは容易ではない。なぜなら、国の財務書類が

その財政状況や財産に関する客観的な全体像を表していることを証明しなければならない

からである。第 4 に CDC は、その最も重要な任務である出納官の会計書類に対する「検

査判決」を「全般的合致の宣言」の作成前には実施できない点である。 

 しかし最近国の決算業務が迅速化され、この問題は解決されつつある。1860 年から

1960 年の 100 年間は国の決算の承認は 10 年近く遅れて行われた153。それ以後 1992 年まで

は、N 年 12 月 31 日に締切られる N 年度の決算に関して、N+1 年 2 月 28 日までが補正期

間であった。そのため N+1 年 6 月 23 日まで財務書類が公開された。そして N+1 年 9 月 13

日までに N 年度の「予算法執行検査報告書」を CDC は作成した。最後に N+1 年 12 月 14

日までに N 年度の「全般的合致の宣言」を CDC は行っていた。 

これが 1999 年度の決算から迅速化され、N 年 12 月 31 日に締切られる N 年度の決算に関

しては、補正期間は N+1 年 1 月 28 日までとされた。そのため N+1 年 4 月 13 日に N 年度

の財務書類が作成可能になった。そして CDC は、N+1 年 6 月 9 日に N 年度の「予算法執

行検査報告書」の作成と「全般的合致の宣言」をできるようになった。従来は CDC が

「全般的合致の宣言」を行うまで 11 か月と 14 日かかっていたのが、5 か月と 9 日で済む

ようになった154。 

 出納官の個別の会計書類は、財務書類に添付することが不可能としても、今までより早

                                                        
152 Lambert（2001）, pp.289-291. 
153 Pellet（1998）, p.82. 
154 Zuber（2001）, pp.26-27. 
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く CDC に提出されるようになった。支払命令者である各省庁も、その外郭団体や今まで

予算書の付属として添付されるに過ぎなかったその会計書類にも目が届くようになった。

その結果 CDC は、各省庁の会計の質的水準を証明するために、毎年書類や現場の調査を

行うことが必要になった。以上の展開を受けてランベールは、CDC が検査判決という本来

の任務に負担をかけることなく、国の財務書類の監査証明ができるようになったとし155、

新しい LOLF の第 58 条の 4 として明記することを求めたのである。 

                                                        
155 Lambert（2001）, p.292. 
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2.2.2 会計検査院による検査とその結果の報告 

2.2.2.1 全体的傾向 

2.2.2.1.1 財務書類の監査証明の意義と会計検査院の立場 

 国の会計基準の概念フレームワークのⅡ.4 によれば156、決算における財務書類の作成に

よって、行動のコストが明示され、サービス向上等の目的設定とその結果の比較が可能に

なり、国の経営・管理に関する有用な情報を提供できるとする。CDC による財務書類の監

査証明は、作成された財務書類に合理的な保証を与えることにより157、国の予算作成の手

助けをし、公共政策の運営効果を改善することにある158。フランスでは財務書類の監査証

明の監査基準自体は存在しないが、特に国際会計士連盟（IFAC）の国際監査基準（ISA）

を参照して検査が実施されている159。監査意見は、会計処理に関する意見の不一致または

検査の実施における制約の重要性に応じて、無限定適正意見・限定付適正意見・意見不表

明のいずれかになる160。 

 CDC は 2006 年度の最初の監査証明で161、その任務は財務書類の会計基準に対する準拠

性監査であり、財務書類の評価は排除されるとしていた。ところが 2009 年度の監査証明

には、「国の会計改革の進展に付き添うという建設的なアプローチを採用する」162とあり、

現実には監査証明における指導機能の発揮に特に重点を置いている。なお 2009 年度の監

査証明で CDC は、無限定適正意見への段階的移行に向かっていると表明している163。 

 

2.2.2.1.2 財務書類の監査証明の作成日程 

 CDC の財務書類の監査証明の日程は 2007 年度に関しては次のとおりである164。 

 

7 月 19 日 会計の評価項目メモの概要と期中検査の検査計画の提示 

7 月 31 日 期中検査の告示 

9 月 5 日 期中検査の開始 

12 月 1 日 共同部会議による監査証明の指令書の採択期限 

12 月 7 日 期中検査報告書の提出 

12 月 12 日 会計の評価項目メモの提出 

12 月 17 日 会計の評価項目メモとそれ以外の期中検査報告書の合議 

12 月 31 日 2007 年度の決算の締切 

                                                        
156 Comité des norms de comptabilité publique（2009）, p.9 
157 La Cour des comptes（2010a）, p.3. 
158 Ibid., p. 2. 
159 Huby（2009）, p.54. 及び La Cour des comptes（2010a）, p.3. 
160 La Cour des comptes（2010a）, pp.3-4. 
161 La Cour des comptes（2007）, p.3 
162 La Cour des comptes（2010a）, p.1. 
163 Ibid., p.1. 
164 Huby（2009）, pp.475-476 を参照した。 
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1 月 1 日～1 月 20 日 決算の締切補正期間（LOLF 第 28 条） 

1 月 16 日 期末検査の検査計画の提示 

1 月 17 日 関係省庁に対する期末検査の告示 

1 月 21 日～4 月 4 日 期末検査 

4 月 9 日 期末検査の報告書の提出 

4 月 16 日 監査証明の草案の提出 

4 月 22 日 共同部会議による監査証明の草案の審査 

4 月 25 日 公聴会のため監査証明の草案を財務省及び各省庁に送付 

5 月 5 日 関係省庁の責任者の出席による共同部会議の公聴会の開催 

5 月 6 日 共同部会議による監査証明の最終案の合議 

5 月 7 日 検査報告・計画委員会による監査証明の草案の審議 

5 月 9 日 財務省及び関係省庁に書面で回答を求めるために監査証明の草案

を送付（財政裁判所法典法律第 137 条の 3） 

5 月 13 日 検査報告・計画委員会による監査証明最終案の審議 

5 月 20 日 関係省庁からの書面による回答の受取 

5 月 19 日・20 日 2007 年度の文書作成を担当する評定会議の組織員による評議 

5 月 21 日 評定会議による監査証明の最終案の採択 

5 月 22 日 記者会見 

5 月 22 日 議会・大臣・国務院に監査証明を送付 

6 月 1 日 財務書類及びその監査証明の議会に対する提出期限（LOLF 第 46

条） 

 

2.2.2.1.3 期中検査と期末検査 

 期中検査は省庁の横断的検査と特定の省庁に対する個別検査から成る。2009 年度の期中

検査において、281 の勧告を含んだ 15 の報告書と 199 の勧告を含んだ 12 の暫定意見書が

作成された。期中検査では、会計処理方法の正しい適用と内部統制の規定の有効性が検査

され、会計上の重要な虚偽表示のリスクが評価される。 

 期末検査では、取引や会計処理の試査及び期間比較による分析的手続が実施された。出

納官の精算の正確性に関する検査も実施された。予算と会計を統合するシステムが不在の

中、国の財政状況をグローバルな観点から把握するために、政府一般計算書の成果計算と

予算の収支報告、及び財源能力を見る国民会計の 3 つは議会の承認を受けるが、その整合

性や結びつき165についても検査が実施された。国の財務諸表の注記情報の質についても検

査が実施された。なお CDC と財務書類の作成者及び各省庁の間で意見の交換が継続的に

実施され、監査証明の草案に対して関連省庁や部局の異議申し立てが行われた。 
                                                        
165 国の会計基準の概念フレームワークにおいて（Comité des norms de comptabilité publique 2009, pp.9-

10.）、成果計算と予算の収支報告及び財源能力を見る国民会計の関係を明らかにすることの重要性が

指摘されている。 
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 2009 年度には、期末検査に際して 107 の修正要求を含んだ 188 の検査意見書が作成され、

前年度よりは 96 少なくなった。作成者の修正が妥当と CDC に判断された 60 の修正要求

事項の財務書類に対する影響は次のとおりである。まず成果計算書の数字を 30 億ユーロ

増加させるとともに 51 億ユーロ減額させ、貸借対照表の数字を 379 億ユーロ増加させる

とともに 225 億ユーロ減額させ、注記の額の 160 億ユーロの増加と成果計算書と貸借対照

表への再分類がそれぞれ 26 億ユーロと 2 億ユーロであった。CDC と修正に見解の相違が

あった残りの 43 の修正項目の影響は特に貸借対照表で大きく、CDC の要求では 634 億ユ

ーロの減少になるものが修正では逆に 5 億ユーロの増加になっていた。 

 

2.2.2.1.4 監査報告書の構成 

 財務書類の監査証明の構成は最新の 2009 年度版については下の図表のとおりである。 

 

図表 2- 10 2009 年度国家会計監査証明報告書 
導入 
I 2009 年度決算に対する会計検査院の監査意見 
II 監査意見の表明理由 
  A 2008 年度の財務書類に対する除外事項の解除 
  B 2008 年度の財務書類に対する除外事項の部分的解除 
  C 2009 年度の財務書類に対する重要な除外事項 
    1 会計システム 
    2 内部統制及び内部監査 
    3 オペレータの会計 
    4 調整費用と調整負債 
    5 防衛省の資産 
    6 統治権的収益 
    7 不動産と建造物 
    8 社会債務償却金庫 
  D 2009 年度の財務書類に対する重要でない除外事項 
    9 防衛省以外の省庁におけるその他の資産 
III 2009 年度の監査証明の要約 
付属資料：2009 年度の財務書類 

 

 

 導入は、CDC の任務・監査証明の狙い・財務書類の構成・財務書類の作成者・監査証明

の目的・意見表明の基準からなる。Ⅱは前年度の除外事項の解除項目と今年度の除外事項

項目の要約である。ⅢはⅡで触れられた除外事項の解除と除外事項の詳細な記述から成り、

除外事項は重要な除外事項とその他の除外事項に分かれている。Ⅳは監査の実施について

の要約であり、期中検査と期末検査の要約や検査によって指摘された項目の決算に対する

影響が記載されている。 

 監査証明の除外事項は 2006 年度に 13 件、2007 年度と 2008 年度に 12 件、2009 年度に 9

件とその数が減少している。過年度の除外事項の統合や除外事項の解除が、減少に繋がっ
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ていることもあるが、除外事項は項目ごとに多数の問題が個別に指摘され、現実には全体

でおびただしい数の除外事項から成っている。その除外事項の存在のために監査証明は長

文式となっている。CDC による除外事項の整理については下図表のとおりである。 

 

図表 2- 11 2006～2009 年度の監査証明の除外事項 
■2009 年度■ ■2008 年度■ ■2007 年度■ ■2006 年度■ 

1 会計システム 1 会計システム 1 会計システム 1 会計システム 
2 内部統制及び内部監

査 
2 内部統制及び内部監

査 
2 内部統制及び内部監

査 
2 内部統制と内部監査 

3 オペレータの会計 3 オペレータの会計 3 防衛省の資産 3 防衛省の資産 
4 調整費用と調整負債 4 防衛省の資産  4 オペレータの会計 4 オペレータの会計 
5 防衛省の資産  5 統治権的収益 5 統治権的収益 5 国の共同出資による

資産等の特殊な固定

資産 
6 統治権的収益 6 調整費用と調整負債 6 国の共同出資による

資産等の特殊な固定

資産 

6 国債経費削減のため

の金利スワップの会

計処理 
7 不動産と建造物 7 不動産と建造物 7 フランス外国貿易保

険会社と預金供託金

庫の特別会計 

7 フランス外国貿易保

険会社の特別会計 

8 社会債務償却金庫 8 防衛省以外の省庁に

おけるその他の資産 
8 調整費用と調整負債 8 預金供託金庫の特別

会計 
9 防衛省以外の省庁に

おけるその他の資産 
9 社会債務償却金庫 9 不動産と建造物 9 道路 

 10 現金資金の会計 10 現金資金の会計 10 不動産と建造物 
 11 その他の金融資産 11 リスク性引当金 11 統治権的収益 
 12 国が委託した資産 12 防衛省以外の省庁に

おけるその他の資産 
12 調整費用と調整負債 

   13 最高権力府の会計 

注）図表の網掛けの項目は 2006 年度以降毎年除外事項がつけられているもの。 

 

 

 CDC の監査証明における除外事項は項目別に整理はされているが、その内容は非常に複

雑多岐に亘るとともに羅列がかなり無秩序であり、監査証明の分類を尊重しながらも次の

ような再分類をして全貌を把握しようとした。それはまず、CDC の分類どおりに会計シス

テムの検査と内部統制の検査を検討し、次に資産・負債・費用・収益という属性に分けて

検査の問題点を吟味したことである。具体的には、固定資産と棚卸資産の検査、国の資本

参加を示す金融資産と現金資金の検査、調整費用と調整負債等から成る負債と費用の検査、

及び統治権的収益等から成る収益の検査である。 



 

- 203 - 

 

2.2.2.2 個別の指摘事項 

2.2.2.2.1 会計システムと内部統制の検査 

2.2.2.2.1.1 会計システムと内部統制の検査の重要性 

 導入予定の会計システムの導入の断念や新会計システムの未導入の中で、最初の本格的

な財務書類の作成が 2006 年度の決算から実施された。会計システムと内部統制は、財務

書類の作成における会計手続の信頼性の根幹をなすものである。しかし CDC の監査証明

は、本来会計システムや内部統制の監査証明ではない。しかしその不備が多いとして、

2006 年度から 4 年連続で重要な除外事項が付された。 

 会計システムと内部統制の検査の多くは横断的検査と個別検査に分かれる期中検査とし

て実施された。横断的検査は会計上のリスクを抑える規定の整備に関するもので、各省庁

の内部統制の検査と内部監査の整備状況の検査を主なものとする。個別検査は、全検査サ

イクルに関連する手続の検査や、個々の省庁における新会計システム Chorus の受け入れ準

備体制の検査を主なものとする。期中検査では、国の財務書類に結合されるオペレータに

ついても、会計システムの組織や会計書類の質に関する検査が実施される。また国の会計

と関係する取引に関する社会保険機関の内部統制についても検査が実施されている。さら

に国の会計システムに関するリスクを評価するために情報システム監査も実施された。期

末検査においても場合によっては、内部統制の隅々にわたる再検査が実施されている。 

 

2.2.2.2.1.2 会計システムに関する不備 

 財務書類の作成者が、新しい国の会計基準に沿った財務書類の作成の困難性を、会計シ

ステムの問題にしていない点は評価されているが、システムの統合性の欠如や多くの手作

業による処理が 2006 年度の検査を困難なものにした。2007 年度の検査では、会計システ

ムの統合が不十分である上に、システムを使う者に対して統一した処理規定がないので、

同じ性格の項目についても処理が様々であり、2007 年度だけでも 1 千万ユーロを超える支

出の項目に関して 251 もの独自の会計様式が現れている。 

 2007 年期首の勘定残高についても、「期首貸借対照表不可侵の原則」に反して、2006

年度末の勘定残高に多くの手作業の修正が行われている。さらに 270 万の手作業の記帳や

200 万人の公務員の給与システム等、会計処理の自動的なチェックが効かず、システム上

の勘定の流れの探査が不可能で手作業の検査が必要であった。また記帳のコード化がなく、

残高がゼロになった勘定と相殺された勘定を突合することができない問題は 4 期連続で続

いている。 

 2008 年度の検査では、同規模の資産を持つ民間企業の 10 倍以上にもなり、全体で 3,600

万に上る記帳のうち、70%は国の勘定の収支に直接関係ないものであるが、その識別がで

きない。なお 2009 年度の検査でもこの問題の指摘が続き、勘定の中には人工的に数字が

膨らんでいるものもあるとする。また公務員の給与を処理するシステムと責任者の資料と
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の突合が不十分であり、8,700 もの会計様式の存在はその増加数が減少傾向にあるといっ

ても、会計方針の継続性が確保されない。 

 国の助成を受ける機関に対する未払費用や負債は 2008 年度末で 160 億ユーロになるが、

その実在性を確保するための「確認」の手続が、相手側の会計の不備により十分に実施で

きない。「確認」の手続は中央と社会保険の機関に限られ、地方では不可能である。現在

のシステムでは負債は期末にまとめて認識され、発生主義による計上は不可能である。

2008 年度においても 250 万の手作業の会計処理があり、その内容も説明不足でそれを類別

する手段もなく、CDC の手作業の検査では監査も不十分になった。次年度から、税務以外

の費用・収益に関する全省庁の会計処理を統合する新会計システム Chorus が導入されるが、

2008 年度に指摘した問題が解決されるか不確実性が残る。 

 2009 年度の検査ではまず、税務係争引当金の計算システムで管理されている係争の行方

に関する資料と、国の財務書類の数字を突合することができなかった。また納税責任者の

基礎台帳に関して、財政局と税関・間接税の責任部署のシステムが共有化されておらず、

納税資産の減損に対する引当金の評価が、この 2 つのシステムで検出されるリスクの評価

と緊密に連結していない。さらに、防衛省のシステムも統治権的収益を処理するシステム

も権利と義務の発生と対応しておらず、手作業や機械による再処理が必要で、誤謬が発生

する源泉となっており、全体として統合された処理がされているかを検証できない。 

 2008 年度に続いて、検査手続の「確認」を実施する相手を識別する基礎資料がなく、従

来の現金主義的な会計処理の継続のために、経過勘定の手作業の調査が必要であった。た

とえば、防衛省から CDC に提出された 13 の対人勘定を処理する会計システムにおいて、

前受金と前払金の金額に説明不明の乖離がそれぞれ 6 億ユーロと 48 億ユーロ発生してい

た。新会計システム Chorus の対人勘定にも十分な信頼性はなく、記帳の無意味な重複が複

数の対人勘定に発見された。注記についても、多数の誤謬の発見や、資料の不足、会計シ

ステム外の多数の再処理があり、その信頼性は不十分としている。比較可能性の担保のた

めに、会計基準の変更や誤謬の修正にともなう前年度の財務書類の変更が 2009 年度に始

めて実施されたが、網羅性の観点から大きな疑問が残った。 

 2009 年度に使われた会計様式は 1 万を超えさらに増加し、継続性や適正な統制手段の欠

如から、勘定間や金額の整合性を確認することは困難であった。現在の集中化システムで

は、納税の会計手続や税金の額や配分等、性格上非常に複雑にならざるをえない統治権的

収益の会計処理のために、会計書類の作成者は作成した書類の顛末を調べる会計的手段を

持ち合せていない。新会計システム Chorus では多くの場合、法律的な義務を発生と同時に

把握することは保証されておらず、経過勘定の処理が自動的に処理されないため、完全実

施時期が 2012 年の 1 月に延期された。現在の状況では、システムを結ぶ多数の付属の勘

定が必要であり、勘定の流れを把握することは困難で、権利と義務の発生に基づいた税金

の収納や出納を会計処理する新システムの導入は早くても 2012 年になるとする。 
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2.2.2.2.1.3 内部統制に関する不備 

 2006 年度の内部統制の整備の進展状況に関しては、省庁や部局ごとに大きな相違があり、

国の財務書類における重要な虚偽表示のリスクを合理的な水準まで下げるに到っていない。

内部監査についても、恒常的な実施に向けた組織や規定作成が不十分である。2007 年度で

は、出納官の業務に関係する出納命令と出納の書類の抽出検査により、出納命令に到る契

約義務の発生をたどることができないものが 60%あった。また出納官の内部検査では

0.44%とされていた会計の誤謬率が、重要なものだけでも 0.62%あり、全体でも 3.64%と誤

謬の過小評価が生じていた。内部監査については、農業省と財務省の公会計局と税務局及

び関税・間接税務局でのみ効力が発揮されていた。 

 2008 年度では、省庁の内部統制の整備は地方にまで十分に行き渡っておらず、内部統制

の規則の整備も不十分で、組織の整備や文書化についても初歩的な段階である。内部監査

の整備は 2007 年度と比較してほとんど進展がなく、整備の優先順位もない。独立採算の

組織と運用規定ができているのは、2 つの財務関連の省庁と農林水産省のみである。 

 2009 年度の内部統制の整備に関しては、制度化と文書化という観点から中央省庁では進

展が見られるが、地方での進展は遅く、環境省や農林水産省は、地方、特に県において、

その制度化や文書化の段階をまだ完了していない。文化通信省においても、地方の出先機

関のレベルで内部統制の整備は不十分である。また国の組織改革に伴う新しい組織の創設

や、責任の委譲の新しい形態、支払命令官と出納官の相互協調を進める会計システム

Chorus の導入等に、内部統制の整備が追いついていない。 

 CDC が監査に利用できる内部監査組織の数は、財務省や防衛省等限定的であり、2010

年には農林水産省と環境省が加わる。社会省ではまだその完成段階には到っておらず、法

務省では構築の段階となっている。内務省・教育省・高等教育科学省・文化通信省・外務

省についても、状況はあまり変化がなく、内部監査の機能の展開はそれを利用できる運営

段階には到っていない。 
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2.2.2.2.2 固定資産と棚卸資産の検査 

2.2.2.2.2.1 固定資産・棚卸資産会計の特色 

有形・無形固定資産の評価に関しては、原則として取得原価または製作原価によっている。

しかし国の会計基準 6 の 2.1.2.2 によれば166、道路や刑務所等は減損分を差し引いた取替原

価で評価され、歴史的建造物や墓地及び 2006 年度以前に取得した美術品等は象徴的な価

値で評価される。棚卸資産の原価は、公会計基準 8 の 2.3167によれば、先入先出法または

平均法によって評価される。なおこれらの資産が減価している場合には減損処理が求めら

れる。これらの資産について、測定や評価に問題があるとして 2006 年から 4 年連続で重

要な除外事項が付されている。また国の固定資産と棚卸資産の中では防衛省の資産の重要

性が特に大きく、防衛省とそれ以外の省庁に分けた記載が監査報告書でもとられている。 

 

2.2.2.2.2.2 防衛省の資産の評価に関する不備 

2.2.2.2.2.2.1 固定資産の評価に関する不備 

■2006 年度 

 2006 年度の決算については、防衛省の資産は国の資産の 4 分の 1 に達するが、注記にも

記載があるように、軍事衛星や核ミサイル等かなりの資産について記帳漏れがある。多く

の資産の原価が軍の情報システムに記載された額を基に評価されており、取得原価で評価

されていない。またほかの省庁で採用されている 1 万ユーロという資産計上の金額的下限

と防衛省の定める下限が並列する問題がある。 

 国の会計基準 6 の 2.1.2168によれば、取得原価が不明の場合には、統計的手段の利用が認

められるが、その場合でもカタログの価格等信頼性のある資料を基礎とするべきである。

防衛省の資産の大部分には軍の情報システムに責任者への仕切書が添付されておらず、価

格の記載さえないため、統計的手法の利用を正当化することはできない。減価償却されて

ない最も重要な資産については、省内で統一され洗練された方法での再評価が望ましい。

減価償却の耐用年数も使用可能期間を反映していないものや、統一的な償却がまったく実

施されていないものがあった。 

 

■2007 年度 

 2007 年度に関しては、設備は防衛省の情報システムを基礎として評価されているが、取

得原価による評価の基準を満たしていない。防衛省のシステムでの評価では、評価の日付

も不明で、省内の会計規則により取替時の現在価値で評価されている場合が多い。価格表

や目録を基にした見積もり評価や、2006 年以前の物件における仕切書の発見の困難性に加

えて、2006 年度と 2007 年度の購入物件において証拠書類が頻繁に欠如していた。 
                                                        
166 Comité des norms de comptabilité publique （2009）, p.94. 
167 Ibid., p.130. 
168 Ibid., p.93. 
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 国によって民間の利用が自由に認められている資産が、防衛省の資産として計上されて

いない。そのうち 3 つの衛星は計上されており、4 つ目も次年度に計上予定である。しか

し民間の利用者の手にあるものや北大西洋条約機構（OTAN）の勘定コードがないもの等、

防衛省のシステムで調査できないものは計上されていない。船舶を除いた海軍の施設や特

に港湾設備・試験台・車両設備も同様である。機密資産に関しても、国防上の配慮を加え

た修正をした上で評価がされるべきである。2006 年度の CDC の検査で指摘した設備の耐

用年数の訂正が実施されておらず、資産の過小評価が続いている。棚卸資産の減損評価は

実施されているが、固定資産の減損処理はほとんどない。そのため、有形固定資産の 70%

以上のものに信頼性がない。 

 

■2008 年度 

 防衛省の資産は 2008 年度末で総額 1770 億ユーロに上る。数千に上る表計算ソフトによ

る会計処理や全体の 16%しか評価・計上されていない古い資産については課題が多い。18

の船舶や潜水艦の評価額が 2007 年と比較して 30%も減少している等、防衛省の時価評価

ともとの評価額に乖離が生じており、その正当化も不十分である。防衛省のシステムでは

2003 年からの市場のデータしかなく、軍が直接購入した資産は軍のシステムのデータをも

とに評価されており、会計基準に準拠した評価とは言えない。 

 

