
第３章

わが国における財務諸表の形成過程

１．はじめに

本章は，わが国における財務諸表制度