■2009 年度 

 2008 年度末に防衛省が検証不能としたものが 2009 年度末にも計上されており、総額

600 億ユーロと見積もられ、主要なものは 2006 年以前に取得されたものである。1 万ユー

ロという資産計上の共通的金額的下限を防衛省だけ適用除外とすることは、CDC の反対を

受けて 2009 年度からなくなった。この結果、費用として計上されるものが増加したため、

防衛省の資産は総額で 27 億ユーロ減少した。CDC には資産計上の金額的下限について見

解の相違があり、財務書類作成者も新会計システム Chorus の導入の暁には、下限をさらに

引き下げ可能と考えている。 

 防衛省の保有であるが民間企業が自由に使える資産の調査についてもなお網羅的に行わ

れていない。未完成の資産と異なり、既に完成した大多数の資産は詳細な見積もりによっ

て評価されている。しかしこれは取得原価での評価に準拠しない会計処理であり、CDC は

この正当性を認めることができない。その金額は少なくとも総額 82 億ユーロとされる。

また情報ソフトウェアの評価を全てまとめて単一の総平均法で行うことは相応しくない。 

 

2.2.2.2.2.2.2 未完成の固定資産の評価の不備 

 2006 年の決算では、前払費用の記帳の重複や未記帳から未完成の資産の減少に繋がった。

防衛省による未完成の固定資産の見積もり評価は、国の会計基準が示す統計的手段を用い

た取得原価によるべきであるが、非網羅的な予算支出の見積もりや、軍の情報システムと
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いう会計以外の書類を基礎としているため、その信頼性を担保するには不十分である。 

 未完成の資産の評価額と軍のシステムの評価額には次の非整合性や誤謬が存在した。第

1 に、完成品の額は、未完成の資産の予算支出額ではなく、過小評価された軍のシステム

の金額を基に評価される場合が多い。その結果、完成品を除いた期末の未完成品勘定には

過大評価が発生している。第 2 に、無形固定資産の完成品の記載がなく、2006 年の完成品

の開発コストの記載も減価償却の処理もない。また年度中に予算の支出がないのに、未完

成の無形固定資産の額が期首の 140 億ユーロから期末に 180 億ユーロに増加している。 

 2007 年度でも、ミサイルが相変わらず軍では棚卸資産に分類され防衛省では未完成品と

して計上されている。ミサイルやほかの取替品の会計処理方法の再定義が必要であり、有

形固定資産に計上された場合には減価償却による資産の減額が予想される。軍事計画勘定

の完成品の額は、期首の評価額と期中の予算支出を加えた額から評価されるが、防衛省の

会計処理の方法がこれと異なるため期末に乖離が発生する。なぜなら、期中の予算支出の

計上は通常取引項目ごとに行われるが、防衛省では製造原価の算定のために製品ごとに行

われるからである。 

 また完成品となったものの金額は、軍の情報システムの目録を基に算定されるため、信

頼性や整合性に欠ける。ミサイルや中途改修は未完成品として計上されるが完成品として

の計上がなく、未完成品勘定の 48 億ユーロの増加につながっている。大多数の未完成の

無形固定資産や開発費の見積もり評価は製造原価による評価の基準を満たしていない。さ

らに、完成品と未完成品である棚卸資産の間における未払費用の二重記帳や締切前の仕切

書のない金銭の給付等がチェックされていない。 

 2008 年度では、防衛省の会計システムでは完成品となった未完成品勘定の日付が軍のシ

ステムの日付と合致していない等、両者のシステムの整合性に問題があった。2009 年度に、

未完成の設備や開発の金額の評価は、一部に包括的な評価が採用され 45 億ユーロに上る

が、その範囲が明確でなく資産の内訳も説明がない。未完成の資産の評価方法が不十分と

言う以前に、必要な証拠書類が期限内に提出されず、金額についても意見を述べる状況に

なかった。提出遅延に起因する額は 2009 年度末で総額 269 億ユーロになる。総額 27 億ユ

ーロになる幾つかの軍事研究開発の評価には予算累計額が使われ、未完成の資産は予算の

累計額との相関係数を使って 28 億ユーロと評価されている。これらの処理は、かかった

経費から直接に取得原価を算定する基準に準拠していない。 

 

2.2.2.2.2.2.3 棚卸資産の評価の不備 

 棚卸資産は防衛省の情報システムを基礎として評価されているが、2006 年度の評価につ

いて、注記にも記載があるように、棚卸資産を管理する情報システムでは、最も新しい入

庫価格で記載され、入庫があるごとに更新される後入後出法的なものになっている。2007

年度では、棚卸資産の出入の会計処理はコード化された情報システムが基礎になっている

が、常に適正に使われているとは言えない。2007 年度についても、2008 年度についても、
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防衛省のシステムでは、棚卸資産が、会計基準に準拠した先入先出法や総平均法で評価さ

れていない。棚卸資産の減損処理は稀で 80%以上の資産に信頼性がない。2009 年度も、棚

卸資産の減損処理に一貫性がなく不完全であり、2009 年度末で総額 46 億ユーロと棚卸資

産の 13%に達している。 

 

2.2.2.2.2.2.4 資産除去債務の会計処理 

 2006 年度の注記に記載されているように、資産除去債務についても引当金が計上されて

いない。2007 年度の資産除去費用の計上も注記にあるように、既に除去された棚卸資産に

限られている。2009 年度についても、資産除去費用に対する引当金が幾つかの部門で網羅

的に計上されていない。また記帳の際に、資産除去費用引当金の対照勘定として借方に立

てられるべき除去資産勘定が計上されていない。この修正は資産総額に何の影響も与えな

いが、総額 5 億ユーロと見積もられる。「大修理と大点検」勘定は海軍や空軍の兵器の維

持管理に必要不可欠な後発的経費が計上される。しかし原子力潜水艦 6 台のうち 2 台にし

かこの勘定の計上がないことからも、網羅的に実施されていない。 

 

2.2.2.2.2.2.5 期末調整の問題 

 2006 年度期末の計上資産が期首より 70 億ユーロ増加しており、調整額は全体として数

十億ユーロと見積もられ、会計上の辻褄合わせとしか解釈できない。2007 年度は、会計処

理項目の不統一で、年度の予算支出と目録を突合することができず、内訳を示さない勘定

への詰め込みや期首の勘定の大幅な修正によって、年度末に両者の間で相変わらず辻褄合

わせが行われている。誤謬の修正を求める国の会計基準 14 の趣旨には合わないが、この

誤謬の修正を認識することはまったく不可能で正当化もできない。大部分の決算処理が表

計算ソフトや手作業で処理されているのも問題であり、決算処理の遅れが CDC への検査

に制約を課している。 

 CDC の検査では、軍の情報システムと資産目録の突合と資産目録と防衛省の会計システ

ムとの突合を実施しなければならない。しかし情報処理と会計処理の不適応や内部統制の

不備から、資産目録に信頼性がなく、大きな不確実性と制約が残った。エクセルを用いた

決算処理はその量的な膨大さからまったく不適切で、会計上の支出と資産目録の出入が、

両者の処理方法の相違から対応していない。2008 年度末の決算を資産目録に合わせるため

に、実施された期首の勘定の修正額は、有形固定資産で 80 億ユーロ以上、棚卸資産で 10

億ユーロ以上に昇る。この修正は、会計方針の変更と誤謬の修正に関する国の会計基準 14

に準拠したとするが、その根拠の保証は不可能である。 

 不動産を除く防衛省の資産は 2009 年末で総金額 1,760 億ユーロに上り、資産目録に次の

欠陥がある。それは、①2008 年度期末と 2009 年度期首の資産目録に含まれる情報の突合

の困難性、②減損された資産の 2008 年度期末と 2009 年度期首の減価償却累計額の不一致、

③減損された資産の記帳時の不適切な会計処理、④資産の目録と会計システムのデータの
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局部的な不一致、⑤資産総額・棚卸資産・減価償却・資産の減損等、2008 年度末と 2009

年度期首との間にされた多数の修正の正当性の欠如、⑥CDC に指摘された 8 億ユーロに上

る説明不能の乖離と、それに由来する予算額と資産目録の非整合性の存在、である。 

 

2.2.2.2.2.3 防衛省以外の固定資産の評価の不備 

2.2.2.2.2.3.1 不動産と建造物の会計処理 

2.2.2.2.2.3.1.1 資産評価の不十分性 

■2006 年度 

 国が利用する不動産や建造物の額は 2006 年度末で 491 億ユーロになる。国の所有物の

基本台帳（tableau général des propriétés de l’État）に頼った調査と評価に幾つかの欠点があ

る。システムによる自動的な検索の利用に制限があり、データの新旧が分からず、予算や

会計システムとのインターフェースもできない。手作業による検査の量の膨大性や複雑性

が CDC の検査の制約となった。土地台帳のデータとばらばらになった国の不動産の目録

を突合すると、両者の間に大きな乖離があり、表面積についても重大な誤謬があるものが

あった。資産の評価の要素となる資産の維持管理の状況についても見積もりの仕方が明瞭

性をあまりにも欠いている。表面積や完成物の修正が期末の金額の再評価につながってお

らず、4%の資産は評価もされていなかった。 

 

■2007 年度 

 2007 年度末における国の不動産と建物の価値は 572 億ユーロになり、原則として評価は

市場価値を基礎としている。しかしコンピュータによる自動的なチェックが制限され国の

勘定とのインターフェースもないために、CDC の検査において多くの再処理作業や手作業

によるチェックが必要になり、財務書類上に計上された資産の評価に不確実性がある。 

 2005 年度と 2006 年度に計上されなかった資産の計上があるが、そのうち約 1.5%は相変

わらず計上されていない。2006 年度と 2007 年度に手渡されたが、表面積が大きく増加し

ている資産について実地評価がされていない。土地台帳と国の所有物の基礎台帳をコンピ

ュータ化したシステムの間に説明不明の乖離があり、それを解決するための取組は代替策

が示されずに中断したままである。 

 

■2008 年度 

 2008 年度末で不動産と建造物の純額は 624 億ユーロになるが、国の所有物の基礎台帳に

よる集合資産の調査と評価には、相変わらず多数の手作業の再処理や修正がされている。

償却不能資産の評価額の変動分が 24 億ユーロの再評価差額として計上されているが、そ

の妥当性は定かでない。2008 年度末で 20 億ユーロになる前期損益修正についても、証拠

資料不足によりその根拠が明らかではない。 

 約 7%の資産が未評価で、4%の資産は評価の対象にもなっていない。財務書類の作成者
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による評価の修正は 10 億ユーロに及ぶが、その基準が画一的・包括的で妥当性に問題が

ある。後発費用に関する公会計基準 6 の 2.1.2.2169により、資産の拡張や表面積が大きく変

動した場合には、実地評価が必要であるが、そのうちの 3%は表面積の拡大を考慮せずに

現在価値で評価された。表面積の変動が考慮されずに評価されたものは、総面積 353,830

平方メートル全体の 96,634 平方メートルにも及ぶ。新しい会計内規の送付が遅延し、2006

年度の 44 億ユーロから 80 億ユーロに増加した刑務所の評価と 10 億ユーロに昇る金額の

修正について、その妥当性は明らかでない。土地台帳と国の所有物の基礎台帳の突合は

2007 年度に中断のあと完全に放棄され、資産の調査と評価の網羅性は確保できていない。 

 

■2009 年度 

 国の固定資産は、2008 年度末の 624 億ユーロから 2009 年度末に 678 億ユーロになった

が、財務諸表上の固定資産の額と個別の帳簿の額に 2009 年末の時点で 13 億ユーロの乖離

がある。資産の現物目録システムと会計記帳システムが導入されたにもかかわらず、行政

当局によれば、全ての資産が新しいシステムに含まれていないのが原因とされる。 

 資産の時価の決定は現地調査・文書調査・象徴的価値・見積もり・現在価値等様々な方

法によることが決められ、それを遵守することが資産の評価の信頼性に必要不可欠である。

評価の日付がないものについては、自動的に現在価値で評価されているが、2009 年に別の

方法で既に評価されたものについては、その対象にすべきでない。評価の日付があるもの

について自動的にチェックする手段がなく、誤って現在価値で評価された資産を除外でき

ない。実地調査が必要なものや文書調査が必要なものについても同様の問題がある。 

 時価で評価された資産については、国の貸借対照表の価値を左右するので、毎年再評価

を実施しその乖離を表示すべきである。その乖離とは、現物目録システムの期末の時価と、

会計システムの期首の評価額と期中に資産化可能な費用を加算した額との差額である。そ

こには両システムの対応の不備が存在した。例えば、会計システムの資産が現物目録シス

テムでは「敷地」または「貸借地」となり、その金額もばらばらであった。また現物目録

システムに 1 単位で登録されているものが、会計システムでは複数の資産に登録されてい

た。逆に会計システムに登録されていた資産が現物目録システムにはなかった。このよう

に発生した両システムの乖離は、2009 年度で 7 億 2100 万ユーロとも見積もられる。 

 公的機関の歴史的建造物の会計処理については終止符が打たれるべきであるが、2006 年

から 2009 年にかけてルーブル美術館が取得した芸術品は 1 つも資産として計上されてい

ない。7 億 585 万ユーロと評価されていた配管・在庫施設・給水施設・荷揚施設・駐車施

設・ヘリポート等の補給施設は、2009 年期首に「国に帰属する特殊建造物」勘定に移され

て 1640 万ユーロと評価されている。資産の性格から、この中の幾つかの資産は象徴的な

金額で評価されるのではなく、取得原価か減損分を差し引いた取替原価で評価されるべき

である。 

                                                        
169 Ibid., p.93 
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2.2.2.2.2.3.1.2 後発費用と資産除去債務の会計処理 

 2006 年度に、不動産の潜在価値を維持するための修理費や保全費が後発費用として計上

されている。ところが、CDC の見解と異なり、不動産の価値の低下についてのこれらの費

用に関しては大部分が誤って資産として計上されている。CDC は後発費用の資産化に関す

る基準の明細化を求めているが、かなり重要な額が 2007 年度も誤って資産化されている。 

 象徴的な価値で評価されている歴史的建造物について、耐用年数やサービスの潜在性を

引き出すための後発費用を資産化するという、財務諸表作成者の案を CDC は 2008 年度に

受諾した。この案は、歴史的建造物の価値の廉価性や適正な耐用年数の選択を条件とする。

ところが、その条件を満たしたことを判断する証拠書類がなく、その条件が遵守されてい

るかを確認することはできなかった。国の会計基準の 6 の 2.2.2.2170によれば、資産の潜在

的サービスの低下からその価値が喪失したことが認識される場合を除き、維持保全のため

の後発費用は資産として計上できないとしている。 

 国の会計基準の 6 の 2.2.2.2171によれば、潜在的サービスを維持する目的で資産の利用時

に毎年かかる経費も後発費用として計上が求められ、2008 年度末で 22 億ユーロに上る。

ところが、簿記の基本原則に反して、この費用は貸借対照表で消去が行われ、当期繰越と

いう余剰を示す勘定と相殺される。この費用の計算方法も定まっておらず、国の保有コス

トや予算法上の地代として評価されている。 

 なお文化省は、2008 年度に国が所有または管理する歴史的建造物の維持管理に必要な経

費を 107 億ユーロと見積もり、それに対する引当金が 3 億ユーロ計上されているが、証拠

書類の欠如からその妥当性は明らかでない。2008 年度末に引き当てられたアスベスト除去

引当金の網羅性は確保できていない。なぜなら、本来終了しているはずの除去対象調査が

まだ未実施のものがあり、実施済みのものでも資料が明らかでないためである。防衛省や

文化情報省の努力によって、アスベスト除去に対する引当金が 2009 年度に 4970 万ユーロ

計上されたが、CDC の検査の際に十分な証拠書類がなく、合理的な保証はできなかった。 

 

2.2.2.2.2.3.2 資産の包括勘定と内部作成ソフトウェアの会計の問題点 

2.2.2.2.2.3.2.1 包括勘定 

 資産におけるいわゆる包括処理（non-ventilés）勘定は、金額の重要性のない事務機器や

通信情報機器等が計上され、2007 年度末でその純額は 121 億ユーロに達する。そのうち

113 億ユーロに相当する資産について目録が作成されておらず、その額は防衛省以外の専

門・産業機材と工具及びその他の固定資産の合計額の 3 分の 2 以上になる。 

 この勘定の資産額は、2005 年度の計上額に 2006 年度と 2007 年度の予算支出額を加えた

ものであり、一定の耐用年数でまとめて減価償却されている。この処理は注記にも説明が

                                                        
170  Ibid., p.95 
171 Ibid., p.95 
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なく、実査と定期的評価を求める固定資産の評価の基準に準拠していない。またこの勘定

の資産額は、2006 年期首の 157 億ユーロから 2007 年期末に 127 億ユーロに減少し、その

他の固定資産に対する割合もそれぞれ 69%から 54%に減少しているが、理由の説明がない。 

 資産の包括勘定は 2008 年度末で総額 106 億ユーロになり、防衛省を除いた資産の 63%

を占める。この勘定へ計上されたものは一部、情報システムのデータと国の勘定との乖離

を埋めるためであり、内訳が示せないものについては費用計上すべきと考える。この勘定

ついては、2009 年にその整理ができたとして、除外事項からはずされた。 

 

2.2.2.2.2.3.2.2 内部作成ソフトウェア 

 内部作成ソフトウェアは 2007 年度末で 6 億ユーロ計上されているが、その額に不確実

性がある。その原因は、完成日の調査の困難性・未完成品と完成品の区別の不備・取得原

価の決定と耐用年数の改訂及び廃棄を考慮した修正の問題・費用と資産の分類の不備等で

ある。主に防衛省であるが、2001 年以前に完成したソフトウェアの計上がなく、一段の調

査が必要である。内部作成ソフトウェアの総額は 2008 年度末で 11 億ユーロと前年度のほ

ぼ 2 倍になり、そのうち 7 億ユーロは財務省に関するものである。この勘定の内訳は資産

化された人件費と外部委託費からなる。まず人件費の基になる就業時間の計算が大きくば

らついており、平均時間の計算は仕事の内容に関係なく総平均する方法がとられている。

外部委託費に関しても、資産化されるものと費用化されるものの区別がついていない。 

 CDC は、2009 年度についても、内部作成ソフトウェアの評価について不確実性がある

とした。2009 年度末でこれに関する資産は 15 億ユーロに上り、財務省だけで 8 億ユーロ

になり、作成に携わった人件費と外部委託費から成る。資産化する場合の制作時間の規定

に非整合性があり、会計上のインターフェースがされておらず、平均を用いた制作時間の

測定が給料に関する資料に裏打ちされていない。外部委託コストに関して、費用化された

額と資産化された額の相違の理由が網羅的に把握できない。 

 

2.2.2.2.2.3.3 道路及び国が委託した資産の会計処理の不備 

 2006 年度末で国の道路網は 1,043 億ユーロと見積もられ、内部監査である橋梁審査会の

審査によれば、現実的な評価とされたが、暫定的・部分的なものが多く、時間的制約から

CDC の監査は未実施である。問題点は、注記にも記載があるが、まず統計方法で算出した

原価の利用の仕方と単純化されすぎた仮説の採用であり、次にその改定頻度と道路・土木

工事・トンネルの減損方法の信頼性である。また 2006 年度の期首と期末の金額に変動が

なく期中の変動の記載がまったくない。さらに地方自治体に移管されたはずの工事中の物

件が国の勘定から除かれていない。以上の点から 2006 年度に重要な除外事項が付された

が、2007 年度に解決が図られたとして除外事項からはずされた。 

 国が委託した資産に関しては、2008 年度末で 3 億ユーロになる 2006 年度期首以降の道

路建設に関するものだけが計上されている。しかし注記に表示された自動車道路の評価方
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法から、1971 年から 2006 年までに建設されたものについては評価が可能である。 

 委託資産は、自然人または法人に対して公的サービスを自らの責任で実施するために国

が委託したものであり、利用者から利用料金をとることも認められている。また注記の記

載から、委託した資産に対する国の統制は契約期間でも高く、投資についても、委託され

た側にはほとんど自由裁量の余地は残されていない。資産の返還先は常に国である場合が

普通である。委託された側は契約期間の維持管理を担当し状況を定期的に国に知らせる義

務があり、契約終了の時には元の状態に戻すことを義務付けられる。これらの義務から、

国がその資産に対して重要な利害を残していることは明らかである。以上から、委託され

た資産の未計上は「忠実な写像の原則」を損なうものであり、2008 年度についても除外事

項を付された。しかし 2009 年度に計上済みとして除外事項からはずされた。 

 

2.2.2.2.2.3.4 国の共同出資による固定資産等の特殊な資産 

 2006 年度は財務書類の注記にもあるように、道路やダム等の国の共同出資によって建設

された固定資産が計上されておらず、パートナーとの分配の問題も議論されていない。財

務書類の作成者は会計基準の国際的な議論を見極めたいとして、携帯電話のライセンスの

ような、国が公共の場の利用を認可・制限する権限を持つ資産を、無形固定資産として計

上していない。2007 年度では、これらのうち当年度に費用化された資産のみが固定資産と

して計上されていた。しかし数百億ユーロと見積もられるそれ以前の分については計上が

なく、携帯電話の電波の認可等、特殊な無形固定資産が評価の困難性を理由に相変わらず

計上されていない。これらの理由から 2006 年度と 2007 年度とも重要な除外事項が付され

た。 

 国が共同出資している資産の外部者の出資分は、公会計基準 6 の 1.3.2.172が定めるよう

に、前受利益として負債勘定に計上し、減価償却と同じ方法で耐用年数の間または耐用年

数がないものは 10 年間に配分して償却される。2007 年度末で 28 億ユーロになるこの前受

利益は、本来未完成品については全額、完成品については未償却額を計上すべきである。

2008 年度にもこの会計処理について、完成品と未完成品の相違の区別がないとして、重要

な除外事項が付された。CDC は、2006 年期首以降の完成品についてこの会計処理に従い、

それ以前の資産については従来の会計処理をすることを認め、2009 年度にこの除外事項は

はずされた。なお携帯電話の電波の資産未計上に関する除外事項は、2008 年度に評価・計

上されたとして、除外事項からはずされた。 

 

2.2.2.2.2.3.5 その他の資産の評価・表示の不備 

 不動産・建造物・道路を除いた固定資産と棚卸資産の合計は 2008 年度末で 196 億ユー

ロになる。新しい資産目録システムが導入されたが、資産の調査が網羅的でなく、全ての

ソフトウェアや警察庁の設備等が計上されておらず、文化省を除いて文化的資産の計上も

                                                        
172 Ibid., p. 88 
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ない。8 省庁で棚卸資産の計上がなく、棚卸資産を計上している省庁でも網羅的ではなく、

内務省における 10%の弾薬の未計上等、省かれているものが多く存在する。農業省を除い

て、棚卸資産の減損がなく、減価償却に使われる資産の耐用年数も実際の利用限度と合致

していない。一方で国の勘定に計上した費用が新システムのデータより多く、他方で新シ

ステムにおいて譲渡された資産の一部が国の勘定で処理されていない等、システムと国の

勘定の突合が不十分である。両者の乖離は総額 47 億ユーロのうち 6 億ユーロに昇る。 

 その他の有形・無形固定資産の総額は 2009 年の年度末で総額 270 億ユーロに上るが、

その評価と調査に関してなお不確実性が存在し、今年度も昨年度に続き除外事項を付する

が、2008 年度より不確実性の重要性が低下したため、重要な除外事項とはしなかった。総

額 53 億ユーロになる防衛省以外の省庁の有形・無形固定資産と棚卸資産の新目録システ

ムは、財務書類上の記載の信頼性を担保し、新会計システム Chorus への移管の際にも、信

頼性の担保になるはずである。ところが 2009 年度でもその役割が不十分であり、資産の

目録番号が不統一で年度ごとに変動し、帳簿価格の訂正や内部譲渡の確認が不可能なもの

があった。 

 抽出検査や金額的重要性が高い幾つかの同種類の資産の帳簿価格の比較から、説明不能

の非整合性があることが明らかになった。船舶や航空機等の特殊な資産の帳簿価格につい

ても大きな相違があり、帳簿価格の信頼性は得られていない。減価償却についても多くの

異常があり、具体的には減価償却累計額の誤った繰越、使用開始時期と整合しない償却額、

耐用年数と合致しない償却額等である。 

 幾つかの省庁においては、独自の情報ソフトを用いて備品の管理をしており、2008 年度

に導入された資産目録システムの金額や数量に関する情報の根拠になるはずである。とこ

ろが、車両等の金額的重要性の高い幾つかの資産に関する内務省のシステムの情報と資産

目録システムの情報には、憲兵に関するものを除き、原因不明の乖離が存在している。 

 財務書類の作成者は、資産目録システムの金額と貸借対照表に記載する金額の厳密な突

合を実施せず、事前に訂正された期首金額に当該年度の経費を加えた金額を期末の貸借対

照表額と対比するだけである。期首金額と当該年度の経費自体が資産目録システムと財務

書類の間で整合性がないことが検査されていない。民間利用の航空機の補助予算勘定は 17

億ユーロになり、期末に国の勘定に結合されるが、その計上額と予算勘定の額に乖離があ

り、補助予算の会計帳簿の金額との突合は CDC も未実施のままである。 
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2.2.2.2.3 金融資産と現金資金の検査 

2.2.2.2.3.1 金融資産と現金資金の会計の特色 

 国の会計基準の概念フレームワークⅢ.2 によれば173、フランスの国の決算の対象は、法

人格を持たない国のサービスや国の機関が対象であり、特別会計や補足予算を含めて、国

の予算で財源が認められ予算上に記載のあるサービスや実体とほぼ対応する。しかし国は

法人格を持つ公的法人や私的法人に支配力を有している場合がある。その場合には、政策

を実行するために、その法人の財源を間接的に利用し、その法人の義務に対して責任を持

つことになる。そのような法人については、国の決算では国の資本参加とみなして金融資

産として計上される。 

 フランスの現在の国の決算はあくまでも連結決算ではなく個別決算である。国の会計基

準の概念フレームワークⅢ.2 では174、中期的な目標とする連結決算には連結の範囲等課題

が多く、資本参加という結合方式による現在の会計基準は、将来の連結決算との整合性を

考慮して再定義されるべきであるとしている。しかし国の会計基準 7 のⅡ1.175では、個別

決算ではあるが、資本参加という形の結合を認めることによって、将来の連結決算の本格

的導入に向けた最初の一歩に繋がるとしている。 

 資本参加として金融資産に計上されるものは、国が支配力を有するものと有しないもの

に分かれ、前者はさらに国の政策のオペレータ（opérateur des politiques de l’État）とその他

に分けられる。国の会計基準 7 のⅡ.1.1.2 によれば176、オペレータとは公的サービスを行

う法人格を持ち、国が過半数の資本参加をし、国の緊密な統括化にあるものである。オペ

レータ以外で国が支配力を有する主なものには企業等があげられる。また金融資産の評価

は、国の会計基準 7 のⅡ.2.2177と 3.1.2 によれば178、支配力を有するものに関して出資相当

額で、支配力のないものに関して取得原価と減損テストによる評価が求められている。 

 国の会計基準 10 のⅠ179に定義されているように、国の現金資金勘定は、借方の銀行勘

定と現金勘定及び地方自治体や地方公共機関からの資金の流入を処理する貸方の国庫勘定

から成っている。検査では特にオペレータの結合に関する会計処理に不備があるというこ

とで、2006 年度から 4 年連続で重要な除外事項が付されている。 

 

2.2.2.2.3.2 オペレータの会計処理に関する不備 

■2006 年度 

 2006 年度でオペレータの数は 789 に及ぶ。オペレータの結合に多大な努力が払われたが、

                                                        
173 Ibid., p.13 
174 Ibid., p.13 
175 Ibid., p.109 
176 Ibid., p.110. 
177 Ibid., p.112. 
178 Ibid., p.120 
179 Ibid., pp.139-140 
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次のような数々の問題が起こった。第 1 に、金額にして全体の 28%、数にして 3 分の 2 に

昇るオペレータが期限までに財務諸表を作成できなかった。第 2 に、国の負担分の調査・

評価・会計処理が不十分で国の成果計算書や貸借対照表に影響を及ぼすほどではなかった。

第 3 に、大多数の大学において貸借対照表に国の負担分が記載されていなかった。第 4 に、

成人職業教育公団の保有する国の土地やフランス航行路の活動に必要な資産が貸借対照表

に記載がなかった。第 5 に、網羅的な資産目録の点検がされている機関は稀であり、毎年

点検しているところはさらに稀であった。第 6 に、資産の記帳の日付は、規則よりはるか

に遅れた委託状の交付日となっており、自己資産も国が更新の義務を持つ資産もともに減

価償却が規則どおりされず、システム化未実施の期間について、減価償却ではなく減損処

理が行われていた。第 7 に、国とオペレータの会計処理方法が異なり、特に不動産の譲渡

に関して非整合性があった。第 8 に、国とオペレータの債権と債務の会計処理やオペレー

タの負債の調査に関して不確実性があった。 

 

■2007 年度 

 オペレータの数は 2007 年度末で 802 あり、それに対する国の資本参加の額は同年度末

で 561 億ユーロとなり、国の金融資産の約 3 分の 1 を占める。第 1 に、資産と負債の計上

や内部統制の不備から、オペレータの会計の質に問題があり、第 2 に、金額にして 41%の

半分近くのオペレータが国の決算期限までに決算書を提出できず、国の会計基準 7Ⅱ2.6.180

が認めるように、2006 年度の決算書を基礎に評価された。第 3 に、オペレータの定義を満

たしながら計上されていないものやその定義を満たさないのに計上されているものがあっ

た。 

 

■2008 年度 

 2008 年度末でオペレータとして計上されているものは 667 あり、資本参加の約 3 分の 1

を占め金額にして 547 億ユーロになるが、2007 年度と同様に、オペレータの資格があるに

もかかわらず計上がないものや、逆にその資格がないのに計上されているものがある。

CDC の勧告にもかかわらず国の会計基準の改正がなく、特に国の会計基準 7 の 1.2.2.1181が

示す国の過半数の資本参加という基準はあまりにも単純で、オペレータが便宜を受ける形

式の多様性に対応していない。具体的には、共同出資やグループの長であるオペレータま

たは協会や公益団体の形をとる法人に関しては明確な基準がない。CDC がオペレータとし

て調査すべきとした 50 のリストについても、調査を開始するだけで 1 年以上が経過して

いる。 

 国の決算期日に対応して財務諸表を送付しないオペレータの数が 3 分の 1 以上あり、金

額的にも全体の 37%になり相変わらず多く、前年度の決算に基づいた計上は例外とするべ

                                                        
180 Ibid., p.114 
181 Ibid., p.118 



 

- 218 - 

きである。なおこの点に関しては、2009 年度の監査で、解決が図られたとして、除外事項

からはずされている。2006 年度の CDC の監査から指摘されたオペレータの資産と負債の

総点検は、金額で全体の 8.9%に当たる 12 のオペレータで終了しているのみで、356 のオ

ペレータでは最初の段階も完了していなかった。大多数のオペレータでは、歴史的建造物

や芸術品等の特殊な資産が計上されておらず、国立歴史的記念碑センターやパリ・オペラ

座にヴィエットのように、存在自体がその資産の管理にあるものさえその中に含まれた。 

 大部分のオペレータは、資産の計上や減損及びリスク性引当金の計上や契約義務の注記

開示のような複雑な会計処理だけではなく、資産の調査や減価償却のような単純な会計処

理にさえその信頼性に問題があった。国とオペレータの間の債権と債務の調整に関しても

なお不備があり、その判定基準である「透明性」の原則についても実施の遅れがあった。

オペレータの内部統制の整備にも大きな遅れがある。また自治の拡大に伴う財務の透明性

が必要不可欠にもかかわらず、大学の会計の問題は深刻である。なお保守主義の原則から、

オペレータについて認識された評価差額は計上されず、2008 年度末で 101 億ユーロの資産

額の減少となっている。 

 

■2009 年度 

 2009 年末の時点で 635 のオペレータがあり、その金額は 564 億ユーロで資産総額の 8%

になる。管轄省庁での情報収集の困難性に加えて、国の会計基準におけるオペレータの範

囲が明瞭性を欠き、財務書類の作成者によるリストの検査の不備もあり、リスクと誤謬が

発生する源となっている。2006 年の 1 月 1 日に作成されたオペレータのリストは、それ以

来その範囲について厳密な再検討がされず、CDC が 2007 年に指摘した 380 のオペレータ

のうち 55 しか検討の対象となっていない。2009 年の監査ではオペレータのリストに国の

会計基準の規定を満たさない 8 つのオペレータが含まれ、その金額は 15 億ユーロになる。 

 調査の網羅性と現実性に関する不確実性や、資産評価以前の調査資料の信頼性、及び必

要な資料が間に合わなかったというオペレータの側の問題から、正確な資産の計上がオペ

レータの貸借対照表に計上されていない。CDC が検査したオペレータのうち大多数は資産

の計上に関する規定を順守していない。例えば、重大な保健衛生上の脅威と戦うために、

必要な保健衛生上の棚卸資産を管理する機関では、2009 年の年度末に有効期限が来るもの

について減損処理がまったくなかった。 

 オペレータによる投資は、自己資本に対する国の資金提供という形が最も多く、国の貸

借対照表では借方に、オペレータの貸借対照表では貸方に計上されるべきである。しかし

国側のこの勘定に対する内部統制の規定の不在や、大多数のオペレータの誤った会計処理

のために、4 億 3800 万ユーロになるこの勘定項目について信頼性は得られなかった。 

資本助成の会計規準として「透明性」の原則があり、その条件は次の 4 つである。第 1 は

そのプロセスに国とオペレータと最終的受益者が関わっていることであり、第 2 はオペレ

ータが意思決定に関して限定的な裁量の自由を持っていることであり、第 3 は資金が国の
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財源の移転によって全部または部分的に賄われていることであり、第 4 は国が最終的受益

者に対して義務を負っていることである。これらの条件に当てはまらない場合には、オペ

レータによる契約義務は自身の勘定に計上されなければならない。 

 CDC が検査した 25 のオペレータのうち、この規準に沿った運営をしているかを自ら調

査していたのはほんの 4 分の 1 だけであった。CDC の期中検査や期末検査でこの規定に沿

った会計処理をしていない機関が幾つか指摘され、CDC の要求を受け入れる形で訂正が行

われたが、この会計処理に対するリスクを裏打ちするものになった。フランス国立図書館

や大学等幾つかの機関では内在するリスクやその契約義務が、リスク性引当金や簿外債務

の形で反映されておらず、引当金の計上がまったくない。 

 国とオペレータ相互における債務と債権の再調整の手続を証明する「確認」の網羅性に

問題があった。また本庁の要請で作成・提出された暫定的決算でオペレータの評価が行わ

れることが幾つかあり、その信頼性に問題が残った。例えばあるオペレータの決算の検査

は 4 月から 5 月に実施され取締役会の承認は 6 月である。しかし 2010 年 2 月 23 日が最初

で同年 4 月 12 日が最終の暫定的決算が利用されために、計上額に過大評価が発生した。

2009 年に、18 の大学とフランス気象局等 3 つの公的機関が初めて会計監査役による民間

の会計監査を受けた。2009 年度末で会計監査を受けているオペレータは全体額の 40%にし

かならず、数字としては不十分である。 

 

2.2.2.2.3.3 社会債務償却金庫の結合除外に関する見解の相違 

 社会債務償却金庫（Caisse d’amortissement de la dette sociale：CADES）は、国の財源の配

付を受けて社会保険の累積債務を消去するための機関であり、債権より債務が超過してい

るにもかかわらず、国の金融資産として取得原価ゼロで計上されている。前年度の検査か

ら、この金庫が国の「支配力」のない資本参加として計上されていることに対して CDC

には異議があり、国が「支配力」を有している資本参加として計上することを 2008 年度

と 2009 年度に求めた。この見解の相違の影響は大きく、この金庫が債務超過であること

から、期首に 800 億ユーロ、期末にはさらに 117 億ユーロの資産の減少要因になる。 

 国の会計基準 7 の 1.2.1.2182では「支配力」について「支配権」及び「国が受ける恩恵と

国が負うリスク」の 2 つの観点から次の判断基準を示している。「支配権」に関しては、

①会員総会等の過半数の議決権、②取締役会または理事会の過半数のメンバーの任命権ま

た罷免権、③単独で取締役会または理事会の 40%以上の議決権を持ち、合わせて過半数の

議決権を行使可能、④明確な規定による支配権、である。「国が受ける恩恵と国が負うリ

スク」に関しては、①当該機関の活動を停止させる権限と国が受ける経済的恩恵または重

要な義務の存在、②当該機関から金銭的等の何らかの供与を受けることができるかまたは

その機関の義務を果たす責任がある場合、である。「支配力」についての判断は上の 2 つ

の判断基準のそれぞれについて少なくとも 1 つの項目が満たされていればよい。 

                                                        
182 Ibid., p.117 
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 社会債務償却金庫は、行政的な性格を持つ国の公的機関であり、経済財務と社会保険を

管轄する省庁の管理下にあり、その理事会の 6 人のメンバーのうち 5 人は管轄省庁を代表

し、その予算と財務諸表に関する意思決定は管轄省庁の承認を受ける。この結果、国は理

事会において合わせて議決権の過半数を行使できる。公債の発行は財務・経済省の承認が

必要であり、その発行は単独の場合もあるが、国と共同の場合もある。以上から「支配

権」の判断基準を満たしている。 

 社会債務償却金庫の法的性格から、国はその活動を停止させる権限を持ち清算時の債務

の責任を持っている。また国は金庫の債務に対して追加の財源を伴わせる義務があり、金

庫が資金繰りに窮した時にはそれを補填し、全ての公的機関に対する保証を通じて金庫の

破産を防ぐ義務がある。金庫が債券格付け AAA を保持し国際市場で資金を調達できるの

も、この保証があるからである。さらに公会計基準 7 の 1.2.1.2 の b）183に従って、「国は

目的の達成のために、機関に協力を求めることができる」を検証してみても、「国が受け

る恩恵と国が負うリスク」の条件を満たしている。 

 公会計基準 7 の 1.2.1.3184によれば、国が恩恵を受けることを妨げる厳格な規定があり、

それが支配の制限につながるのであれば、以上の条件を満たしていても「支配力」には当

てはまらない場合があるとする。ヨーロッパ連合の運営に関する条約の制約を受けるフラ

ンス銀行等がそれにあたるが、社会債務償却金庫には例外扱いを受ける証拠が示されてい

ない。財務諸表の作成者は金庫の扱いの曖昧性を認め、社会保険の分野に記載し注記情報

を増やす意向である。公会計基準委員会の最近の意見書に従って、金庫が負う債務と償却

すべき額が今年始めて示された。 

 会計の透明性のためには、社会保険の財源に関する法律の改正も必要であるが、2009 年

度の状況では「支配力」の解釈を含めて、CDC との見解の相違は埋められていない。行政

当局は資産と負債を含めた社会保険勘定の開示の拡大と、ほかのパートナーの資本参加や

資金調達に関する管轄省庁の事前承認の削除等、国が「支配力」を有すると判断されない

ような社会債務償却金庫の統治機構の整備を示している。CDC は、社会保険会計に関与す

る全ての機関に要する資金を明らかにできる、資金計画書と資金調達実行書の作成を提案

する。これらの作成によって、社会債務の年間純増加額が把握でき、社会債務償却金庫の

公債発行の承認にも役立つからである。 

 

2.2.2.2.3.4 フランス外国貿易保険会社と預金供託金庫の特別会計の結合除外 

2.2.2.2.3.4.1 フランス外国貿易保険会社 

 フランス外国貿易保険会社（Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur： 

Coface） は、輸出の振興と補助のために、市場において保険がきかない中長期の様々なリ

スクを保証する。保険料や損失の回収によって保険金は補填され、会社の現金資金会計で

                                                        
183 Ibid., p.118 
184 Ibid., p.118 



 

- 221 - 

処理されるが、補填できない分の保険金やほかの赤字業務に対して国が補助を行い、損失

の回収等でこの特別会計に余裕がある場合には逆に国がそれを徴収できる。1994 年の民営

化の際に国の保証の下での業務に関しては特別の会計として処理がされ、その額は 2005

年末で 170 億ユーロとなり、そのうち国の徴収後の現金資金会計の収支は 47 億ユーロの

黒字となっている。この特別会計は、保険会社の 10 億ユーロと見積もられる貸借対照表

にも国の財務書類にも計上されていない。 

 法人格のない実体の資産や負債の会計は結合不能とするが、国際的な会計基準の流れで

は投資事業組合等を連結すべきとする方向である。国の会計基準の概念フレームワーク

Ⅲ.4185ではその資産の計上は、たとえその所有がなくても「支配力」を有していればよい

とし、利用の状況や利用に対する決定権・責任・利用から発生する費用やリスクに応じて

決定されるとする。保険会社のこの特別会計はその性格からも上の資産の条件を満たすの

で、結合除外とする現在の処理は不適切である。管轄官庁はこの特別会計について保険会

社が代理業者であり、保険会社の側の開示で十分として、2007 年度には国の財務書類にお

ける注記の記載さえなくなり、情報開示の点からもさらに後退している。2006 年度と

2007 年度に付された重要な除外事項は、2008 年度に特別会計の結合が図られたとして解

除された。 

 

2.2.2.2.3.4.2 預金共託金庫 

 預金供託金庫（Caisse des dépôt et consignations）は、個人や法人等の様々な貯蓄性預金を

集めて管理・運用することをその任務とする。集められた貯蓄性預金は法律に基づいて管

理運用され、国がその資金の保証をするだけでなく、供託金庫がリスクのあるとした貸出

に対しても保証を行う。2,050 億ユーロに上るこの貯蓄金会計を用いて、社会的な住宅供

給や都市整備等の公共政策に重要な役割を供託金庫は果たしている。管轄の財務省は、こ

の貯蓄金会計が国の会計基準 7 の「支配力」の条件を満たさず、支配力のない国の資本参

加にも当たらず、その透明性に関しても、国の財務諸表に注記があり、会計監査役の監査

を受けて供託金庫による開示もされ、供託金庫の監視委員会の監査も受けているので十分

とする。 

 CDC は、2005 年 7 月の議会と政府に対する特別報告書において、供託金庫に対する国

際会計基準の適用や国の財務諸表の作成により、供託金庫の一般会計とは別に処理される

貯蓄金会計の扱いの明確化を求めた。フランスでは 1789 年以降差し押さえ禁止資産は存

在せず、国際的な会計基準の流れでは、法人格のない実体の会計についても、それに「支

配力」を有している実体に連結する方向にある。 

 社会的な住宅供給のための貸出が供託金庫の承認が必要なように、貯蓄金会計は供託金

庫の管理下とその委員会の監視下にあることは確かである。しかし国が貯蓄金会計の利用

方法と投資に関する規定を定めており、回収不能による損失を補填し、供託金庫の一般財

                                                        
185 Ibid., p.15 
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源を保護する準備金と担保の積立についても同様である。国は、貯蓄金会計の活動を停止

させ貯蓄の収集を停止する権限も持つ。また国は、保証の代償として、準備金と担保の積

立等について資金の徴収を行うことができ、1991 年から 2005 年までに 500 億ユーロに上

る重要な経済的便益を受けている。さらに、資金を超長期間で借り手のリスクに依存しな

い金利で貸し出す場合には、国がそのリスクを最終的に引き受ける。 

 以上からは、貯蓄金会計は国の支配しない資本参加として計上されるべきであり、その

資産額は 2006 年度の期首と期末でそれぞれ 76 億 6 千 3 百万ユーロと 70 億 8 千百万ユー

ロになる。なお預金供託金庫の一般会計は既に国の会計に 100%繰り入れられている。こ

の貯蓄金会計の未計上のために、2007 年度に再び重要な除外事項とされたが、2008 年度

に支配力のない実体として計上されたとして、除外事項からはずされた。 

 

2.2.2.2.3.5 その他の金融資産の会計処理の不備 

 国際機関に対する国の出資は 2008 年度に 250 億ユーロに上り、そのうちの約半分は国

際通貨基金に対するものである。147 億ユーロになる貸付金のうち 107 億ユーロは優遇利

子の特典を与えている。国際機関への出資金について内部統制が存在せず、会計処理の方

法も支配力のないほかの機関と異なり、帳簿価格は原始記帳額のままになっている。その

評価も予算上の支出を累積するという旧態依然としたもので、出資の会計処理も、契約義

務の発生に対応したものではなく、現金主義に基づいたものである。国の会計基準 7 の金

融資産に該当する出資か、出資の範疇は何かという、国際機関の法的性格や範囲に関した

調査もない。 

 行政当局は、資産の計上の約 10%を占める 25 億ユーロは調整費用が相応しいことを認

め、国際機関に対する複数年の国の契約義務に計上額の疑問が残る。2008 年度末で 16 億

ユーロの予算の繰越についても、資本の補填か損失の補填かの調査はない。国際通貨基金

に対する債権は出資の形で計上され、短期国債の形の融資は公会計基準 12 のⅠ.3186に従っ

て負債として計上されている。出資残高は、取得原価と減損による評価が必要であるが、

現実には前期の残高に今年度の出資額を繰り入れる形でしか評価されていない。 

 国が現金資金を出して経済事業の運営管理を任せた第三者のうち、幾つかのものは法人

格のない機関が営む事業として分類され、国の権利が明示されるべきである。国は、外国

や新しい都市に対して開発援助の目的で利子優遇貸付を行う場合がある。この措置をとる

場合に、通常の利子率と比較したコストを注記に開示することを CDC は求めているが、

優遇利子があるという簡単な開示はあっても具体的な開示はない。このコストは、外国に

対するものだけで 30～60 億ユーロと見積もられ、「良質の情報の原則」からも開示すべ

きである。公会計原則 7 の 3.2.187では現在の価値での評価を求めているだけで、貸付金の

現在の価値の開示や期限が来た時の損失の計上のような、企業会計や OECD 諸国の会計が

                                                        
186 Ibid., p.169 
187 Ibid., p.121 
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求めている具体的処理の指示はない。なお以上の理由から 2008 年度に付された除外事項

は、2009 年度に解決が図られたとして解除された。 

 社会福祉国家基金は国と同じ法人格を持たない機関であり、サラリーマンにその収入に

応じた給付金を給付し、財源はその投資収益と国の赤字補填から成る。行政当局はその基

金を財務諸表に結合することを 2009 年度に認めたが、国家住宅補助基金についてはそれ

を拒んでいる。CDC はこの基金についても、国と同じ法人格を持たない機関であり、国の

管轄下にあることから、金融資産として財務書類に計上すべきと考える。行政当局はこの

基金の財源が複数の機関に渡ることを未結合の理由とするが、反証として不十分である。 

 

2.2.2.2.3.6 現金資金の会計の不備 

 現金資金勘定の借方と貸方の金額は、それぞれ 220 億 6 千万ユーロと 689 億 7 千万ユー

ロに上るが、国庫勘定と未接続の地方公共機関の勘定の総額が 2007 年度末で 343 億ユー

ロあり、毎月中央の財務統制官の検査を受けるが、数字と書類との突合が不十分である。

技術的な問題や金額不足等から発生する、国庫勘定と未接続の未決算勘定の額は 2007 年

度末で借方 6 億 2 千万ユーロ、貸方 3 億 8 千万ユーロになる。この金額を求めるには、12

月 31 日締切の仮の勘定残高に、次年度の 1 月 11 日までの補正期間の処理金額を手作業で

加算する必要があり、金額の正当性を保証できる体制になっていない。 

 軍の小口現金勘定は、2007 年度末に 9 億 8 千万ユーロになり、年度末に国の勘定との整

合性が調査の対象とされる。ところが防衛省によれば、1 億 2 千 5 百万ユーロの乖離があ

り、それを証明する軍の資料の提供がなかった。国の会計基準 10 の 2.1.1.1 によれば188、

銀行の口座計算書は受け取り次第処理しなければならないが、フランス銀行も含めて実際

の処理の日付がばらばらであった。フランス銀行の口座計算書には資金の性格を示すコー

ドがあり、コードに基づいて送付されるが、国の勘定への処理は担当によりばらばらであ

り、結局コードに関係なく 1 つにまとめられて処理されている。会計処理の文書もほとん

どの場合記載が不十分で証拠書類の資格を満たさない。 

 2008 年度末で現金資金勘定の借方と貸方の残高は、それぞれ 461 億ユーロと 675 億ユー

ロになり、国の現金資金勘定に直接接続していない地方公共団体の勘定残高は 2008 年度

末で 328 億ユーロになる。この勘定が国の勘定に算入されるのに際して、両者の勘定の突

合をする体制が整備されておらず、基礎となる両者の副勘定の間に 4 億ユーロに上る誤謬

があった。借方と貸方残高がそれぞれ 2008 年度末で 1 億ユーロと 2 億ユーロになる仮勘

定は、1 月 14 日までの決算の補正期間に処理された大部分の証拠書類が不十分であった。

軍の小口現金勘定の残高は 2008 年度末で 10 億ユーロあり、その勘定と国の勘定の間に全

体の 10%に上る乖離がある。銀行勘定についても、2007 年度に指摘された問題が継続して

いる。なお 2007 年と 2008 年に付された重要な除外事項は 2009 年に解決済みとして解除

された。 

                                                        
188 Ibid., p.144 
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2.2.2.2.4 費用と負債の検査 

2.2.2.2.4.1 調整負債と引当金の会計処理の特色 

 国の会計基準 2 の 1.1189と 1.2190から、「公的業務の経費に対する国庫補助金（subvention 

pour charges de service public）」は「調整費用（charge d’intervention）」と次の点で異なる。

前者が定められたオペレータに対する国の業務の直接経費として処理されるのに対して、

後者は経済や社会機能の調整のために国が負担する助成金であり、通常収益の移転の形を

とる。移転先は地方公共機関を含めた地方自治体が主なものであるが、外国機関を含めた

国際機関や社会保険等の公益団体及び協会・基金・宗教団体を含めた非営利団体等もその

対象になる。 

 調整費用に関しては、公会計基準の 2 のⅢ.4191と 12 のⅠ.1192に従って、支出がなくとも

契約義務の発生に対応して、引当金や未払費用が計上され、調整負債（ passif 

d’intervention）に分類される。公会計基準の 2 のⅡ193は、調整費用の計上について、「発

生の要因となる行為」（act attributif）を基に判断すべきとし、そのⅣ194に主に慣例による

指令手続（procédure d’instruction）と資金分配手続（procédure de dotation）に分けて、「発

生要因となる行為」が示されている。なお公会計基準の 12 の 2.1195は、引当金の計上の条

件として、既に国の第三者に対する義務が存在しており、そのために代償のない財源の流

出の蓋然性が高く、金額が信頼でき見積もり可能な場合としている。 

 LOLF ではその 27 条と 54 条の 4 で、分析的会計の重要性が指摘され、プログラムごと

に行政評価の年次報告書を作成し、実績と予算の差異分析を行うことになった。具体的に

は、業績指標を用いる業績予算と、プログラム別に展開されるプログラム予算が実施され

る。フランスでは特に、ミッション・プログラム・アクションと呼ばれ、予算の目的設

定・予算の配分・予算の実施とその評価を目指す。プログラムは複数年に渡る場合が通常

で、予算上既に支出負担行為許可（autorisation d’engagement）は終了している。そのため、

契約義務が発生したが、出費が次年度以降になるものについて、その確実性の高さに応じ

て、未払金または引当金の計上が必要になる場合がある。調整費用と調整負債の会計処理

に関しては、2006 年度から 4 年連続で重要な除外事項が付されている。 

 

2.2.2.2.4.2 調整費用と調整負債の会計処理の不備 

■2006 年度と 2007 年度 

 調整費用の額は 2006 年度末で 1470 億ユーロとなり、別に調整負債として 295 億ユーロ

                                                        
189 Ibid., p.37 
190 Ibid., pp.37-38 
191 Ibid., p.16 
192 Ibid., p.168 
193 Ibid., p.47. 
194 Ibid., pp.48-51 
195 Ibid., p.171 
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の引当金と 72 億ユーロの未払費用及び 82 億ユーロのその他の非金融負債が計上されてい

る。未払費用と引当金の評価に不確実性がある。その理由は不十分な調査時間とオペレー

タの情報システムの不備にある。調整費用の予算額の 20%とその予算額を超える調整負債

の検査の結果、CDC の要求で修正された金額は、貸借対照表の純余剰を 45 億ユーロ、成

果計算書の期間損益を 9 億ユーロ減少させるものであった。 

 2007 年度末で調整費用は 1509 億ユーロで、調整負債のうち引当金が 432 億ユーロ、及

び未払費用とその他の金融費用が 112 億ユーロになるが、次のような会計処理の問題があ

った。第 1 に、費用の期間帰属の会計処理について、前期の引当金の次年度への自動繰越

の不在、助成の受益者を分類した副勘定の不在、未払費用の現実の処理内容や負債の分類

に関する調査の不在等があった。第 2 に、調整費用に関する引当金の計上は 2006 年度の

295 億ユーロから、2007 年度の 432 億ユーロと増加し、引当金計上の必要性が再認識され

ているが、調整負債の調査の網羅性になお問題がある。 

 第 3 に、CDC は、年度の予算不足による 27 億ユーロになる負債の存在を発見したが、

この負債や未払費用は、年度末に請求書がなくても見積もりが正確にできるので、調整負

債とともに注記の対象とされるべきである。第 4 に、第三者に配分される予定で配分も決

定した税金額の計上が、納税前について十分でない。統合されて国の職員となった職員の

退職年金を国が代わって負担し、統合された機関の付加価値税の配分額がそれに当てられ

るにもかかわらず、注記にその記載のないものがあった。 

 第 5 に、費用に関する国の会計基準 2 は費用の発生の基準について定義が曖昧である。

社会保険や雇用保険による多くの社会福祉政策では、「発生の要因となる行為」を決定す

るのは困難であり現場に不親切である。これらの慣例がない社会的義務は、財源等の定期

的なチェックと、数期にわたる長期的な評価を基礎に、個別に判断すべきであるが、引当

金の計上または注記への表示を必要とする。財務書類にはこれらの社会的義務が開示され

ておらず、その特殊性から費用に関する国の会計基準 2 の適用方法について議論があるべ

きである。なお身体障害者と社会保障及び住宅補助の給付金では、一般的な法的条件の適

用で国の契約義務があることを決定可能である。 

 

■2008 年度 

＜情報システムと内部統制の不備から来るリスク＞ 

 2008 年度末で調整費用の額は 1,616 億ユーロ、調整負債の引当金の額が 516 億ユーロ、

未払費用とその他の非金融負債の額が 117 億ユーロと大幅に増加している。システムの不

備による簿外の会計処理のために、項目に多数の記帳や修正が国の勘定にあり、CDC の検

査でその跡をたどるのが不可能であった。内部統制の不備が出先機関に多くあり、そのた

めの修正額は 10 億ユーロ以上になった。債務と債権の整理が不十分であり、社会保険機

関や重要な機関の間でしか進展しておらず、フランス鉄道網やフランス国鉄及びパリ市交
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通公団（RATP）196等でも未実施である。 

 

＜フランス鉄道網に対する国の契約義務の会計処理＞ 

 国は助成金によってフランス鉄道網の資金援助をしており、鉄道網の持続的開発を目指

して 2008 年に複数年契約を締結した。契約によって、従来の助成金は調整費用とみなさ

れる 1 つの新しい助成金にまとめられた。この助成金は、利用者が払う料金の不足を補い、

料金を利用者が負担できる範囲に抑え、フランス鉄道網の競争力を維持するためのもので

ある。国に助成金の代償はなく引当金を計上すべき契約義務に当たる。 

 フランス鉄道網はその事業目的を国の財政的援助なしでは果たすことができず、注記に

記載のとおり営業収入の不足はこの複数年契約に基づいて助成金で補われる。この助成金

がないとフランス鉄道網の存続可能性に影響する。この契約義務による財源の流出の蓋然

性は高く、金額も最初の 3 年間で 68 億ユーロと確実に見積もられるが、引当金の計上が

なく、CDC と見解の相違がある。 

 

＜他の調整負債の会計処理＞ 

 国立森林事務所に対する国の助成金が「公的業務の経費に対する国庫補助金」として計

上されているが、この助成金の一時的な性格と受益者が地方自治体でありその代償がない

ことから、調整費用としての定義を満たすので、複数年契約の分については引当金を計上

すべきである。2007 年度と同様に、債務減免と経済開発に関する契約の不適正な会計処理

が続いている。国際機関に対する複数年契約の契約義務のうち、資金の補填に関するもの

は調整費用として計上すべきである。大量破壊兵器の拡散に反対する運動の国際協力等の

協定による契約義務は、注記に開示すべきである。 

 

＜会計基準に対する不適応＞ 

 契約義務が国の「透明性」の原則を満たないものについては、対象の機関自身の財務書

類に表示すべきであるが、国立研究機構の複数年の契約義務は、その機関の財務書類にも

国の財務書類にも記載がなかった。また地方公共機関に対する教育補助として支払われて

いる助成金は、調整費用として計上されているが、実際は給与の補助であり、「公的義務

の経費に対する国庫補助金」として計上すべきである。またこの機関は調整費用の対象に

なるオペレータに含まれていない。社会保険の機関が営む多くの社会助成は、数期にまた

がり定期的なチェックが必要で個別の判断に委ねられるものも多く、引当金の計上や注記

の開示が必要である。 

 

■2009 年度 

                                                        
196 2010 年の公開報告書（La Cour des comptes（2010b）, pp.296-322）で資産と負債の整理の問題が指摘

されている。 
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＜検査されていない調整費用項目の不確実性＞ 

 調整費用の総額は 2009 年度には 1,710 億ユーロに上り、調整負債の総額は 2009 年末に

660 億ユーロに達し、2008 年度から 2009 年度の間に計上された費用の範囲は大きく増加

した。CDC によれば、総数 1,355 の調整費用項目のうち 15%にあたる 201 の項目について

行政当局による調査がされているにすぎない。2006 年度以来 CDC が検査した 147 の項目

は調整費用総額の 74%に当たるが、そのうち 53 項目だけが、国の会計に正しく計上され

ているにすぎない。このため、2009 年度で 440 億ユーロに及ぶ、検査未実施の調整項目の

会計処理には重大な不確実性がある。 

 

＜フランス鉄道網に対する国の契約義務の不十分な表示＞ 

 フランス鉄道網に対する国の契約義務が網羅的に引当金として計上されておらず、CDC

と見解の相違があり、その金額は期首で 40 億ユーロ、期末で 20 億ユーロになっている。

CDC はこれについて既に 2008 年の決算で指摘しているが、2010 年度の予算で初めて 25

億ユーロが計上された。しかしその引当額はなお不十分である。法律ではイル・ド・フラ

ンスを除いた地方鉄道網の使用料は国の負担とするとなっており、今回の国の契約義務は

複数年にまたがる。契約では、収益が不十分な場合には、インフラにかかるコストは全て

国の助成金で賄われるとされ、次年度以降の国の助成金がなければ、フランス鉄道網の事

業継続に問題が生じるとされる。また助成金から便宜をうけるフランス鉄道網に対して代

償を求めることができない。これらが引当金の計上を求める理由である。 

 

＜付加価値税の還元に関する国の契約義務の不十分な表示＞ 

 地方自治体に対する付加価値税を還付する国の義務について、CDC と行政当局の間に見

解の相違があり、それが 70 億ユーロと見積もられる引当金の相違を生み出している。こ

の還付額は 2008 年の 56 億ユーロから 2009 年には 99 億ユーロとなっている。 

 還付を受ける権利を持つ地方自治体等にその権利が発生すると、還付請求を受けた国に

はその請求を拒否する権限はない。国はこの義務の発生を認識する時点を還付分の支払期

限と混同してはならない。地方自治体の請求に対して還付が実施されるまでにかかる期間

の猶予が 1 年から 2 年ある。それは、地方自治体が持つ債権の計上を遅らせる結果となる

が、発生主義の観点からは国の還付義務の会計上の計上を遅らせる結果となってはならな

い。そのため、財務書類の作成者が国の還付義務が生じた時点を、請求額が地方自治体に

支払われた時点とすることは誤りで、引当額に重大な過小評価がされることになる。県の

一般設備費や大学の奨学金の助成、さらには採掘業者や市・町・村の一般整備費の助成に

対する引当金についても同様のことが言える。 

 国のこの義務による財源の流出の可能性は高くその代償もない上、前年度の状況から統

計的に金額も見積もり可能であり、2008 年度末に 110 億ユーロ、2009 年度末に 69 億ユー

ロと見積もられる。2008 年に計上されているこの義務に関する費用は本来 2008 年の年度
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末に引き当てられるべきものであり、2009 年度に戻し入れられることによって、還付の認

識期間の短縮が成果計算書に及ぼす影響は 39 億ユーロだけ緩和される。 

 

＜身体障害者に対する給付金に関する国の契約義務の不十分な表示＞ 

 身体障害者に対する給付金の受益者に対する国の契約義務の未計上により、約 120 億ユ

ーロの引当金不足が発生している。この給付金の財源は国にあるが、支払いは他の窓口機

関によって行われる。受給資格は身体障害者の権利と自立の委員会と社会保険の事務局で

審査を受け、受給者の収入だけが毎年調査される。この制度に基づく身体障害者に対する

給付金の国の経費と社会保険に対する負債は 2009 年度でそれぞれ 62 億ユーロと 11 億ユー

ロに上る。この制度に関する国の複数年の契約義務に関しては国の財務諸表の注記に記載

があるものの、2009 年度に備忘目的で 3 億ユーロが計上されているにすぎない。 

 この制度に関する国の契約義務の期間は身体障害者の権利と自立の委員会によって定め

られており、障害の程度が 8 割に及ぶ場合は 5 年から 10 年、そうでなければ毎年の収入

調査で決定される。定期的な収入調査によって契約義務の期間が決まるからといって、そ

の引き当てが困難になる理由とはならない。受給が終了する人の割合は、時間の経過とと

もに大きな変動のない単純なものであり、受給期間も 2006 年度の資料から、障害率が

50%から 80%の者は平均 3.5 年、80%以上の者は平均 5.4 年というように、統計的に推測可

能であり、それに対応して引当金も計上可能である。またこの契約義務による国の財源の

流出の可能性は高くその代償もない。 

 

＜住宅補助に関する国の契約義務の不十分な表示＞ 

 住宅補助は社会保険口座から振り込まれるが、振り込みは住宅補助国家基金によって行

われている。この基金は国の赤字補填と家族給付国家金庫（Caisse nationale des allocations 

familiales）の拠出金、企業の負担となる社会保険金及びたばこ税の一部拠出によって賄わ

れている。国の負担分は 2009 年度で調整費用と調整負債でそれぞれ 57 億ユーロと 5 億ユ

ーロに上るが、注記に複数年の契約義務があると説明され期末に備忘目的で 3 億ユーロが

引き当てられているにすぎない。 

 住宅補助の期間の明示はなく、収入等の受給の条件さえ満たしていれば期間の制限はな

い。また国の財源の流出の可能性は高くその代償もない。国の契約義務の期間が住居の購

入者については住宅ローンの期間に限定されるが、場合によっては本人の死亡まで続く。

しかし住宅ローンの早期返済や家庭の状況の好転または条件を満たさない新規住宅の購入

等によって、契約義務の期間が短縮されることも十分ある。受給者の死亡年齢の見積もり

は不可能であるが、それ以外については契約責任の期間の見積もりは十分可能である。 

 この契約義務の期間は身体障害者に対する給付金より少し長めであるが、受給者の数の

推移や平均的受給額の変動は大きくない。会計基準は引当金の計上に将来的な財源の流出

に関する絶対的に正確な見積もりを求めていない。受給者の収入の推移等多少の変動要因
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があっても、それが引当金の計上を不可能にする理由とはならない。身体障害者に対する

給付金や住宅補助は明確な定義に基づいた社会福祉給付金であり、国が唯一または主な財

源の責任者である。社会保険とはまったく別のものであり、保険者に対する給付を引当金

として計上することを求める前例とはならない。 

 

＜残業時間の社会保険料の免除に関する不適正な会計処理＞ 

 残業時間の社会保険料の免除から財源不足が生じた場合には、社会保険機関の勘定では

それを前受収益として処理し、国の勘定では未払費用として処理している。しかしこの事

象は経過勘定とは関係がなく、前受金と未払金と処理すべきであり、金額が 2 億 9,300 万

ユーロにも上るが、注記にもその旨の記述がない。 

 

＜債務減免と発展開発に関する契約の不適正な会計処理＞ 

 債務の多い発展途上国に対して債務を減免する目的で国が追加の助成をする場合がある。

この恩恵を受けた国は形式的には従来どおりの形で債務の返済をすることになるが、債務

の減免に見合う援助金を貧困対策の融資という形で受け取ることができる。これについて

の会計は、第 3 国に対する債権を減損するという形で処理されている。しかし「相殺禁止

の原則」を正しく遵守するのであれば、債権の消去と投資目的の新しい資金の供与という

形に分割して処理すべきである。また債権の減損という会計処理はその補償が常にあると

いう場合には不適である。補償は調整費用として計上すべきでありその引当額は 2009 年

末で 3 億 9200 万ユーロになる。 

 

＜注記に開示される情報の不十分性＞ 

 「サービスが完了していない取引に関する予算上の契約義務」という注記には、プログ

ラム別ではなく、項目とミッション別にしか繰延可能で今後使われる費用が計上されてい

ない。またミッションやプログラムごとに未払費用や前払費用が計上されていない。この

表記では、国の財務諸表の利用者が、支出負担行為許可の予算の繰延と通常の未払費用と

を区別するのは困難である。この問題があるプログラムは 20 に及び金額の不足額は 33 億

ユーロに達する。なおこれらの指摘は、2009 年度の CDC の報告書で内部統制の不備とし

て分類されている。国の会計基準 12 の 4.1197によれば、重要な引当金についてはその計

算・分類方法と有効期限を注記に開示されなければならないが、ほんの一部について将来

的に財源の流出があることだけが見積もられているにすぎない。国が認識すべき法律的義

務が多岐にわたる現在においてこの項目について詳細な開示が必要不可欠である。 

 

2.2.2.2.4.3 リスク性引当金の計上の不十分性 

 国が直面する多面的なリスクに対して、リスク性の引当金の計上または国の会計基準 13

                                                        
197 Ibid., p.172. 
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の 1.1 に準拠して198注記への記載を求めている。当金の計上義務は財源の流出にかなり先

だって発生し、裁判の開始や判決等と必ずしも対応しない。2007 年度末に計上されたリス

ク性引当金の額は 65 億ユーロとなり、そのうちの 51 億ユーロが訴訟引当金である。 

 2006 年度の決算では訴訟引当金は中央の分しか計上されていなかったが、2007 年度に

は地方の分にも及んでいる。しかし省庁によって進展具合に差があり、県のレベルでは中

央と同基準の処理がされず遅れが目立つ。税務係争引当金の計上の網羅性や延滞利子が考

慮されない金額評価にも問題がある。国庫が負担することになる係争案件やヨーロッパ人

権法廷の係争案件については調査がない。また訴訟以外のリスクについてはなお網羅的な

会計処理の対象となっていない。以上の理由から 2007 年度に重要な除外事項が付された

が、2008 年度に解決が図られたとして除外事項は解除された。 

                                                        
198 Ibid., p.178. 
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2.2.2.2.5 収益その他の検査 

2.2.2.2.5.1 統治権的収益の会計処理 

 統治権的収益（produit régalien）は国の各種の税金や罰金からの収益を指し、手数料等の

経常収益とは区別され統治権的収益計算書に計上される。公会計基準 3 のⅡ.2199が示すよ

うに、税金の受領の時点でなく、権利が発生した時点を統治権的収益の認識の基準とし、

税金の減少の便宜が与えられる場合には、国にその義務が発生した時点で、引当金または

未払費用を計上しなければならない。税務係争引当金の計上義務は税務審判や裁判の開始

または判決とは独立して認識されるべきである。統治権的収益の会計処理について 2006

年度から 4 年連続で重要な除外事項が付されている。 

 

■2006 年度 

 税金の減少の便宜を受ける納税者に対する国の負債は、支払い超過の付加価値税と、研

究費や特別区の投資に対する税金控除、及び赤字の繰り延べ等法人税に関するものがある。

現金主義の会計処理を基礎にした現在の税務システムではこの要請に十分に応えることが

できず、行政当局の努力にもかかわらず、法人税と付加価値税とも網羅性や正確性に問題

があり、それに対する 40 億ユーロの引当金や、95 億ユーロの未払費用の計上には大きな

不確実性がある。付加価値税については、還付要求のあったものしか確認できず、納税者

が将来の納税の際に利用できる場合については調査がなかった。法人税上の赤字について

は、無期限に繰り延べ可能で、業績の改善の際に税金の減少につながる分の引当金が計上

されていない。 

 

■2007 年度 

 2006 年度と同様に、法人税の税務会計上の赤字の繰り延べから発生する税収の減少に対

する引当金が計上されていない。なおこれについては 2008 年度に除外事項がはずされた。

CDC の要求により、税務係争引当金の統計的評価・繰り延べ可能な税金の債務計上・税務

収益と費用の中間精算等、権利と義務の発生に基づいた会計の改革が実施された。しかし

網羅性・期間分離・正確性・包括的な評価という観点から、支払命令官から出納官の会計

処理に到る会計統制の整備に不備が残る。システムの不備から納付期日による収益の認識

が行われ未収収益の計上がほとんどされていない。 

 表記の規則がないため、引当金の計上や取崩の表記に非整合性があり金額の過小評価や

過大評価が生じており、中には税務債務が表記されていない税もあった。税務債権や税務

違反の罰金の引当額は期末に内訳なしでまとめて計上されており、計上された債権と納税

台帳による個人の未払いのリストの間に乖離がある。 

 会計処理の証拠書類は、評価・期間帰属の決定・表示をチェックする基礎資料となるが、

                                                        
199 Comité des norms de comptabilité publique（2009）, pp.54-56. 
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多くの場合 CDC に提出されず、財務書類の作成者の手にもなく、支払命令官のもとを探

すか CDC が再作成する必要があった。職業税や個人の所得税に関しては、システムの自

動処理を受けたもの全てについて、証拠書類によるチェックがなかった。会計処理の正当

性の証明は個々の記帳のレベルに限定され、その後の収支のバランスにまでは到っていな

い。この不備のために検査範囲の限定という犠牲を払いつつも、330 億ユーロに上る修正

と再分類を CDC は求めている。 

 

■2008 年度 

 統治権的収益の管理と統制は、大量のデータの統合という情報処理と、大きな金額にな

る限られた項目についてのみ年度末に会計処理をするという特殊性があるが、情報処理に

関する規定と出力システムのデータについて文書化がないという問題があった。大部分の

未収収益は現金主義による認識で権利発生の原則によるものではなく、CDC の修正額だけ

でも 16 億ユーロに達した。また適正な期間帰属の調査をせずに、次年度の 1 月に計上さ

れる収益が一律に未収収益とされていた。 

 国によって徴収され地方自治体等に配分される税金は、未払費用として計上されるが、

パラメータによる評価がされており、配分先の取り分を正確に示すことができず、年度末

の簿外手続による修正が原因で省略や誤謬が多い。これらの税金は、注記において、3,467

億ユーロが国に徴収され 1,366 億ユーロが配分されたと説明されているが、手作業による

集計であり、全体の 75%しかカバーされておらず、網羅性の観点から疑問が残る。さらに、

地方自治体への配分状況について年度比較ができる情報が開示されていない。項目リスト

を使った会計処理の事前チェックに不備があり、再配分される収益に重要な金額になる二

重記帳があった。不十分な統制手段のために、リスク調査に網羅性が欠けたり不必要なリ

スクが付加されたりして、罰金減損引当金の計上に誤謬が生じている。 

 2007 年度と同様に、会計データと管理データの突合が不十分で、計上された債権と個人

の納税者名簿の未払費用の額に整合性がない。税務係争引当金の見積もりにも不確実性が

ある。証拠書類についても、支払命令官まで調査を遡ったものや CDC 自らが作成したも

のが相変わらずある。繰り延べられる税務負債や付加価値税に関する債務額は 19 億ユー

ロになるが、金額そのものや債権の引当金の割合、及び付加価値税に関する税務債務の会

計処理方法についても問題がある。リスク性の引当金の計上は 2008 年度末で 100 億ユー

ロに上り、税務係争引当金が 60 億ユーロを占めるが、その額はさらに膨らむ可能性があ

る。 

 

■2009 年度 

＜高い固有リスク＞ 

 2009 年度末で統治権的収益の純額は 2,410 億ユーロに達し、税金未納者に対する債権は

440 億ユーロ、その債務は 170 億ユーロと巨額である。統治権的収益の管理と統制状況は、
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巨額の額を取り扱う情報システムと、記帳全体の 1%を占め、統治権的収益勘定のフロー

全体の 27%になる手作業を基礎とし、手作業の部分には高いリスクが存在する。2009 年度

末に調査の対象となった金額は成果計算書と貸借対照表においてそれぞれ 141 億ユーロと

65 億ユーロに上る。その額の巨大さが網羅性と評価の正確性及び収益と費用の期間帰属決

定のリスクの源泉であり、税務当局や納税の処理方法が収益を権利発生の原則ではなく、

現金主義で計上することがその主な理由となる。税制改変の頻繁さやその複雑化以外にも、

インターネット等の自動的な徴税手続が逆に還付や修正手続を複雑にしている。 

 

＜税務検査の不備＞ 

 部分的に前受けしてしまった収益の評価が不確実で、その金額は 2009 年度で 28 億ユー

ロになる。税務検査を受けて計上された 127 億ユーロ（2008 年度）の収益に信頼性がなく、

検査手続の統一化の欠如が収益の計上の網羅性にも問題を投げかける。期末に計上された

税金未納者に対する債権は、取り立て不能な場合に備えて減損の対象になるが、3 年間同

率で減損処理されており、最近の経済危機を踏まえたものになっていない。 

 

＜証拠書類の不足＞ 

 会計上の計上を正当化する証拠書類が不十分で不適切であり、記帳の元となる証拠書類

にたどりつくのは容易でない。特にその問題は手作業のもので深刻である。事前に提出す

べき納税者名簿の要約についても、CDC の検査の終了後に提出され、個人の納税者につい

ては提出資料の匿名化も課題となる。情報システムのデータと会計上の数字を突合するシ

ステムや 2009 年度末に 10 億ユーロと見積もられた延滞利息を評価するシステムが導入さ

れたが、処理過程を俯瞰することはなお困難である。 

 

＜現金支出の調査の不備＞ 

 幾つかの納税手続に関する情報が会計上未処理であり、注記にも表示されていない。例

えば、現金支出となっていない、税金未納者が差し出した担保の評価と税関や間接税の罰

金の未徴収分について貸借対照表に計上がない。それらは 36 億ユーロになる。 

 

＜注記の表示の不備＞ 

 国は地方自治体や社会保険等に配分される税金を徴収する。CDC の要求により、これに

ついての情報が「良質の情報の原則」に従って 2008 年度から注記されるようになった。

国と配分先の配分額はそれぞれ 2,580 億ユーロと 1,440 億ユーロとなり、金額も権利と義

務の発生を基準とする会計処理の観点からは改善しているが、手作業である点で網羅性に

なお問題を残す。さらに配分額については徴収費用等の未計上があり、配分の推移を俯瞰

できる年度比較が可能な情報の表示がない。 
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2.2.2.2.5.2 金融商品に関する会計処理の不備 

■国債経費削減のための金利スワップの会計処理 

 経済・財務・産業省は 2001 年に、国債の金利費用を削減するために金利スワップを使

うことに踏み切った。金利スワップによって、10 年の高い固定金利の支払いを、変動金利

であるが 6 カ月のより安い短期金利の支払いで済ませることができる。さらに国は変動金

利のリスクを避けるために、もう 1 つの金利スワップ契約を結び、 最終的には 2 年の固

定金利の支払いで済ませることができる。この取引については簿外取引としての開示があ

り、近年短期と長期の金利差が縮まり逆転の傾向もあるが、2006 年度は 46 億 6,010 万ユ

ーロの黒字となっている。 

 この金融商品については一定の条件を満たせば簿外での計上が認められるが、次の 2 点

からその条件を満たしていないとされた。第 1 点は、金利スワップにおける金利の改定が、

2 つの契約を組み合わせていることから、6 か月と 2 年ごとにあり、公債の償還期限の 10

年と一致していない。また短期金利が長期金利より常に低いという前提も条件として不十

分である。第 2 点はこの金融商品を運営管理する手続に妥当性がないことである。 

 この指摘を受けて国の会計基準が改正され、国の会計基準 11 の 2.2.1.1.2200では次の 2 つ

の条件を満たすことが要求された。第 1 は経済・財務・産業省の意思決定であり、第 2 は

市場のパラメータの大きな変動やシュミレーションした仮説が成立しない場合のリスクの

定期的評価、金利のリスクを評価するパラメータや仮説の妥当性と整合性の定期的検証、

及びこの 2 つの統制措置の結果を管轄部局に対して伝達するという、3 つの条件を満たす

ことである。この結果、2006 年度の重要な除外事項は、会計基準の条件を満たすとして

2007 年度に解除された。 

 

2.2.2.2.5.3 最高権力府の検査の不備 

 2006 年度では、財政上の独立から、国民議会・元老院・大統領府・憲法審査会等の勘定

が国の勘定に部分的にしか結合されておらず、会計基準も異なり、勘定の内部検査も実施

されていないと除外事項が付されていたが、2007 年度に解決済みとして解除された。なお

2009 年度については、元老院と国民議会の会計及び憲法評議会と CDC を含めた財政裁判

所の検査は公認会計士協会高等評議会に任命された会計事務所が担当し、大統領府の検査

については CDC が担当している。 

                                                        
200 Ibid., p.157. 
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3．ドイツ・フランスにおける国際要請への対応 

3.1 欧米諸国における財務書類の傾向 
 米国、英国をはじめとするアングロ・サクソン諸国は、NPM として知られる公共部門の

改革を推進し、公会計に関しても民間企業の会計基準に近い基準の導入にも積極的な傾向

がみられる。このようなアングロ・サクソン諸国における財務書類の状況について理解す

ることは、本調査研究の対象であるドイツ及びフランスにおける財務書類の特徴を把握す

る上でも意義があると考えられる。以下では、まず、アングロ・サクソン諸国の政府で作

成されている、①財務諸表の構成及び連結財務諸表に対する取組状況、②連結の範囲につ

いて示す。 

 米国、英国、カナダ、豪州、ニュージーランドにおける財務諸表の構成は次のようにな

っている。財務諸表の構成には差異があるものの、各国とも中央政府レベルでは連結財務

諸表作成が行われている。 

 

図表 各国政府の財務諸表の構成及び全政府財務諸表への取組 

 米国 英国 カナダ 豪州 
ニュージー

ランド 

貸借対照表 ○ ○ ○ ○ ○ 
運営報告書  ○ ○ ○ ○ 
キャッシュフロー 
計算書 

 ○ ○ ○ ○ 

純資産増減計算書 ○    ○ 

目的別コスト計算書 ○ ○   ○ 

財
務
諸
表
構
成 

予算関係報告書 ○ ○    

全政府財務諸表への取組 △ ○ △ △ △ 
資料）社会経済生産性本部（2003）「欧米主要先進国の公会計制度改革と決算・財務分析の現状と課題−

アメリカ合衆国及びカナダの事例より」（平成 14 年度会計検査院度会計検査院委託業務報告書） 
注 1）全政府財務諸表への取組のうち「△」は中央政府のみを連結対象としているもの。 

 

 

 Giuseppe Grossi and Francesca Pepe（2008）Consolidated Financial Reporting in the Public 

Sector: Cross-Country Comparison では米国、英国、カナダ、豪州、ニュージーランド、スウ

ェーデン、フランス及び国際公会計基準について、連結財務諸表の対象範囲を示している。

全体的な傾向としては、米国、カナダ、豪州、ニュージーランドでは、国際基準に類する

連結対象となっている。一方、欧州諸国（英国、スウェーデン、フランス）における対象

範囲は、国際基準とは異なる部分が多い。 
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図表 各国中央政府及び国際基準による連結範囲 
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契約 

支配基準 IPSAS
6 

SFFAC
2 FRS2 PS 

1300 
AASB

127 
NZ 

IAS27 ESV OEC 
manual 

1. 議決権の過半数を保有 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 
2. 運営機関の意思決定を拒否

または修正できる権限を保

有 
○ ○  ○ ○ ○  ○ 

3. 運営または資本予算を承認

または拒否する権限を保有 ○ ○  ○ ○ ○   

4. 委任事項が法律により規定 ○    ○ ○   

5. 「ゴールデン・シェア」

（または財政・事業政策に

対して統制を行う同等の権

限）を保有 

○ ○ ○ ○ ○ ○   

6. （親）組織が統制組織   ○      
7. 参加持分（20％以上）の存

在 
 ○ ○    ○ ○ 

8. 目標達成に対する ○ ○  ○ ○ ○   

9. 純資産/資本に対する権限 ○   ○ ○ ○  ○ 
10. 財政的依存        ○ 
11. 契約権限の保有  ○       
12. 赤字、債務または他の義

務に対する責任、余剰に

対する権利 
○ ○  ○ ○ ○   

13. 当該機関の情報の除外が

重大であるような関係 
        

14. 組織解散に対する一方的

権限 
 ○       

15. 運営機関や主要人物の任

命・解任を承認する権限 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

16. 契約や法律の要請以上の

監査権限 
 ○   ○    

資料）Giuseppe Grossi and Francesca Pepe（2008）Consolidated Financial Reporting in the Public Sector: Cross-
Country Comparison より中央政府についてのみ抜粋して掲載。 

注） ほかの図表との比較のため、原典とは国の掲載順序を変更している。 
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3.2 国際公会計基準（IPSAS）の概要 
3.2.1 国際公会計基準（IPSAS）の策定経緯 

 国際公会計基準（International Public Sector Accounting Standard：IPSAS、以下「IPSAS」

と言う。）は、国際会計士連盟（ International Federation of Accountants： IFAC、以下

「IFAC」と言う。）のパブリック・セクター委員会（Public Sector Committee：PSC、以下

「PSC」と言う。）において策定された。IFAC は、1977 年に設立された世界各地の職業会

計士団体の集まりであり、国際的に調和のとれた会計・監査基準等の設定・公表を通じて、

職業会計士による整合的かつ質の高い監査活動を可能とすることを目的としている201。

2010 年 11 月現在、124 か国、159 の団体が会員となっている202。PSC は、理事会の下に設

置される委員会のひとつであり、パブリック・セクターの財務管理及びアカウンタビリテ

ィの改善を図ること、そのために会計基準を開発し、その加盟団体への受容促進に努める

ことを目的に 1986 年に設置された 201。IPSAS の策定プロジェクトは、この PSC の目的を

遂行する一環として、1996 年に開始された。なお、2004 年 11 月に PSC は、国際公会計基

準審議会（International Public Sector Accounting Standards Board：IPSASB、以下「IPSASB」

と言う。）になったが、引き続き IPSAS 策定の役割を担っている203。 

 

3.2.2 国際公会計基準（IPSAS）の位置付け 

 IPSAS は、一般目的財務諸表に反映される取引及び事象に係る認識、測定、表示及び開

示に関する規定を定めており、全ての公的主体（public sector entities）の一般目的財務諸表

に適用されることが予定されている 203。 

 IPSAS は、あくまでベンチマーク基準であり、各国の公会計基準設定主体や行政当局が

直接これに拘束されるわけではない 201。IPSASB は、政府及び各国基準設定主体が、当該

法域における会計基準と財務報告指針を設定する権限を有していることを理解しており、

IPSAS の採用及び国内規制の IPSAS とのハーモナイゼーションを強く推奨している 203。 

 現在、IPSAS は、31 の個別の会計基準、現金主義会計の基準、14 の研究（study）等を

公開している 202。なお、公表物は英語で作成されている 203。 

 

3.2.3 国際公会計基準（IPSAS）の導入状況 

 現在、IPSAS を導入している国際機関は、国際連合（2010 年までに国連システムの 28

機関）、EC、OECD、NATO、INTERPOL である。発生主義の IPSAS を導入した国として

は、スイス、イスラエル等あり、70 か国以上が発生主義会計または現金主義会計の IPSAS

                                                        
201 古市峰子（2003）「国際会計士連盟による国際公会計基準（IPSAS）の策定プロジェクトについて」

『金融研究 2003.3』 
202 IFAC ウエブサイト 
203 会計検査院（2010）「国際公会計基準と米国の公会計基準の現状に関する調査」（平成 21 年度海外

行政実態調査報告書） 
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を導入すると合意したり、導入プロジェクトを実施したり、IPSAS に沿った会計基準を導

入しようとしたりしている 203。 

 

図表 IPSAS を導入済、あるいは導入の検討をしている国、機関 

IPSAS の現時点までの導入状況： 

 国連システム（28 機関が遅くとも 2010 年までに導入予定）。国連食料計画（2008 年に導入

済み）を含む。 

 OECD、NATO（21 機関）、EC、IFAC、INTERPOL 

 スイス政府 

 イスラエル政府 

 南アフリカ政府 

 70 か国を超える国々が IPSAS の導入または IPSAS とのハーモナイゼーションを進行中また

は計画中である。 

 BRICs 諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）が導入を表明 

資料）会計検査院（2010）「国際公会計基準と米国の公会計基準の現状に関する調査」（平成 21 年度海

外行政実態調査報告書） 
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3.3 ドイツにおける IPSAS への対応状況 
3.3.1 IPSAS 導入の状況 

 現在、ドイツ連邦政府において IPSAS は導入されていないと見られる。ドイツ連邦議会

（Deutscher Bundestag）が公表した報告書によると、「原価計算及び給付計算／複式会計

に 関 す る 連 邦 ・ 州 作 業 部 会 （ BLAK “KLR/Doppik” ） 」 は 、 ド イ ツ 商 法 典

（Handelsgesetzbuch：HGB）に準拠するのか、あるいは、IPSAS に準拠するのかに関する

議論について、計算書の目的において両者は本質的・原則的な違いはないとしており、公

会計のための基準について、ドイツ商法典に準拠することで問題はないと考えている204。

また、ドイツ経済監査士協会（Institut der Wirtschaftsprüfer）の見解によると、IPSAS は国

内法に転換されて初めて法的拘束力が発生するもので、それ自体はベンチマーク基準とい

う形をとっており、こうした基準はドイツには今日のところまで当てはめられていない、

としている205。以上のように、現在のところドイツ連邦政府において公会計改革の考え方

は商法典に基づいており、IPSAS には基づいてはいないと見られる。 

 

3.3.2 IPSAS 未導入の理由・背景 

 ドイツ連邦政府において IPSAS が導入されていない理由について、クラウス・リューダ

ー教授（Klaus Lüder, シュパイヤー行政学後期大学院大学）は次のように指摘している。

「ヨーロッパ大陸の国々において予算・会計制度は多くの場合、法律に詳細に規定されて

いる。法的規則が関係する限り、原則的に財務省が法案作成を担当し（但し、ドイツでは

地方自治体の予算・会計制度がある）、準法律的規則（行政規則）を交付する。《中略》

企業分野における IAS や US-GAAP の使用の認可もよく示しているように、そのシステム

は比較的柔軟な、私法的に組織されたアングロ・アメリカンなタイプを手本にした基準制

定システムとたやすく一致するものではない206」。すなわち、制度規範の形成方法につい

て、米国に見られるような慣習法としての公会計に関する規範に対し、ドイツにおいては、

法体系の中に位置付ける制定法としての考え方が取られており、この点について大きな相

違があることが導入に対する障壁になっているとしている207。制定法主義をとるドイツが、

こうした慣習法の考え方に基づく基準を導入し得るかは今後も議論の余地があると考えら

れる。 

                                                        
204 ドイツ連邦議会（2009）Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
205 ドイツ経済監査士協会（2009）Thomas Müller-Marqués Berger zum Mitglied des IPSAS Board berufen 
206 Klaus Lüder（2004）Das Speyerer Verfahren vor dem Hintergrund neuerer internationaler Entwicklunge

n im öffentlichen Rechnungswesen 
207 亀井（2004）「ドイツ公会計制度の現状と問題」『会計検査研究第 29 号』 
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3.4 フランスにおける IPSAS への対応状況 
 フランスでは、IPSAS、IFRS 及びフランスにおける既存の会計基準を参考にして独自の

公会計基準を策定している。IPSAS や IFRS の導入については、LOLF に基づく公会計改革

の一環として、発生主義を導入するにあたって検討された。 

 予算・公会計・公務員・国家改革省では、新会計基準策定の背景について説明している
208。それによると、LOLF 第 27 条は、「政府は、（中略）その取引全てについての一般会

計を管理する」ことを規定し、同第 30 条は「政府の一般会計は、諸法や義務の確認の原

則に基づいている（中略）。すなわち、政府の一般会計に適用される規則は、政府活動が

有する特異性に関するものを除けば、一般企業に適用されるものと相違ない」と明言して

いる。この LOLF による規定を実行に移すために、政府に独特の取引等を考慮した会計基

準を策定する必要が生じ、IPSAS、IFRS 及び既存の会計基準を参考にしながら、以下に示

す計 15 項目からなる会計基準が策定され、中央政府の会計基準を構成することになった。

同省は、「フランス共和国は、この会計基準を採用することにより、ほかの多数の国にお

いても認められる公会計改革の流れに身を投じることとなっている」208と述べている。 

 
・ 財務諸表（les états financiers） 
・ 歳出（les charges） 
・ 主権的収入（les produits régaliens） 
・ 運営歳入・介入歳入・財務歳入（les produits de fonctionnement, d'intervention et financiers） 
・ 無形資産（les immobilisations incorporelles） 
・ 有形資産（les immobilisations corporelles） 
・ 金融資産（les immobilisations financières） 
・ 棚卸資産（les stocks） 
・ 流動資産の関連債権（les créances de l'actif circulant） 
・ 中央政府現金持高構成要素（les compsantes de la trésorerie de l’etat） 
・ 債務と金融派生商品（la dette financière et les instruments financière à terme） 
・ リスクと負債への引当金と非金融債務とその他の債務（les provisions pour risques et charges, 

les dettes non financières et les autres passifs） 
・ 財務諸表の注記で開示されるべきコミットメント（ les engagements à mentionner dans 

l'annexe） 
・ 会計方針、会計上の見積や誤りの変更（Les méthodes comptables, les changements d’estimations 

comptables et erreurs） 
・ 財務諸表作成日後の事象（Évènements postérieurs à la clôture des comptes.） 

 

 フランスの最新の国家会計基準は 2009 年 3 月に公表されている。同基準は全体として

次のような三部構成されている209。 

 
・ 中央政府財務諸表の概念フレームワーク 

                                                        
208 予算・公会計・公務員・国家改革省ウエブサイト 
（http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/nouvelles-normes-et-etats-

financiers-de-letat/les-nouvelles-normes-comptables-de-letat.html） 
209 「フランス中央政府会計基準」（邦訳は柏木恵氏による） 
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 この項目では、会計基準に基づいた仮説を提示し、それらの仮説から導き出され

るメイン・コンセプトを定義し、財務諸表による財政情報の範囲と限度について

論じている。 
・ 会計基準 

この項目は、以下のような構成になっている。 
 イントロダクション：中央政府において考えられる特徴や基準、ほかのベンチマ

ークと比較し、選択決定する方法についての説明 
 基準：以下の 4 項目からなっている 

1．範囲 
2．会計処理 
3．評価 
4．注記による開示 

例：基準がどのように、法的・財政的内容に合っているかの説明 
・ 用語解説 
 

 国家会計基準の作成の役割を担うのが「公会計規則標準化審議会（Conseil de 

normalization des competes publics：CNOCP）」である。CNOCP は、2008 年 12 月 30 日付の

修正財政法によって創設され、従前の「公会計基準委員会」及び「解釈委員会」の役割を

引き継ぐものである。CNOCP は、公会計担当相の諮問機関として、同相への意見という

形で国家会計基準を作成する。また、CNOCP は、非営利的活動を行い、主に公的財源に

よる出資を受ける組織、特に課税等の儀事務的徴収により資金を調達する組織全ての会計

規則標準化を担っている。さらに、国際公会計基準審議会の意見に対応する役割を担うこ

とにより、国内だけでなく、国際的なレベルでの会計基準標準化にも関与を行う。 

 CNOCP の会長は公会計担当相により任命される。CNOCP の意思決定機関に関する規定

は、CNOCP に関する 2009 年 4 月 29 日の命令（アレテ）に示されている。具体的には、

CNOCP の権限は、18 名のメンバーで構成される理事会によって行使される。この 18 名の

うち 9 名は職権上のメンバーで、残りの 9 名は選出されたメンバーである。会長及び理事

会を補佐する機関として、「中央政府及び政府系組織」、「地方自治体及び地域の公的施

設」、「社会保障及び同等の組織」に関する 3 つの常任委員会、諮問委員会及び事務局が

設置されている。 

 なお、フランスにおいて民間部門の会計基準基準に関する意見を述べる役割を担う組織

として会計基準局（Autorite des norms comptables：ANC）が設置されている。ANC の長及

び 2 名のメンバーは、CNOCP の理事会に参加している。 
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4．まとめ ―我が国への示唆と提言 

4.1 諸外国からの示唆 
4.1.1 ドイツの公会計制度からの示唆 

 企業会計の領域のみならず公会計においてもアングロ・サクソン諸国の制度改革がほか

の多くの国々に及す影響は極めて大きいと言うことができ、ドイツの制度改革をとっても

同様のことがいえる。同時に、ドイツの伝統的な公会計の方法とアングロ・サクソン諸国

の新しい制度からの影響とがどのように調整されて行くのかは興味深い関心事である。さ

らに、我が国が明治初期における近代化の一環として、いわゆる公会計を含む財政制度を

ドイツ等のヨーロッパ大陸諸国に範をとって形成したことを念頭に置くと、現在の我が国

における公会計制度の改革に際してもドイツ等から学ぶべき点は少なくない。 

 ここではこうした関心からドイツにおける公会計制度の改革が我が国のそれにどのよう

な示唆を与えるのかを列挙することとする。 

 

4.1.1.1 公会計関連法の整備 

 公会計の規範をドイツのように制定法の中で形成するのか、あるいは慣習法によるのか

を決定する必要がある。もちろんドイツにおいても不確定の法的概念として GoB が公会計

にも導入されているように、全て制定法のみによって公会計規範が形成されているわけで

はない。大なり小なり制定法と慣習法とのハイブリッド型の規範体系が最も実効性が高い

と考えられるが、我が国がそれについてどのような基本方針を持つのかについてはドイツ

における公会計の法体系は参考になろう。我が国で求められる公会計制度についての規範

をドイツのそれとの比較において図示すれば下記のように表せるであろう。 

  【ドイツ】 【日本】 

  予算原則法 予算基本法 

   （財政法に代わるもの） 

 

  連邦予算規則 州予算規則 公会計原則 

   （予算基本法の解釈指針） 

  市町村条例 

 

  政府公会計基準 地方自治体公会計基準 

 

 現在我が国においては、いわゆる公会計に関する規範は財政法、会計法、予算決算及び

会計令等があり、さらに地方については地方自治法が置かれている。こうした種々の規範

を中央と地方とを基本部分において一貫性をもって統合するとともに、その中で中央と地
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方のそれぞれの状況に適合した体系に再構築する必要がある。 

 

4.1.1.2 個別概念の再検討の必要性 

 上記のような法規範の体系化に際しては、公会計に関わる個別概念の明確化が必須であ

る。我が国の公会計に関する現行制度の個別概念は基本的には 1889 年（明治 22 年）の明

治会計法の枠組のままといって過言ではない。こうした概念形成の検討のあり方はドイツ

の制度改革のプロセスが参考になる。 

 

4.1.1.3 単一制度の構築か異なる制度の併存かの意思決定 

 ドイツにおいては、少なくとも当面は複式会計と拡張カメラル会計の併存を容認する制

度となっている。これはあたかも我が国における地方公会計のための基準がいわゆる「基

準モデル」と「総務省方式改訂モデル」との本質を異にする 2 つの方法が併存しているの

に類似している。さらに我が国には国の会計についての「省庁別財務書類の作成につい

て」が存在する。これらをどのように取り扱い、将来的にどのようにするのかについてド

イツの事例を見ておくことも必須の課題となろう。 

 

4.1.1.4 連結決算の検討 

 ドイツでは州での連結、さらに連邦と州との連結を可能とする改革が進んでいるように、

我が国においても国と地方自治体の連結を前提とする制度の改革が必要である。また、マ

クロ会計とミクロ会計とのリンクについても参考となる。 

 

4.1.1.5 コンテンラーメンの必要性 

 公会計制度の構築に際しては、会計システムの設計図ともいうべきコンテンラーメンの

開発が不可欠である。これは会計取引のコンピュータ処理のためのコード体系を設計する

際にも必須の用具となる。 

 

4.1.1.6 慎重な制度改革の手順 

 我が国の政府レベルの会計制度の改革においても地方自治体レベルの会計制度の改革に

おいても各種審議会で検討が行われてきているが、さらにドイツにおける検討の慎重性と

多様性は参考になると思われる。州レベルではあるがハンブルクで形成された検討のため

のインターネットを利用した一般参加型のフォーラムは典型例として参考にすべきであろ

う。つまり、パブリック・コメントを実質的に取り入れる方法を考える場合の参考例とな

り得る。 
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4.1.2 フランスの公会計制度からの示唆 

4.1.2.1 企業会計と異なるが大きく変わる会計検査院の役割：「改革の監査」とシステム

志向の監査 

政府の保証型監査は決して民間と同じ役割を持つわけではなく、そもそも除外事項が多

数上ることからして民間の慣行とは異質である。その留保に対しては確かに従前の指摘型

にも似るという見方も可能であろう。しかしながら、除外事項を設けるポイントは企業会

計型の監査に特有のものも多い。とりわけ資産評価や内部統制、情報システム等に対して

は特有のノウハウを持つ必要がある。それまでの非効率を指摘するといっただけではない

専門性が必要であり、またフランスでも民間の会計士への委託業務も利用しながら手続を

進めている。さらには、「予算管理と結果に関する報告書」にも共通するが、CDC の役割

が、改革前より改革後の方が大きいということである。改革後不備な点を指摘してそれを

正させ、改革を実効性あるものとするという「改革の監査」となっており、このような役

割は従来の CDC には見られない新たな役割となっている。 

さらに CDC の役割は指摘型から、問題を発生することを防ぐ諸システムが導入され、

円滑に機能しているかをチェックするという姿勢に移行しつつあることも重要である。ロ

ジックは大きく変わってきていることを強調したい。会計の歴史では 19 世紀のイギリス

型の精査から、20 世紀のアメリカ型の貸借対照表監査に移行してきたとされる。行政固有

の役割を考慮に入れれば既存の会計検査の役割が全くなくなることは考えにくいが、他方

で監査の効率性の観点から民間型の標本調査に舵を切る国が出てきていることは意識して

おくべきことであろう。 

保証型監査も形式的には物事を指摘するという形をとるので従来型の指摘型監査とよく

似た外観を持っている。従って現行の法制度を維持しながらも、システム志向の監査を実

質的に導入することは可能と考えられる。これに関連するのが会計検査院法第 36 条の活

用という可能性であり、「会計検査院は、検査の結果法令、制度または行政に関し改善を

必要とする事項があると認めるときは、主務官庁そのほかの責任者に意見を表示しまたは

改善の処置を要求することができる。」という規定の中で「制度」を「システム」と読み

込めば、問題の指摘を超えて問題の根源となるシステムの導入と機能に関する指摘がなし

うると考えられる。また、会計検査院法施行規則第 15 条に基づく「特定検査対象に関す

る検査」等の活用も考えられよう。 

フランスでは、日本と共通する命令機関・出納機関分離の原則、及び出納計算書による

決算の計算確認機能を生かしたまま、会計と監査の近代化を果たしている。従って企業会

計型の財務諸表導入や、企業監査に近い監査を導入するためには、必ずしも既存の諸制度

をスクラップする必要はないということを示唆している。フランスのように出納計算書を

活用した会計改革を考えることも一つの道だが、ドイツのように単式簿記（カメラル簿

記）を生かしたまま財務諸表導入を考えること、あるいは保証型監査を導入しなくとも指
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摘型監査の積極的な再解釈によりシステム志向の監査を事実上実現することは可能ではな

いかと思われる。 

 

4.1.2.2 保証型監査と改革の担い手の問題、及び会計品質の重要性 

公会計改革は会計検査院が単独で進めるものではなく、それどころか中央省庁が推進し、

会計検査院はその評価に回るものである。特に内部統制を省庁側がきちんと行っているこ

とが監査の前提となっているのである。他方、概して支出官庁がそのような改革に熱意を

持つことは考えにくい。フランスでは支出官庁と CDC の間に出納官を中心とする予算・

公会計・公務員・国家改革省（財務省に相当）が介在しており、彼らが自らの影響力を拡

大する意味もあって、会計改革を推進することが期待できる。LOLF 改革では財務統制官

の制度が拡張され予算・会計統制官となり、かつ予算統制のみならず予算・公会計・公務

員・国家改革省から出納官も各省に配置し、内部統制の充実に尽力する体制を敷いている

のである。 

また動機付けだけではなく、この種の改革には膨大な人手を必要とする。このような改

革の担い手は必ずしも財務省である必要もないが、各国ともそれが推進されるところでは

何らかの形で確保されるほかはなく、日本で同等の担い手を見出しうるかどうかが究極的

な課題となりうる。総務省行政評価局なり、各省庁の行政監察部局を組織するなり、何ら

かの組織対応を政府の側が行わなければ保証型監査の実現には到達しない。 

他方で内部統制には膨大な手間を要する。そのことが本当に必要かどうかも熟慮の余地

があることである。企業でもこれを導入するかどうかには賛否両論があり、内部統制の手

間を回避するためにアメリカでの上場を取りやめる企業があるぐらいである。従って財務

データの正確さが重要だからと言って、そこに無制限の資源を投入することは必ずしも正

当化しがたい面がある。ところが LOLF 改革ではこのことが非常に前面に出てきており、

「会計品質」（qualité comptable。会計情報品質の意、会計処理の誤りの率を徹底して下げ

ていく姿勢のこと）という概念が多用されている。背景には出納官の自らの存在理由の証

明が脅かされており、合規性統制から内部統制のような仕事に重点をシフトさせていって

いる様子が見られる。 

しかし敢えてこの会計品質という問題意識を正当化するならば、税金の使途に関しては

人々の極めてセンシティブな反応の対象となることが多く、民間以上に公金の管理に関し

ては正確を期すべきとの議論が成り立ちえないわけではない。この点はそれぞれの国で十

分議論されることが必要だが、会計品質の効率性よりも有効性を重視する可能性が公的セ

クターに関してはありえ、だとすれば手間のかかる保証型監査を行うことにも一定の意味

が出てくる。この点については今後日本で同等の改革を検討するならば議論を詰めるべき

論点の一つだと言える。 

 

4.1.2.3 各種行政経営改革をシステム化する財務諸表監査 
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フランス政府財務諸表自体はあまり利用されている形跡がない。その本質は決算の計算

が正しいことを証明する証拠書類であり、ただそのシステム化を既に民間で多くの経験を

持つ企業会計に範を取ったというだけである。むしろ現金主義／発生主義の違いよりも保

証型監査であることの意味が強く出ており、このことが CDC だけでなく財務省公会計局

（現財政局）の出納官の役割をも大きく変えつつある。このような改革の本質は従って保

証型監査の除外事項にあり、そこでは情報システム導入や内部統制、資産評価等の諸改革

がどの程度進んでいるかが評価されている。従って財務諸表監査の実質的意味は行政経営

改革210の諸改革の監査である。そういう意味では、諸改革をシステム化、パッケージ化す

るような意味合いを財務諸表は持っていると言える。 

ここでの財務諸表の意味合いは微妙である。それ自体はほとんど使われている形跡がな

い。しかし様々な具体的な有用性を持つ、とりわけ人員や予算の削減につながる取組を体

系化する役割を持っている。いわばそれ自体は音を出さないが、楽器の指揮をするような

役割となっている。従って発生主義財務諸表監査を導入しなくても、例えば既に内部統制

も情報システムも導入しているドイツのように211、個別の改革を進めていくことも可能だ

が、敢えてこれを包括的にやっていくのはどうだろうかということが公会計改革の論点と

なるだろう。またアングロ・サクソン諸国やフランスで進んでいる、組織再編や情報シス

テム導入等は全て大掛かりな改革であり、日本がこれに取り組むには相当の覚悟が必要で

あろう。 

仮に日本の CDC がフランスと同等の保証型監査を考える機会があるとすれば、それは

CDC という機関が狭義の政府監査を超えて、広範囲な行政経営改革の旗振り役として事実

上立ち回ることを意味しよう。 

 

4.1.2.4 出納計算書ベースの財務諸表作成のメリット 

フランスの会計改革は、出納機関系統の作成する出納計算書をベースに少しずつ財務諸

表まで発展させてきたものであり、これを日本で採り入れうるかどうかということを考え

ることもできよう。現実には、フランスと違って日本では日銀が出納機関に相当する役割

を担っており、フランス予算・公会計・公務員・国家改革省と同じような役割を求めうる

とは考えにくい。 

                                                        
210 ただしここでの行政経営改革の性質としては、「追跡可能性」ということが問題となるので、かなり

細かい管理を伴う中央集権的で機械的な「リエンジニアリング」の系譜に属する改革が、財務諸表導

入と整合性がある。LOLF 予算改革のような組織を分権化し自由度を与えて創造性を伴うマネジメン

トを促進するような改革とは矛盾している。これはフランスの改革の大きな問題であり、並行して走

っている分権思考の改革である LOLF は、議会や会計検査院等に支えられながら、むしろリエンジニ

アリングが自己目的化して無用の手間をかけることを牽制するような効果を持っているのが実態であ

る。 
211 DGFiP（2008）, Control Systems：A Key Factor in the Achievement of Central Government Accounting 

Reform, Symposium DGFiP Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, September 18 
and 19, 2008 

http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/comptabilite/seminaire_septembre20
08/Colloque_version_en_anglais.pdf 
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仮にそのような改革が検討されうるとすれば、それは情報システムを使った全ての会計

フローの合理化とリスク管理が企てられる場合であろう。そのような場合は日銀の会計取

引と政府の予算執行手続とは統合的に管理されることが望ましい（いわゆる追跡可能性の

概念と関わる）。もうひとつは SAP 等の ERP を国全体に導入して情報システムを効率化

するという問題意識があれば、出納情報の統合も当然視野に入ってくる。これは実際に保

証型財務諸表監査の追跡可能性概念を真剣に突き詰めていけば、当然関わってくる問題で

ある。 

出納計算書ベースの財務諸表作成には連結の問題を回避できるメリットもある。多くの

国々で省庁別の財務諸表がまず作られ、これらの連結が次に大きな問題となる。フランス

の出納計算書には最初から、全ての省庁の会計と、一般会計、企業会計、特別会計を問わ

ず、全てのデータが総勘定元帳方式的に一つの財務諸表に作り上げられていくからである

（もちろんそれ以外の政府関連機関との連結の問題は依然として残るが）。これについて

は以下のような記述もある。 

 

「他の国々に数年遅れて出発してはいるが、わが国には利点もあり、遅れの一部を取り戻

すには貴重なものとなるかもしれない。出納事務所のネットワークの存在により、試算

表と財務諸表を作成することが可能となっている。これは第 1 水準の連結を構成すると

言え、その他の国々、例えばイギリス等ではまだ実現していないことである。」（Cour 

des Comptes, Rapport sur les comptes de l’État pour l’exercise 2005, p224） 

 

 あまり世界では知られていないアプローチであるが、日本でも日銀の作る国庫金出納計

算書があり、そこに種々の勘定を付け加えて統一的な財務諸表を作ることを構想すること

が可能ではある212。 

 

フランス政府監査の全体像は劇的に変化したのではない 

保証型監査導入によりフランス政府監査の全体像は劇的に変化したかのような外観を与える。

現実には、日本で政府監査と言えば思い浮かべられるであろう、業績監査の慣行は以前と同様

に行われており、重要なものについては組織としての CDC 年次報告書で紹介されている。決

算報告書も既存のものは「予算管理と結果に関する報告書」においてプログラム別に表示され

ており、何ら変わるものではない。変化したのは、出納計算書を用いて決算との計算の整合性

を「全般的合致の宣言」を介して確認するプロセスであり、つまり政府監査の中で最も地味な

                                                        
212 現実には、日本の出納計算書はフランスの 19 世紀の出納計算書と同じレベルにとどまっており、複

式簿記ではあっても現金主義である。フランスでは 1963 年に権利確定原則を導入することにより、未

収金、未払金等の見越しのための勘定を起こすことを通じて半発生主義複式簿記となることが実現さ

れている。その後即座にコンピュータ化されたが、権利確定原則の導入自体も大がかりな会計改革で

あって、ゆえに日本の場合は出納計算書ベースの政府財務諸表作成も僅かな手間でできるような改革

とは言えない。 
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作業を企業監査型の改革で置き換えただけである。しかもそこでの監査基準は「合規性・誠実

性・真実かつ公正な概観」であって、合規性検査は否定されておらず、実質的にも中心的な基

準であり続けている。他方で「真実かつ公正な概観」の概念は近年フランスで多用されている

が、その意味内容については未だ安定的な運用がなされておらず、より長期的な歴史的評価を

必要とする状況にある。 
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4.1.3 ドイツの会計検査制度からの示唆 

4.1.3.1 所見の特徴－「責任解除への寄与」 

 所見の第Ⅰ部において、財務書類（予算決算書及び資産計算書）に基づく極めて堅実な

合規性検査が行われていることが伺える。連邦の財政状況への影響に関する言及がしばし

ばみられ、個別事項の指摘は行われるものの、小さな非違行為には大きな関心は示されず、

個別事項を例に、連邦全体の現在及び将来の財政状況の改善または悪化阻止のための必要

な行動様式が示されるというスタイルが採られている。わが国の検査報告書と対比し、あ

えて特徴の差を挙げるとすれば、わが国の決算検査報告書が、「検査の報告」という特徴

を示すのに対し、ドイツの所見は「決算の報告」、さらに言うと、検査をもとにした当該

年度の「財政状況の報告」という特徴を有するように思われる。 

 これは、所見の役割が、憲法上「責任解除」のためと連動しているからと推測される

（基本法第 114 条第 1 項、第 2 項参照）。すなわち、議会は、当該年度における目的達成

のために予算手段を行政府に「授権」する。行政府は当該手段を有効に利用して目的を達

成する。議会は行政府からこの報告を受け、当該年度の行政府に託した予算手段の使用に

関する責任を解除する。BRH は、この議会の責任解除決定に寄与すべく所見を用意する。

以上のような憲法上の仕組を持つドイツにおいて所見が、そのような特徴を見せるのは当

然ともいえよう。 

 

4.1.3.2 公会計改革への対応 

 合規性検査の対象は、特に会計の計数上の正しさ並びに収入と支出の根拠と証憑であり

（BHO 第 90 条）、2009 年度の所見までには、公会計制度改革に関する影響はほぼみられ

ない。学説には、将来、記載されるべき帳簿の種類と内容、簿記の方法の変更、並びに、

財政上の計画システムの構造上及び内容的変更があれば、結果として合規性検査の基本的、

実質的な変更をもたらすであろうとする見解がみられるところである213。すなわち、その

ような状況の下で合規性を可能にするためには、まず、それに対応する公的予算及び会計

制度における正規の簿記の諸原則の進展及び予算法におけるその成文化が必要であり214、

また、公会計制度の改革の目的が、とりわけ決算書を財政上の状況の信頼のおける姿を伝

達するように作成するということにあることから215、それは、決算作成者の裁量が「財政

状況の信頼のおける姿の伝達」という目標のために利用されているかどうかも決算検査の

枠内で審査されうるということを意味することになり、従って、決算検査の重点は、単な

る法適合性から、適切な情報提供の意味における正当性に移されるというのである216。言

                                                        
213 Klaus Lüder, Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesensund Finanzkontrolle, DÖV 2000, S.842. 
214 Lüder, a.a.O（Anm.1）, S.842. 
215  Lüder,Öffentliches Rechnungswesen und Finanzkontrolle, in: Hans Herbert von Arnim （ Hrsg. ） , 

Finanzkontrolle im Wandel, 1989, S.133f. 
216 Lüder, a.a.O（Anm.1）, S.842. 
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葉を換えると、会計検査は、商法上の決算審査に近づくことになり、商法上の決算審査に

要求されること、すなわち、「悪化する資産状況、財務状況及び収益状況を示さない年度

決算は異議を唱えられる」ということが、会計検査にも要求されなければならないことに

なる217。公会計改革に伴う会計検査のあり方として的を射た指摘と解されよう。 

 

4.1.3.3 財務書類の検査と公会計改革への対応 

 しかし、「悪化する資産状況、財務状況及び収益状況を示さない年度決算は異議を唱え

られる」は、上述した BRH の所見に見られる特徴に類似することに気づかされる。ドイ

ツの連邦レベルでの公会計改革はフォーマルにはなされていないにもかかわらず、公会計

改革が目指す理念は、既に BRH には織り込み済みではないかとの印象すら与える。しか

し、それは、おおもとにおいては、長い歴史の過程で最終的に会計検査院には憲法上の機

関としての地位が与えられ、国の財政の管理者として、国民の利益のために活動すること

を責務として課している憲法の意図することもあり、公会計改革が行われることとは切り

離しても、既に目指されていたことである。言い換えると、会計検査院は公会計改革にい

かに対応するかではなく、この目指す方向をより充実させるために公会計改革をいか進め

るかの意識すらあるように思われる。「行政の現代化」に関し、BRH 院長の意見が積極的

に表明されているのも、このことの証左となろう。わが国の会計検査院が公会計改革と直

面したときには、日本国憲法の意図を再確認し、こと「財政（＝予算執行に限らない）」

に関しては「会計検査院をおいてほかに権力の濫用を制御するサンクションを持つ存在は

ない」ことを今一度想起しなおすべきであろう218。 

 

4.1.3.4 経済性について 

 経済性については、会計検査院として所見や特別報告においても要所で重点を置いて指

摘しているが、むしろ、BRH 院長が連邦委託官として行う「鑑定」によって積極的に意見

表明がなされていることが伺える。これは、合規性判断に比べると経済性の実体的な判断

を明確に行うは困難であるという特質にも起因しており、合議体としての会計検査院が慎

重な手続を重ねて表明する経済性判断との間で整合がはかられているものと解されよう。

わが国の検査報告でも、「不当事項」等では経済性に基づく指摘は行いにくいことは同様

であり、「意見表示事項」（会計検査院法第 34 条、第 36 条）、「特記事項」等が受け皿

になりうると思われる。 

 

4.1.3.5 制度やシステムへの意見表明について 

 同様に、ドイツでは、個別事項への指摘にとどまらず、制度やシステムそのものへの言

                                                        
217 Adolf Moxter, Zur Prüfung des "true and fair view", in Jörg Baetge u.a.（Hrsg.）, Rechnungslegung, Prüfung 

und Bewertung - Herausforderungen für die Wirtschaftsprüfer, 1996, S.680, zit. Lüder, S.842. 
218 Gunter Kisker, Rechnungshof und Politik, in: Hans Herbert von Arnim（Hrsg.）, Finanzkontrolle im Wandel, 

1989, S.185ff., 216. 
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及によって、現在及び将来の国民の負担軽減や効率的な財政運営を図ろうとする傾向も確

認できた。上記、わが国の会計検査院法第 36 条に基づく意見表示（または要求）は、ま

さに「制度または行政」に関するものであることが予定されており、これをいっそう活用

することが期待される。また、2005（平成 17）年の会計検査院法改正により導入された、

議会及び内閣への「随時報告」の制度（第 30 条の 2）は、第 36 条をさらに財政の決定過

程に活かすべく、会計検査院に積極的な意見表明を促す狙いがあったものと解される。し

かし、それでも第 34 条や第 36 条に基づく言明は検査報告に掲記する事項でもあり（第 29

条第 8 号）、会計検査院としての「フォーマル」な言明という性格は消し去り難い。その

ことがもし、いきおい抑制的となり躊躇される傾向があるとするならば、あるいは個別事

項のレベルで確実にという傾向が示されているとするならば、わが国でも、制度やシステ

ムに関する意見表明を中心に（財務諸表等に基づく諸言明は合規性・経済性双方にまたが

ろう）、その内容に応じた発信形態の場合分け等を工夫する余地はあると思われる。BRH

院長が、内閣指令（のみ）に基づき、連邦委託官としての地位を有し活動しているドイツ

の例は 1 つの参考に供されよう219。 

 このような、いわば「助言」は、ドイツにおいて、検査任務と「並ぶ」重要な機能を果

たす任務と認識され、実務家、学者の議論においても、この助言に今後の会計検査院への

期待が寄せられることが常となっている。もちろん、制度やシステムに立ち入るならば政

治的な問題にも関わってこようから、なにより政治的中立性を失ってはならない。しかし、

「政治的に中立」でいるということは、「政治的テーマ」に関わらないということを意味

するわけではない。ドイツでもかつて会計検査院の政治的中立をめぐって激しい論争が展

開されたが220、国民の負担軽減や財源の効率的運用という一貫した視点を崩さず、専門機

関としての検査経験に基づく客観的な内容を持つ言明であるならば、「政治的中立」を侵

すものではないと考えられよう。次なる財政の決定に活かせるよう、国民の関心が高い事

項につき、適時に専門的情報を提供することこそが、会計検査院には求められている。 

                                                        
219 他にも「特に掲記を要すると認めた事項（特記事項）」「特定検査対象事項」等と併せ、これまで会

計検査院としても政策的事項に言明をなすべく制度改正が重ねられ、「決算検査報告」の分析からも、

今日までこの点においても積極的な取組がなされてきていることが伺える。このことに対する評価は

いささかも減じ得るのものではなく、あくまでも、「決算検査報告」に記載される「会計検査院」と

しての「正式な言明」である点につき、ドイツを参考に制度上の緩和を施せば、それがかえって「情

報提供」「教示・助言」という機能を高めることにつながるのではないかという提言である。 
220 この論争及びその後の議論の状況は、石森久広『会計検査院の研究－ドイツ・ボン基本法下の財政コ

ントロール』（有信堂、1996 年）141 頁以下で紹介したことがある。 
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4.1.4 フランスの会計検査制度からの示唆 

 フランスにおける財務書類の作成上の課題は、第 1 に、本来会計検査院の監査証明の対

象外になるはずの、会計システムや内部統制の不備であり、この 2 項目について多数の問

題の指摘が会計検査院によってされている。特に問題となるのが手作業による決算処理と

期末の帳簿の帳尻合わせである。 

 フランスの会計検査院による財務書類の監査証明では、最新のリスク・アプローチが採

用されている。まず期中検査において、適用されている会計規則の検査と内部統制の整備

状況から、重要な虚偽表示のリスクが見積もられる。期末検査では期中検査の結果を受け

て、内部統制の運用状況を検査し、重要な虚偽表示のリスクの再評価とそれに適した試査

が選択されている。またフランスの会計検査院は、財務書類の監査証明に関して、会計シ

ステムと内部統制の整備を特に重視した姿勢を示し、除外事項として指摘された不備は、

結局のところ会計システムと内部統制の不備であるという暗示さえある。フランスでは、

内部統制と財務書類の検査が一体として捉えられていると解釈できるかもしれない。 

 しかし現実を見ると、内部統制の組織作りの遅れを原因とする統制環境の不備や、会計

システムの不調から来る情報と伝達や IT への対応の不備、さらには不適切なデータや資料

の欠如を起因とする統制活動の制限やリスクの評価と対応の不備等、内部統制の整備状況

には課題が多く、内部統制の未整備から、モニタリングという内部統制の日常的な点検は

思いもつかない状況である。 

 第 2 の課題は、資産の調査・測定の問題である。資産の正確な把握と評価は、公務員の

コスト意識を築く大前提になるはずである。しかし資産が一端手渡されると、その後のこ

とは何も知らないという態度は、防衛省の棚卸資産の管理にまさに典型的に表れている。

在庫が大量に残っているものの減耗損や在庫残高に関係ない無秩序な発注の危険性を考え

ると、コスト意識が発現したとするにはあまりにも無理がある。 

 第 3 の課題が、現金主義に対する信奉から抜けられず、発生主義の導入の意義が関係者

に十分に浸透していない点である。調整費用や統治権的収益に関する経過勘定の処理の不

備が到るところに見られ、場合によっては、検査院の批判を免れるために、無理やり経過

勘定を計上することさえ見受けられる。特にこの問題は、発生の確実性の程度が未払費用

よりやや低い引当金の評価においてその頂点に達している。発生主義による費用の認識は

リスクの先取りを意味する。プログラム予算においては、プログラムの進捗状況を、予算

の執行ではなく予算執行の必要性が発生した段階で的確に把握することが可能になる。し

かし会計検査院の指摘を見る限り、その点が十分に生かされているとは言い難い。 

 第 4 の課題は、国の資本参加をどこまで財務書類に含めるかである。現在の財務書類は

あくまで個別決算であり、国が「支配力」を有する実体に関しては金融資産として結合が

図られる。会計検査院は、金融資産として結合すべき各種の外郭団体を国の会計基準によ

って明確化することを求めている。これは、将来の連結決算の導入を見据えた態度と言っ
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てもよい。特にフランス外国保険貿易会社や預金共託金庫の特別会計を、投資事業組合と

同様な観点から国の財務諸表に計上すべきとした先進的判断は、その意図の表れであろう。 

 我が国において財務書類の監査証明を実施する場合にも、上に指摘した 4 つの課題は、

財務書類の作成者が必ず最初に突き当たる壁であることは間違いない。Huby（2009）によ

れば、フランスの会計検査院は 2006 年度から既に財務書類の監査証明における教育的・

啓蒙的なアプローチを採用し221、意見不表明にできるほどの222重大な欠陥がありながら、

限定付適正意見を表明し223、国の会計改革に向けて関係者を諭していく姿勢を示している。

Huby（2009）が指摘するように224、財務書類の作成者の財務省財政局にとって、会計検査

院の監査証明は「会計改革という牛を押す突棒」であり、中央各省庁の政策運営の透明化

を図る手段でもある。 

 会計検査院は、時には国債経費削減のための金利スワップの会計処理の不備を指摘しな

がら、国の会計基準そのものの改正を促し、時には社会負債償却金庫の結合の問題におい

て、監査の対象外であるはずの社会保険の会計の整備についても言及する。監査証明の除

外事項において問題点の指摘に改善がない場合には、年度を追うごとに問題の取り上げ方

を大きくして、問題の解決を強く促す。会計改革の旗振り役としてフランスの会計検査院

が示した教育的・啓蒙的な姿勢は、我が国の会計検査院が財務書類の監査証明を実施する

際にも重要な参考となるであろう。 

 我が国の会計検査院の検査が指摘型から保証型の財務検査に転換するためには、国の財

務書類がその財政状況や財産に関する客観的な全体像を表していることを証明する必要に

迫られる。LOLF の提案者の 1 人である上院議員のランベールの指摘では、「忠実な写

像」の証明は、政府が予算執行の状況について把握可能な範囲で事実を表明していること

を確認する「誠実性」を証明しただけでは不十分であった。 

 「忠実な写像」の証明のためには、政府部内の会計の流れを俯瞰できる統一した会計シ

ステムの導入が不可欠である。フランスの会計検査院の 2009 年度の監査証明では、財務

省が保有している内部制作ソフトウェアが 8 億ユーロに上るとしている。この大半が会計

システムの構築に関するものと考えられ、そのコストは膨大である。しかも鳴り物入りで

導入された会計システムにも不備が多く、未だに膨大な手作業が必要とされ、その効力に

大きな疑問符が付いたままである。保証型の財務検査の導入には、コスト負担も含めた相

当な覚悟を必要とする。 

 最後に、会計検査院の正規の職員の地位は司法官（magistrat）であり、罷免拒否権

（inamovible）があり、我が国よりもエリート意識が高く、財務検査の外部委託やピアレ

ビューの実施はまだ想定しにくい現実がある。しかしフランスの会計検査院は、立法府で

ある議会と最高司法府に当たる憲法審査会及び財政裁判所である自らの財務検査を、民間

                                                        
221 Huby（2009）, p.278. 
222 Ibid., p.276. 
223 Ibid., p.280. 
224 Ibid, p.282. 



 

- 255 - 

の会計事務所に委託した。これは、会計検査院が行政機関であり、立法府と司法府の独立

性を考えて財務検査を第三者に任せたとするのが通常の理解であるが、新しい検査方式の

模索が行われているとも解釈できる。 

 かつてフランスでは政権交代で野党となる政党の大物政治家が会計検査院長に就き、新

政権に睨みを利かすという、会計検査院の政治的な利用が批判された時もあった。しかし

現在は LOLF の提案者の 1 人で国民議会議員のミゴーが検査院長に就任し、実務的な改革

路線が踏襲されている。その点からも、フランスの会計検査院の動向は我が国にとっても

目の離せない存在であることは間違いない。 
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4.2 我が国への提言 

4.2.1 本調査研究の意義に関する要約 

 近年、我が国中央省庁等において、省庁別財務書類、特別会計財務書類、独立行政法人

財務諸表等、企業会計的な考え方を援用した財務書類を作成する取組が進展してきている。

会計検査院は、法律に基づき、国の一般会計、各特別会計、出資法人等ごとに決算等の概

要を検査報告に記載するほか、特別会計については特別会計に関する法律（平成 19 年法

律第 23 号）の成立により、第 19 条第 1 項に規定される財務書類の検査を平成 19 年度決

算分から実施してきた。加えて、法律に定められている事項以外にも、自らが必要と認め

た事項について、検査報告への記載を行ってきており、その内容はこれまで変遷を遂げて

きているが、今後とも、時代の要請に応じて、機敏に変化していく必要がある。 

 欧米諸国に目を転じてみると、我が国と同様、各国会計検査院はそれぞれの国の財務書

類に関する検査を行い、その結果を議会に報告しているが、検査の対象となる財務書類、

検査の根拠となる法令等、検査の結果の記述内容は様々である。さらに、昨今の世界的な

制度改革の潮流に合わせて、それぞれの国における公会計制度にも大きな変化が見られて

いる。 

 こうした昨今の制度改革の動向は、世界に先んじて取り組んできたアングロ・サクソン

諸国の取組から大きな影響を受けてきていると言える。我が国の公会計制度――例えば会

計法や会計検査院法――は、その歴史的な経緯から、ヨーロッパ大陸諸国のドイツとフラ

ンスから大きな影響を受けてきているが、近年、この双方の国においても、大きな制度改

革が行われている。 

 今後の我が国における公会計制度の在り方、及び会計検査院における財務書類の検査の

在り方を考える上で、ドイツとフランスのいずれもが、ヨーロッパ大陸型の制度的な特殊

性を活かしたまま、公会計制度及び会計検査の近代化を図っていることは注目に値する。

さらに、互いに公会計制度への影響を及ぼしてきた両国における、公会計制度の実態、会

計検査の実態、及び制度改革に対するアプローチは、個々の特殊性を踏まえた異なる 2 つ

の選択肢を我が国に提供しうるものと考える。 

 ここでは、ドイツとフランスにおける、（1）公会計制度と近年の制度改革の動向、及

び、（2）会計検査院による財務書類検査及びその結果の報告、（3）会計検査院による制

度改革への関与についての調査研究結果をまとめるとともに、我が国（会計検査院）にと

って参考としうる点を抽出する。 
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4.2.2 公会計制度 

 本調査研究を通じて、ドイツ・フランスにおける公会計制度、及び近年の制度改革の動

向を見てきた。ドイツでは、制度改革の議論の中で、複式会計と、既存のカメラル簿記の

特性・利点を活かした拡張カメラル会計の 2 つの方式を併存させることを決定し、連邦政

府は拡張カメラル会計に基づき財務書類を作成するアプローチ――記帳方法としてカメラ

ル簿記を採用した発生主義――を採用して、現在制度改革に取り組んでいることが確認で

きた。他方、フランスでは、LOLF 改革により一般会計は全面的な発生主義会計へと移行

したものの、予算は未だに現金主義を継続していることが確認できた。ここで論点となる

のが、公会計における現金主義・発生主義の選択をどのように考えるか、ということであ

る。 

 例えば、GAO が 2008 年にまとめた報告書225では、決算時に発生主義に基づく財務書類

を作成・公表している諸外国においても、予算を見ると必ずしも発生主義を導入している

わけではなく、各国それぞれがその選択に際して慎重に検討を行った結果、発生主義を導

入するかどうかの最終判断がなされていることを示している226。またそこでは、現金主義

に基づく予算・会計処理と、発生主義に基づく決算・財務報告との整合性をどうはかって

いくのかという論点も生じてきている。予算、決算それぞれにおいて求められるものは異

なるであろうが、いずれの場合でも、必ずしも発生主義の方が優れているという画一的な

判断ではなく、現金主義・発生主義それぞれが有する利点・欠点が十分に加味されている

と思われる。 

 また、こうした制度改革に取り組むとした場合に、必要とされる膨大な時間・費用も看

過することができない。ドイツでは、2006 年に連邦財務省の下に予算及び会計制度の近代

化プロジェクト・グループを設置したが、最終的な制度改革が完了するのは 2013 年を予

定している227。またフランスでは、2001 年に LOLF を導入しているが、その全面的適用は

2006 年予算からと、試行期間に 5 年を費やしている228。なお、両国における制度改革に要

した費用についての情報は確認できなかったが、例えば国連は、2006 年 7 月に全ての傘下

機関の財務書類の作成について 2010 年までに発生主義に移行することを決定しているが、

                                                        
225 GAO（2008）, Budget Issues: Accrual Budgeting Useful in Certain Areas but Does Not Provide Sufficient 

Information for Reporting on Our Nation’s Longer-Term Fiscal Challenge（GAO-08-206） 
226 予算の透明性を高め、政府の業績を改善する上で発生主義の導入は有効であるとした上で、国の財政

状況をモニタリングする上で現金主義は未だに重要な地位を占めるとしている。その事例として、当

初は導入することを検討したものの、最終的に導入を見送ったノルウェーやスウェーデン、全面的に

導入することを計画したものの、現状では限定的な導入にとどまっているカナダやオランダ、あるい

は完全な発生主義予算を導入したとされるイギリス、オーストラリア、ニュージーランドであっても、

財政の持続可能性の観点から現金主義による情報補完が不可避である状況を紹介している。 
227 ドイツでは、1990 年代末から地方自治体レベルの公会計改革の議論が開始され、2004 年以降にはド

イツ国内で公会計制度を統一するための作業が行われており、制度改革の萌芽は以前から見られた。 
228 フランスでは 1963 年に権利確定原則を導入し発生主義に近い複式簿記を導入しており、1970 年以来

損益計算書・貸借対照表を作成してきている。これらのベースがあってはじめて LOLF 改革で発生主

義財務諸表作成、保証型監査導入が実現できていることを指摘しておきたい。 
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その改革に要する予算として 2,300 万米ドルを充てた。この金額は国連機関の年間予算の

1.8％に相当する229。 

 このように諸外国においても、公会計制度の設計は未だ過渡期であり、その考え方につ

いても多様な議論が存在する。翻って、我が国における適用を考える場合、予断を持つこ

となく発生主義・現金主義それぞれが持つ利点・欠点を十分に把握・比較検討し、また、

制度改革に要するコスト（予算・期間）を十分に加味した上で、慎重かつ適切な判断を行

うことが求められる。そもそも公会計は、企業会計とその目的や期待される機能の面で異

なるものである。その意味では、調査対象国としたドイツ・フランスやそのほかの国が、

それぞれにおいて慎重な検討を重ねた結果、結果的に異なるアプローチを採用したことか

らも分かるとおり、公会計において発生主義を志向・導入することが、必ずしも唯一の方

法ではないというのが実情である。 

                                                        
229 Wynne, A（2008）, Accrual Accounting For the Public Sector - A Fad That Has Had Its Day?, International 

Journal on Governmental Financial Management.（Vol.VIII, No.2, 2008） 
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4.2.3 会計検査院による財務書類検査 

 公会計における財務書類検査の一義的な目的は、いずれの国においても決算の確認にあ

るという点では共通であろう。その際に、我が国会計検査院と同様に指摘型検査を行って

いるドイツ会計検査院と、企業会計・監査に近い保証型検査へと移行したフランス会計検

査院とでは、確かにそのアプローチは異なっている。しかし、本調査研究を通じて、その

実態や指向性を見てみた結果、両者の取組には共通する部分が多いと思われる。 

 ドイツ会計検査院では、財務書類に基づく極めて堅実な合規性検査が行われているとの

印象を持った。その意味で、我が国会計検査院が現在行っている財務書類検査との親和性

は高い。しかし、ドイツ会計検査院による財務書類検査に関する報告では、個別の問題の

指摘にとどまるのではなく、その問題の背景にある事情や、その問題が連邦の財政状況に

与える影響についての言及がしばしば見られる等、個別の問題を一例として挙げることを

通じて、問題の根源に迫り、最終的には連邦全体の現在・将来の財政状況の改善・悪化阻

止を目指すスタイルが確認できた。またドイツ会計検査院による「所見」は、財政・財務

の専門家の立場として、国の正確な財政状況等を議会や国民に対してわかりやすく報告す

るという役割230も担っている。すなわち、検査の重点は、単なる法適合性の確認・確保に

だけではなく、適切かつ有益な情報の提供にも置かれている。 

 他方、フランス会計検査院が行っている保証型検査では、ほぼ全ての監査で無限定適正

意見を表明する企業会計の保証型監査とは異なり、監査意見を留保して幅広い事項につい

ての改善を求める限定付適正意見を表明している。その背景には、決算の計算上の整合性

を確認するという従来の会計検査の役割に加え、正確な計算を保証する上で必要となる内

部統制、IT システム等が十分に機能しているかどうかの確認、さらには、こうした一連の

制度改革をシステム化・パッケージ化して捉え、これらを一体的に推進していこうとする

会計検査院としての意図が伺える231。 

 以上を勘案すれば、指摘型検査を行っているドイツ会計検査院も、保証型検査を行って

いるフランス会計検査院も、財務書類検査活動を通じて、検査対象機関に対して事態の是

正改善を求めるべく、個別の問題の指摘のレベルを超え、問題の根源となる制度・システ

ムの機能に対する指摘を指向しているという点で、共通していると言えるのではないだろ

うか。 

 翻って、我が国会計検査院における適用を考える場合、最近では指摘の対応も変化して

きつつあるものの、個別の問題の指摘を行う従来型の指摘型検査を継続する場合でも、ま

た、仮に保証型検査に移行する場合であったとしても、我が国会計検査院がドイツ・フラ

                                                        
230 こうした役割の法的背景として、1969 年の基本法 114 条の改正により、BRH の所見が連邦政府だけ

でなく、「直接に」「連邦議会及び連邦参議院にも」提出されなければならなくなった点を指摘して

おきたい。 
231 ただし、フランス会計検査院は 2009 年度の監査証明報告において、無限定適正意見へと段階的移行

に向かっていると表明している。 
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ンスのような制度・システムの機能に対する指摘をより積極的に実施していくことは十分

可能であると考える。むしろ、会計検査院は、財務書類検査を通じて、どのような制度・

システムを志向することが望ましいと思うのか、その姿を明確に示すことの方が重要であ

ると考える。 

 さらに、ドイツ・フランスの財務書類検査、及びその結果の報告についての事例調査を

行った結果として、我が国会計検査院が今後取り組んでいくべき以下のような個別の論点

があげられる。 

 

4.2.3.1 内部統制・IT システムに対する指摘 

 2006 年から開始されたフランス会計検査院による保証型検査において、内部統制や IT

システムについての指摘が 4 年連続でなされているという事実を確認した232。今後、会計

検査院が制度・システムの機能に対する指摘を志向することを想定する場合、財務書類の

正確性を担保するための仕組としての内部統制や IT システムを、検査の対象として一体不

可分のものとして捉えつつ財務書類検査を行い、その構築・導入の必要性を指摘する方向

性もありうると思われる。現状、我が国においては、内部統制や会計処理について複数省

庁での対応が異なる状況が見受けられることから、まずはこの状況について調査し、内部

統制の在り方や会計処理の仕方について共通化を図っていくよう指摘していくことが考え

られる。 

 ただしその際には、最終的に担保すべき「会計（情報）品質」の観点も同時に議論を行

う必要があると考える。すなわち、財務書類の正確性の担保に必ずしも大きな問題がある

とは見なされていない現在の我が国において、膨大なコストを投じてまで、新たに内部統

制体制を構築したり、IT システムを導入したりする必要性があるのかについては、費用対

効果の観点から十分に検討すべきであるし、またこうした構築・導入を進めていくことが

議会や国民から期待・支持されているのかについても確認していく必要があろう。 

 

4.2.3.2 決算分析の充実・財政の健全性に対する指摘 

 我が国会計検査院では、これまでにも決算分析233は行ってきているものの、その時々で

テーマを設定して実施している。例えばドイツ会計検査院のように、毎年の決算分析で各

項目別により詳細な分析をしたり、財政の健全性についての説明を充実したりすること等

により、議会や国民に対して国の正確な財政状況をわかりやすく報告することが可能であ

ると思われる。特に「財政の健全性」というテーマに関しては、突き詰めていけば、政治

的中立性に重きを置く我が国会計検査院が、時の政権に対してどのように意見表明をして

                                                        
232 財務書類検査の一環としてではないが、ドイツ会計検査院による検査でも、内部統制の不備を指摘し

た報告事例は複数存在している。三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「欧米主要国政府における内

部統制の状況及びそれに対する会計検査院の関与・検査」（平成 21 年度会計検査院委託業務報告

書）を参照。 
233 決算検査報告における、第 6 章「歳入歳出決算その他検査対象の概要」→第 1 節「国の財政等の概

況」→第 4「個別の決算等」。 
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いくのか、財政の健全化にどのように係わっていくのかという大きな論点に行き当たるの

かもしれない。その意味では、まずはその前提として、そもそも議会や国民が会計検査院

に対してどのような機能・役割を期待しているのかについて、オープンかつ十分な議論を

行うべきであると考える。 

 なおその際、ドイツにおいて、会計検査院長が個人として務める連邦委託官の立場とし

て意見表明を行う制度（鑑定＜Gutachten＞）の存在は注目に値する。これは、合議体とし

ての大評議会234での意思決定手続を必要とする「所見」や「特別報告」での意見言明とは

別に、経済性等のテーマについて、会計検査院として積極的かつ柔軟な意見表明・関与が

なしうるよう制度として構築されたものである。このように、意見表明を行う内容に応じ

て複数の発信形態が担保されているという点は、我が国にとっても参考になると考える。 

 

図表 我が国会計検査院による近年の決算分析 

平成 16 年度 
 国の社会保障に関する経費の状況 

 国債管理の状況 

平成 17 年度 
 財政投融資改革開始後における財政融資資金特別会計等の状況 

 国税収納金整理資金の状況 

平成 18 年度 
 外国為替資金特別会計の状況 

 政府保証債務の状況 

平成 19 年度  一般会計歳出決算における不用額等の状況 

平成 20 年度  国の決算における債務の計上の状況 

平成 21 年度 (な  し) 

 

 

4.2.3.3 財務書類の検査の着眼点に関する指摘 

 我が国中央省庁等において、省庁別財務書類、特別会計財務書類、独立行政法人財務諸

表等、企業会計的な考え方を援用した財務書類を作成する取組が進展している中、これら

の会計処理・財務報告を統一的に規定する公会計基準の策定は当然の流れとなろう。 

 現在、我が国会計検査院は、財政法や会計法令に従って適正に会計処理が行われている

かという正確性・合規性の観点から財務書類検査を行っている。仮に今後、国の公会計基

準が策定され、中央省庁等の会計処理・財務報告が当該基準に依拠して実施されていくの

であれば、当然、会計検査院による財務検査でもこれらを加味することが必要となってく

る。その際には、財務検査の着眼点として、従来の正確性・合規性の観点に加えて、例え

ばフランスにおける LOLF や中央政府会計基準が規定するような「誠実性」や「真実かつ

公正なる概観」の観点の検討も新たに必要になってくるのではないかと考える。 

                                                        
234 連邦会計検査院法に定められた最高意思決定機関であり、院長、副院長の他に、局長、課長、報告者

の計 16 名から構成される。毎年の所見の内容を決定する機能を有する。代表議会の意思決定は多数決

によって行われる。 
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図表 フランス中央政府会計基準における 

「合規性、誠実性、真実かつ公正なる概観」に関する規程 
中央政府会計の概念フレームワーク 
III 中央政府会計の一般的性質 
III-1 会計原則 
  LOLF 第 27 条は、合規性、誠実性、真実かつ公正なる概観に関する原則について言及している。こ

れらは、一般的に会計原則として見なされるものであるが、真実かつ公正な概観については、会計原則

というよりも、むしろ会計目的として認識されることが多い。･･･ 

 ○合規性（Compliance） 
  財務書類は、これに対応する規則・手続に基づき作成されるべきである、という原則を示している。 

 ○誠実性（Faithful Representation） 
  規則・手順は、会計責任者が報告書に記載される事象の実態・重要性について正確な見識を持ち、そ

の見識を財務書類に誠実に反映するよう適用されること、という原則を示している。 

 ○真実かつ公正なる概観（True and Fair View） 
  真実かつ公正なる概観については、会計原則として直接定義されてはいない。フランス及び欧州の法

令では、会計規則を適用することが真実かつ公正なる概観を確保する上で不十分であるとした場合は、

財務書類の注記として補足情報を記載しなければならないとしている。さらに、例外的な事情の下、会

計規則を適用することが真実かつ公正なる概観を確保する上で好ましくないと判明した場合は、そのケ

ースを会計規則から逸脱した特例的措置とみなさなければならないとしている。この特例的措置につい

ては、そのことが財務書類にもたらす影響についての情報とともに、財務書類の注記として記載・説明

されなければならない。 
 
＜参考＞ 
LOLF 第 27 条 
  国は、収入・支出の予算会計と、国の全ての取引についての一般会計を記帳する。 
  国はその他、プログラム内で展開される様々なアクションの原価分析会計も実施する。 
  国の会計は、合規性、誠実性を満たし、その純資産と財務状況についての真実かつ公正なる概観を

提供しなければならない。 

資料）フランス中央政府会計基準（英語版） 2009 年 

 

 

4.2.3.4 連結決算を念頭に置いた指摘 

 我が国では、省庁別財務書類や国の連結財務書類は、現時点では法令上要求されていな

い235。しかし、フランス会計検査院がオペレーターを含む政府全体の連結決算を指向して

財務書類検査を実施しているように、将来を見据え、国の一般会計・特別会計、独立法

人・政府出資法人等の会計間で異なった会計処理を明らかにすることにより、政府の会計

処理を統一することを促し、政府全体の決算の連結化を念頭に置いた検査を行うこともあ

りうるのではないか。 

 

                                                        
235 財務省では、平成 14 年度から省庁別財務書類を、さらに平成 15 年度から省庁別財務書類を集約して

国の連結財務書類を作成している。 
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4.2.4 会計検査院による制度改革への関与 

 本調査研究を通じて、ドイツ・フランスにおける近年の公会計制度改革の流れの中で、

それぞれの会計検査院が果たしてきている役割を見てきた。そこでは、制度改革の必要性

を提起し、自らが制度改革の一主体として関与し、その進捗に応じて適宜改善を促しつづ

ける会計検査院の姿が明らかとなった。 

 ドイツでは、2006 年に連邦財務省の下に予算及び会計制度の近代化プロジェクト・グル

ープが設置され、公会計制度改革が現在進行形で進められているが、そのきっかけとなっ

たのは、2006 年 8 月にドイツ会計検査院が連邦議会及び連邦参議院に対して公会計制度改

革を強く促した、BHO 第 99 条に基づく特別報告「連邦・州の予算及び会計制度の現代化

について」であった。また 2009 年 11 月には、会計検査院長が連邦委託官の立場として行

う鑑定「連邦予算の負担軽減及び現代化の好機」でも取り上げられている。会計検査院で

は、各年度の所見を通じても、予算及び会計制度の現代化についての問題提起を継続的に

行っているのだが、こうした特別報告や鑑定等、通常の検査報告とは別の発信形態を、場

合によって使い分けているとの印象を持つ。 

 フランスでは、議会主導で導入された LOLF 改革にフランス会計検査院は積極的に関与

してきた236。また 2006 年以降、会計検査院は従来の指摘型検査から保証型検査へと転換

をし、リスクアプローチ等の企業会計における監査思考等を取り入れているものの、前述

のとおり、財務書類の不備の指摘にとどまらず（それとは別に）、様々な問題の発生を防

止する制度・システムの導入及びその機能をチェックする姿勢を取っている。その傾向は、

限定付適正意見の表明の中で、本来であれば財務書類の監査証明の対象外となるはずの内

部統制や IT システムの不備について数多くの指摘を行いながら、改革に向けて関係者を諭

す教育的・啓発的機能を発揮しているところからも見て取れる。 

 こうしたドイツ・フランスにおける会計検査院の取組は、会計検査院に対して法令上で

求められている決算確認というミニマムの機能は十分に果たした上で、プラスアルファの

機能、すなわち、会計検査院がこれまで獲得してきた知見・ノウハウを積極的に活用し、

それを積極的に発信する、いわば制度改革を推し進める担い手の一人として、関係者（制

度所管省庁、議会、国民）に対する積極的な情報発信、働きかけを自ら行っている姿とし

て捉えることができよう。 

 翻って、我が国会計検査院における適用を考える場合、現時点の法令上の権限において

こうした役割・機能を果たすことを想定した場合、会計検査院法第 34 条、第 36 条に基づ

く意見表示・処置要求の権限や、会計検査院法施行規則第 15 条を根拠とする「特定検査

対象に関する検査」や「国民の関心の高い事項等に関する検査」等、様々な検査報告の形

態を積極的に活用していくことが考えられる。さらに今後、前述のとおり、ドイツ会計検

                                                        
236 ちなみに、2001 年の LOLF 成立を国民議会議員として主導した Didier Migaud が現在のフランス会計

検査院長を努めている。 
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査院長が連邦委託官の立場として意見表明を行う「鑑定」等の制度を参考として、より柔

軟な情報発信の在り方を制度的に担保することも考えられる。 

 このように、会計検査院の機能・役割は、従来の検査・決算確認の延長線上にのみ限定

されるものではなく、検査活動を通じて得られた知見を基に、我が国の公会計制度改革、

行財政改革を側面から支援する、制度改革の担い手としての機能・役割にも拡大していく

ことが可能であると考える。 

 

図表 会計検査院法第 36 条の適用実態 
第 34 条 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認

める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について

意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさ

せることができる。 
第 36 条 会計検査院は、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項がある

と認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求する

ことができる。 

 

 

 

 こうした機能・役割を果たしていくためには、我が国会計検査院の体制等の拡充も必要

となってこよう。想定される対応は以下のとおりである。 

   －必要な人員・予算の確保 

   －資産評価、内部統制、IT システムについての特有の知識・ノウハウの涵養 

   －上記を補うべく、検査の一部の民間委託、民間人の任期付採用を積極的に実施 

 

 さらに、会計検査院による対応のみならず、同時に政府部内各機関における対応も必要

になってくると考えられる。今回調査対象としたドイツ・フランスにおける状況等を踏ま

えると、想定される対応は以下のとおりである。 

   －財務省主計局の、支出官庁に対する権限の強化237 

   －各府省の監察部門、予算監視・効率化チーム等を、内部統制チームに昇華 

   －行政刷新会議、総務省行政評価局等、他の監視機関との連携強化 

                                                        
237 フランスにおいて、財務省から各省庁に派遣されている財務統制官・出納官の存在が、予算統制・内

部統制の充実に寄与しているとの評価がある反面、過度な統制（強化）が LOLF 改革が意図する各省

庁への権限委譲主義と相反・齟齬が生じたとの反省もあることに留意する必要がある。 

 第 36 条 第 34 条 
及び 36 条 合 計 

21 年度 45 5 50 
20 年度 47 4 51 
19 年度 23 1 24 
18 年度 5 0 5 
17 年度 5 1 6 
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■用語集 
 

1．亀井座長 
1． 予算原則法（Haushaltsgrundsätzegesetz：HGrG） 

 ドイツにおける会計制度を含む予算（Haushalt）制度のための諸原則（Grundsätze は

Grundsatz の複数形）を定めた法律（Gesetz）であり、「予算基本法」とするのは誤り。

「Grundgesetz」ではない。連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung：BHO）も州予算規

則（Landeshaushaltsordnung：LHO）もこの原則法に基づいて定められる。予算原則法

は 1969 年の財政改革に際して制定されたもので、1997 年の改正で原価及び給付計算、

正規の簿記の諸原則が新たに取り入れられ、2009 年の改正によって同法の現代化の観

点から連邦と州の共通複式会計に関する規定等が新設された。 

 

2． 連邦予算規則（Bundeshaushaltsordnung：BHO） 

 連邦の予算制度及び会計制度を規定する規則であり、予算原則法に従う。1969 年の

財政改革に際して制定され、その後の改正も予算原則法の改正に合わせて行われてい

る。 

 

3． 州予算規則（Landeshaushaltsordnung：LHO） 

 各州の予算制度及び会計制度を規定する規則であり、予算原則法に従う。1969 年の

財政改革に際して制定され、その後の改正も予算原則法の改正に合わせて行われてい

る。 

 

4． 予算原則現代化法（Haushaltsgrundsätzemodernisierungsgesetz：HGrGMoG） 

 予算原則を現代化するために 2009 年に制定された法律で、これに基づいて予算原

則法が改正された。 

 

5． カメラル会計（Kameralistische Buchführung, Kamerelistische Buchhaltung） 

 ドイツ等一部のヨーロッパ大陸諸国において、カメラル簿記を適用した行政機関の

会計システムをいう。カメラル簿記は 16 世紀頃から用いられ 18 世紀以降の後期カメ

ラリストの時期にかけて整備された。この簿記法はひとつの帳簿に予算額と実際額及

びその差額を表示できるという特徴をもっており、ちなみに、明治期にこれを取り入

れた我が国の公会計帳簿には現在もなおその様式が残っている。 

 

6． 拡張カメラル会計（Erweiterte Kameralistik） 

 複式会計によることなくカメラル会計によっても実質的に発生主義会計を可能にし
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ようとするものである。そのための方法として、計算単位ごとに原価及び給付計算を

実施することによって単に金銭計算のみならず価値計算も実現する。伝統的なカメラ

ル会計を「古典的カメラル会計（Klassische Kameralistik）」と呼ぶのに対して、この

新しい概念を「現代的カメラル会計（Moderne Kameralistik）」とも呼ぶこともある。 

 

7． 原価及び給付計算（Kosten- und Leistunrgrechnung：KLR） 

 一定の期間に生み出された価値とそのための価値費消を算定するもので、1997 年の

予算原則法に規定されてから様々な行政機関で実施されるようになった。また、同年、

連邦財務省より KLR の標準概念をまとめた「KLR ハンドブック」が公表され、その

後 2008 年にその新版が公表された。この KLR は拡張カメラル会計を採用する場合の

必須の要件となっている。 

 

8． コンテンラーメン（Kontenrahmen） 

 会計組織の違いを超えて個々の勘定の本質的分類に基づいて各勘定に番号をつけた

標準勘定組織という。また、一定のコンテンラーメンに基づいて個別の会計主体ごと

に設計された勘定組織をコンテンプラーン（勘定計画）という。コンテンラーメンは

もともと製造業において原価の流れを明確にする方法として考えられたものであるが、

決算書を作成するための勘定体系を俯瞰的に表したものとして作成されるようになり、

さらに現在では、各勘定につけられた番号がコンピュータ処理を行うためのコード番

号として重要な役割をもっている。2003 年、連邦公会計統一コンテンラーメンが提案

され、2008 年にその修正版が公表されている。 

 

9． プロダクト予算（Produkthaushalt） 

 プロダクトは行政活動の結果であり、いいかえれば、行政、市民、経済、他の行政

機関または行政内部にもたらされた業績をいう。プロダクト予算はこうしたプロダク

トごとに算定された原価及び給付に関する計算に基づいて次年度への予算配分を決定

する仕組である。すなわち、アウトプット志向の予算である。また、そうした予算額

を決定するために、プロダクトの目的、達成すべき指標とその説明等を記述したプロ

ダクト票が作成される。 

 

10． 予算計算書（Haushaltsrechnung） 

 予算原則法第 37 条第 2 項によって毎会計年度作成することが義務付けられている

決算書のひとつであり、発生収支計算いいかえれば実質収支計算の結果が示される。

さらに、その枠組の中で実際収支を表す現金収支計算書（予算原則法第 39 条）及び

形式収支を表す予算執行決算書（予算原則法第 40 条）が作成される。 
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11． 資産計算書（Vermögensrechnung） 

 複式会計を適用する場合には成果計算書及び財務計算書と並んで貸借対照表が作成

されるが、カメラル会計を適用する場合には、連邦予算規則第 80 条第 3 項により予

算計算書と並んでこの資産計算書を毎会計年度作成すべきことが義務付けられている。

ただ、貸借対照表とは本質的に異なる。 

 

 

2．石森委員 
1． 連 邦 予 算 規 則 共 通 行 政 規 定 （ Allgemeine  Verwaltungsvorschriften zur 

Bundeshaushaltsordnung：VV‐BHO） 

 連邦予算規則第 5 条の委任に基づき連邦財務大臣によって制定された行政命令。

2001 年、それまでの連邦予算規則暫定規則にかわり制定されたものである。行政命令

ではあるが、連邦予算規則の解釈及び適用にとり重要な内容を詳細に規定する。さら

にこの行政命令を、様々な行政指針、例えば「経済性調査導入作業指針」等が補完し

ている。 

 

2． 経済性調査（Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen） 

 連邦予算規則第 7 条第 2 項により、行政に、財政効果を有する措置を採る場合に実

施を義務付けられるもの。予定された財政効果を持つ措置が政治的又は社会的目標を

達成するものかどうか、その際、投入される資源と結果が有益な関係になりうるのか

どうか、そして手段の投入が最小限に制限されるのかどうか、のシステム的な解明に

寄与する。連邦予算規則共通行政規定（VV‐BHO）及び連邦財務省の編纂にかかる

「経済性調査導入作業指針」の規定等によって補完されている。 

 

3． 費用と便益の分析（Kosten-Nutzen-Analyse） 

 連邦予算規則第 7 条第 2 項が要求する経済性調査の方法のひとつで、最も包括的な

もの。例えば大規模な交通基盤整備プロジェクトのような投資の効果が問題となる場

合に実施される。経済性性調査の方法には、他に、資本的価値の分析

（Kapitalwertanalyse）、費用の比較計算（Kostenvergleichsrechnung）、便益の価値分析

（Nutzwertanalyse）の方法があり、場面に応じて適切に実施されることが求められる。 

 

4． 責任解除（Entlastung） 

 連邦議会及び連邦参議院が連邦政府に対して、当該予算年度の予算運営上の責任を

果たしたことを承認することをいう。基本法第 114 条第１項により、連邦財務大臣に

は連邦議会及び連邦参議院に対して決算の提出が義務付けられ、同 2 項は連邦会計検

査院にこの決算の検査及びその報告を義務付けている。責任解除は、議会が政府に課
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した予算上の責任を、政府が果たしたということの政治的言明である。責任解除に関

する決議には、個々の職員に対する損害賠償請求等、法的な効果は伴わない。 

 

5． 起債権限（Kreditermächtigung） 

 連邦予算規則第 18 条に規定された起債の権限。議会が、政府に対して特定の目的

実現のために所定の予算手段の使用を委ねているという意味合いは、予算上「-

ermächtigung」（授権）という言葉が多くの場面で使われていること等からも伺える

（例えば、Verpflichtungsermächtigungen〔連邦予算規則第 16 条に規定された債務負担

行為についての授権〕等）。もっとも、起債には基本法上に制限の規定がおかれてい

る（第 115 条）。 

 

6． 経済性（Wirtschaftlichkeit） 

 規定された目的達成への資源割当ての最適化を要求する規準。ある特定の成果が可

能な限り少ない手段の投入で目指されること（最小限原則）、及び特定の手段投入で

可能な限り良い成果が目指されること（最大限原則）を内容とする。このうち、最小

限原則は「節約性（Sparsamkeit）」原則でもある。したがって、「節約性」原則は

「経済性」原則に吸収されることになる。 

 

7． 効率性（Effizienz） 

 「経済性」と同様に、目的と手段の最適な関係を意味する概念。しかし、「経済

性」が収入と支出、コストと成果等、経済的諸基準をその要素とするのに対して、

「効率性」は経済外的な要素（例えば政治、文化等）をも含む。この点で、「効率

性」が上位概念、「経済性」が下位概念と理解しうる。また、「効率」は、ドイツに

おける近年の行政法総論をめぐる改革論議のなかでも、大きな手懸かりを提供してい

る。 

 

8． 有効性（Effektivität） 

 「経済性」「効率性」と同様、目的と手段の最適な関係を意味する概念。「効率

性」「経済性」が手段投入（インプット）と成果（アウトプット）の比較を問題にす

るのに対して、「有効性」は、あらかじめ設定された任務（目標）と実際の成果（ア

ウトカム）との関係を問題にする。したがって「有効性」は目的達成を指向し、「有

効」な活動であっても、必ずしも「経済的」「効率的」ではないことになる。 

 

9． 連邦会計検査院法（Gesetz über den Bundesrechnungshof：BRHG） 

 1985 年に改正された連邦会計検査院の組織法。それまで連邦財務大臣の副署のもと

連邦大統領によって任命されていた院長及び副院長人事が改正され、連邦政府の推薦
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にはよるが、連邦議会及び連邦参議院における投票で選ばれた者が連邦大統領により

任命する方法に変更された（第 5 条第 1 項）。立法府の関与が強められ、これにより

会計検査院の地位が行政府と立法府のより中間に引き寄せられたと評価される。 

 

10．構成員（Mitglieder） 

 会計検査院の院長、副院長及び所定の幹部職員（Leiter der Prüfabteiungen, 

Prüfungsgebietsleiter）を指す。基本法第 114 条第 2 項にその根拠を有し、憲法上は「会

計検査院の独立」ではなく「構成員の独立」がうたわれている。内部の構成員の独立

なしには組織の独立もありえないという考え方である。このため連邦会計検査院は合

議制となり、個々の構成員には「裁判官的独立」という極めて高い独立性が保障され

る。 

 

11． 法（Gesetz、Ordnung） 

 双方とも法律名に付される語であるが、もともと Gesetz は実体的な原理原則を定め

るもの、Ordnung は手続的なそれを定めるものとされてきた経緯がある。しかし、現

在では、実体面の規律同様に手続面の規律も重視され、実質的に双方相まって法的価

値が実現されていくものと解されている。実際に、Abgabenordnung（租税通則法）、

Verwaltungsgerichtsordnung（行政裁判所法）、Gemeindeordnung（市町村法）等、 -

ordnung と冠された重要な法律は多数ある。本報告書では、Gesetz と Ordnung の訳し

分けを行っているが、後者を「規則」とした点に、法律としての意味合いを減ずる意

図はない。 
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3．中西委員 
1． 支出負担行為許可（Autorisations d’engagement：AE） 

LOLF 以降、授権予算が（アメリカの慣行のように）支出負担行為許可と支払授権

という 2 つの次元に分けて配分されるようになった。支出負担行為許可は支出負担行

為を行ってよい限度額であり、支払授権と異なり、繰り越しが自由である。したがっ

て複数年次の視点からもっと活用されてよいはずだが、現実には大半が支出負担行為

許可＝支払授権で予算配分されており、立法の趣旨が生かされていない。支出負担行

為許可はまた、債務負担行為（Autorisations de programme（AP））概念が廃止された

めに導入された概念でもある。 

 

2． 企業会計（Budget annexe） 

付属予算と直訳されることも多いが、意味としては財やサービスの供給を、対価を

伴って行う事業を別管理するための会計であり、企業会計以外の何物でもない。この

概念は地方自治体にも存在する。国にはこの他に、「特別会計」も存在する。 

 

3． プログラム実施予算（Budget opérationnel de programme：BOP） 

プログラム予算をさらに細分化し、地理的な単位等に割り当てるもので、その次元

で業績目標も設定され、しばしば裁量の余地を与えられた枠配分予算ともなっている。 

 

4． コーリュス（Chorus） 

2011 年から全面稼働を予定している、国の全省庁を包括する SAP ベースの包括的

情報システム（ERP）。LOLF がこの種の統一的情報システムを基盤に機能する予定

だったが、入札不調に終わり、現在まで既存システムを修正した弥縫策（Pallier 

2006）で切り抜けてきた。 

 

5． プログラム分析会計（Comptabilité d'analyse des coûts：CAC） 

年次業績報告書において情報開示されている、アクションに必要とされる関連コス

トを示す原価情報。フランスでは原価計算のことを「分析会計」（comptabilité 

analytique）と呼ぶため、意味合いとしては「プログラム原価計算」である。ただし現

実になしえていることは間接費を配賦して直接費に上乗せすることのみであり、業績

指標と関連付けて単位原価を出すことも行われておらず、まして現状では予算会計か

ら作られており、減価償却が考慮に入れられていない他、認識レベルでも発生主義と

は言えない。 

 

6． 出納計算書（Compte de gestion） 
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出納官の出納から報告書を作成したもので、その中には貸借対照表等も含まれてい

る。出納計算書を集計して政府資金統計が作られてきたし、また国全体を集計したも

のが「財務行政一般計算書」である。 

 

7． 財務行政一般計算書（Compte Général de l’Administration des Finances） 

出納計算書を国全体で集計したものであり、同時に月次等多様な次元で公表されて

きた政府資金統計の年次情報をも意味する。この財務行政一般計算書の中で「資産・

負債の要素」という付録のような形で損益計算書や貸借対照表が盛り込まれてきた。

このように、フランスでは LOLF 導入以前から、出納報告、政府資金統計の意味合い

で、財務諸表の基盤となるものは存在していたことに注目すべきである。 

 

8． 政府一般計算書（Compte général de l'État：CGE） 

LOLF によって規定された、会計決算及び経営報告法案に付される政府全体の財務

情報であり、貸借対照表、損益計算書、現金収支計算書、附属明細表からなる。 

 

9． 特別会計（Comptes spéciaux） 

伝統的には国庫特別会計（Comptes spéciaux du Trésor）と呼ばれてきた。収入支出の

特別充当の問題がある等で、一般会計とは別に管理することが妥当である諸勘定をこ

こに集めている。この他に企業会計（budgets annexes）がまた別にある。国庫特別勘

定は 4 つのカテゴリーに分かれ、特別充当勘定（comptes d’affectation spéciaux）、商業

勘定（comptes de commerce）、貨幣操作勘定（comptes d’opération monétaires）、政策

金融勘定（comptes des concours financiers）から構成される。 

 

10．財務統制（Contrôle financier） 

1922 年法により財務省職員である財務統制官を各省庁に配置し、支出負担行為段階

の予算執行に対する許認可権を一元的に管理するようにした制度。支出負担行為段階

の法的妥当性の審査が基本となるが、予算支出としての妥当性に踏み込んだ査証拒否、

否定的答申も行われてきた。LOLF により財務統制官は予算・会計統制官と改称され、

その役割も予算の持続可能性概念の下で各省庁や地方出先機関が十分な留保額を保持

しているかどうか、すなわち予算の凍結、予算調整制度に協力できているかをチェッ

クする役割を中心とするものに変わってきている。 

 

11．支払授権（年割額）（Crédits de paiement：CP） 

LOLF により予算が支出負担行為許可と支払授権の 2 つの次元で配当されるように

なった。CP の方は現金主義的概念であり、かつ予算の繰り越しは厳しく制限された単

年度主義概念である。同じ用語が、かつては債務負担行為に対する年割額に対して用
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いられていた（Autorisation de Programme／Crédit de Paiement：AP／CP）が、この AP

／CP の制度は LOLF により廃止されている。 

 

12．財政方針会議（Débat d’orientation des finances publiques：DOFP） 

予算方針会議（Débat d’orientation budgétaire）と称されていたが、最近改称。議会に

おける予算審議を活発化させるために 90 年代に導入され、LOLF によりさらに明確な

制度化を受けた（LOLF 第 48 条）。この議論には政府の提出する、国民経済の展望と

財政の方向性に関する報告（rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les 

orientations des finances publiques）が付され、また会計検査院の 2 つの決算報告の仮報

告も付されることになっており、前年度予算執行と財政の中期展望を踏まえて議会で

来年度予算審議に入る前の事前の議論を成す場となっている。 

 

13．プログラム外資金（Dotations） 

いくつかのミッションは他のミッションとは異なる性格を持ち、異なる取扱を受け

ている。それらミッションのプログラム相当の単位がプログラム外資金である。これ

に該当するのは、一つは議会経費等、公権力予算を統合する特別ミッションである。

もう一つは「予備費」（Provisions）ミッションである。例えばこれらに対して年次業

績計画書は策定されない。 

 

14．負担金（Fonds de concours） 

個人法人により国の公益事業に協力するために集められた負担金であるか、あるい

は寄付金を集めた予算項目。重要なのは特定収入の特定支出に対する充当が行われる

ものを総括した勘定である。入ってきた収入が予算に計上され、それと同額の支出が

自動的に歳出側に計上される仕組となっており、議会の統制を逃れている。ただし

LOLF により収入の見積もりに関しては予算法案に計上されるようになっている

（LOLF 第 17-II 条）。 

 

15．非対称流用制度（Fongibilité asymétrique） 

LOLF は枠配分予算だが、人件費を他の性質別経費に流用することは自由だが、他

の経費を人件費に流用することはできないという規定。 

 

16．議会における予算増額修正権の否定（Irrecevabilité financière） 

憲法第 40 条は議会の予算増額修正権を否定している。ただし LOLF 以降、同一ミ

ッションの中の異なるプログラムの間の配分に関しては議会に修正権が認められてい

る。 
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17．1 ユーロからの正当化（Justification au premier euro（JPE） des crédits） 

LOLF 以前の予算はあからさまに増分主義をとり、既定費（services votés）は一括議

決で済ませ、新規事業（mesures nouvelles）を細かく分けて議決していく体制であった。

議決対象が予算総額のおよそ 6％に限られるような状態を遺憾とし、LOLF は全予算

額を議決対象に含めることとした。そして既定費であるか否かに関わらず、ゼロベー

スからの予算の正当化を求めることとし、これを年次業績計画書の中に盛り込ませた

のが「1 ユーロからの正当化」手続である。予算計上の基礎となる物理的、人的デー

タを伴った見積もりの根拠付けであり、ある種の事業計画書となっている。 

 

18．社会保障予算法（Loi de financement de la sécurité sociale：LFSS） 

1996 年より、社会保障会計も議会の予算審議の対象とすることとしたもの。

LOLFSS（Loi Organique relative au Loi de Financement de la Séculité Sociale）ではさらに

これに対して、財務諸表作成、及び会計検査院の監査証明報告の規定も盛り込んでい

る。 

 

19．会計決算及び経営報告法（Loi de règlement des comptes et rapport de gestion） 

かつての決算法であるが、LOLF により年次業績報告書や会計検査院の 2 つの決算

報告（予算管理と結果に関する報告書、政府会計監査報告書）の添付が規定されてい

る。また決算法の内容も貸借対照表や資金計算書の認定等、議会が財務諸表の議決を

行うようになっている等、一定の変化がある。 

 

20．国の外郭団体（オペレーター）（Opérateurs de l’État） 

民法、公法組織の如何を問わず国とは区別された組織であり、国の公共サービスの

使命を付託された法人。非営利活動が大半を占め、国の直接支配下にある。これら組

織は「公共サービス負担のための補助金」を受給することができる。LOLF ではその

政策展開の中で国の外郭団体の関与が認められるが業績情報の中でなかなか開示が進

んでいない点が問題視されており、租税支出とともに、継続的な批判と改善のポイン

トとなっている。 

 

21．Palier 2006（Palier LOLF） 

LOLF 導入時に情報システムの改革がなされるはずだったが入札不調で実現できず、

既存の情報システムを手直しして LOLF が施行可能な体制にもっていったのが Palier 

2006 である。これはまさしく弥縫策（Palier）であって、実際には予算管理上の重要

な情報を表示しなかったり、多くの二重入力を要する等、LOLF 改革の最大の「汚

点」（point noir）と言われており、移行期管理の典型的失敗例と言ってよい。  
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22．各省雇用枠（Plafond d’autorisation d’emploi） 

LOLF は金額としての予算の総枠をはめる枠配分予算であるだけでなく、各省に対

して最大これだけの人数雇用してよいという各省雇用枠をはめている。 

 

23．複数年次予算（Programme pluriannuel de finances publiques） 

単年度主義の再強化の傾向も見られた LOLF であったが、2008 年 7 月 23 日の憲法

改正によって、複数年次予算の制定が認められるようになった。財政規律には中期財

政計画が適切との考えによるもので、2009 年から 2011 年にかけての 3 ヵ年予算が制

定されている。中身を見るとイギリスのスペンディング・レビューのような、隔年ロ

ーリングの 3 か年予算の制定が行われている。 

 

24．予算調整制度（Régulation budgétaire） 

予算調整制度は予算基本オルドナンス第 13 条における、「年度内に支出対象を失

った（sans objet）全ての支出は、財務省の了解の後、同省大臣アレテにより取り消し

うる」という規定の「支出対象を失った」という部分を政策的に解釈し、予算執行途

上での予算の凍結や取消を議会の議決を経ずして行ってきた慣行である。LOLF では

予算調整制度をより明確に正当化し、財務統制官が予算の持続可能性の観点から予算

の編成、執行の両面にわたり予算統制を行うことが規定されている。要は、各省や各

地方出先機関は予算編成時点から一定割合を凍結額として差し出さねばならない。ど

の経費から凍結が解除されていくか、どの部分が取消となるかは後から通知されてい

くことになる。 

 

25．公共政策総見直し（Révision générale des politiques publiques：RGPP） 

カナダ流のプログラムレビューに倣ったものであり、日本でいえば事業仕分けに相

当する。2007 年 7 月 10 日以来立ち上げられ、この制度を管理するのが「公共政策近

代化審議会」（Conseil de la modernisation des politiques publiques）である。その結果が

2008 年内の予算審議と、そして 2009-2011 年の 3 か年予算に盛り込まれた。しかし成

果については地方出先機関の大規模な統合は目立つものの、その他の点では顕著な成

果は出ていないとも言われている。 

 

26．誠実性（予算の／会計の）（Sincérité budgétaire／comptable） 

LOLF は予算の誠実性原則を第 32 条に、会計の誠実性原則を第 27 条に規定してお

り、両者は微妙に意味合いが異なる。会計の誠実性概念は会計原則中に「表現の忠実

性」（Representational Faithfulness）と言われているものに相当し、国際基準とは乖離

しない。他方で予算の誠実性も、国の財務情報に含まれた包括性、首尾一貫性、正確

性を意味するものだが、予測情報としての予算の限界の範囲にとどまる。なぜなら第
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32 条は「予算の誠実性は入手可能な情報と、そこから妥当な形で派生しうる予測の点

から評価される」と規定しているからである。 

 

27．予算の持続可能性（Soutenabilité budgétaire） 

2005 年 1 月 27 日デクレ no.2005-54 が新たに規定した財務統制官の統制基準である

予算の持続可能性とは、行政責任者の支出計画が、支出負担行為の能力と、通知され

た、ないし将来にわたって責任者に授権されうる支払の権利とに適合することを意味

する。それは結局様々な義務的経費や、収入の不確実性を考慮に入れた上で、したが

って一定額の予算留保（予算凍結）の義務を考慮に入れた上で、支出負担行為に及ぶ

ことが本当にできるのかどうかを審査することを意味する。 

 

28．部（タイトル）（Titre）  

LOLF はプログラム予算であるから目的別の予算分類を基本とするが、性質別の予

算分類も存在する。細かい単位は款（chapitres）以下の単位が構成されているが、そ

れらを大くくりにしたものが 7 つにまとめられており、これが部（タイトル）に相当

する。①権力機関組織費（上下院、大統領府等目標を付されない経費）、②人件費、

③経常支出、④公債費、⑤投資支出、⑥移転支出、⑦金融関連支出からなる。ただし

②人件費から他の部に流用することはできても、他の部から②人件費に流用すること

はできない（非対称流用制度）。 

 

 

4．加藤委員 
1． 全般的合致の宣言（déclaration général de conformité） 

2006 年度まで財務書類の決算検査報告書の代用として会計検査院によって実施され

てきたが、LOLF の改革による財務書類の監査証明の導入により、現在は実施されて

いない。その使命は、支払命令者である各省庁が作成した財務書類と出納官の作成し

た財務書類が一致し、各出納官の作成した個別の財務書類と財務省財政局の作成の財

務書類とが一致することを確認することにある。 

 

2． 財務書類の監査証明（certification） 

会計検査院による国の財務書類の決算検査を指す。2001 年の LOLF では、わざわざ

英語の監査証明に該当する certification という単語を用いて、国の財務書類の決算検査

を「監査証明」と表現した。民間企業の財務諸表に対する保証型の監査が念頭にある。 

 

3． 期首貸借対照表不可侵の原則（principe d’intangibilité du bilan d’ouverture） 

損益計算書における期間分離の原則に対応した貸借対照表の作成の原則である。前
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期の期末の貸借対照表と当期の期首の貸借対照表の数字が一致しなければならないこ

とを示す。ただし誤謬の修正等による数字の変更は例外として許容される。 

 

4． 良質の情報の原則（principe de bonne informetion） 

フランスにおける国の会計基準の基本原則の 1 つにあげられているものである。良

質の情報の原則における良質の情報とは、理解可能性・検証可能性・信頼性を示す。

財務書類における開示方法の基準として重要であり、財務書類の注記が要求される場

合を判定する基準としても重視される。 

 

5． 相殺禁止の原則（principe de non contraction） 

会計において純額的な開示より総額的な開示を求める原則である。例えば純収入に

おいて、単に純収入のみを開示するのではなく、総収入とそれにかかった経費の両方

を表示し、その差額として純収入を示すことがそれに当たる。 

 

6． リスク・アプローチ 

民間企業の財務諸表監査の基本的な実施手法である。各勘定科目に内在する固有リ

スクと内部統制の整備状況から重要な虚偽表示のリスクを見積もる。しかし最終的に

は内部統制の運用状況も勘案して重要な虚偽表示のリスクを再評価し、実際に検査を

行う範囲を決定する。人的・時間的に限られた検査資源を効率的に配分し、リスクの

高い分野に重点的に分配することを目指す。 

 

7． 確認（circulation） 

民間企業の財務諸表監査ではもっとも重要な実施手続の 1 つである。各種の債権等

について、その取引相手に文書で連絡しその実在性を調査することである。直接の検

査対象でない第三者から証拠が得られるため、その証拠能力は非常に高い。 

 

8． 調整費用と調整負債（charge d’intervention et passif d’intervention） 

経済や社会機能の調整のために国が負担する助成金であり、通常収益の移転の形を

とる。移転先は地方公共機関を含めた地方自治体が主なものであるが、外国機関を含

めた国際機関や社会保険等の公益団体及び協会・基金・宗教団体を含めた非営利団体

等もその対象になる。 
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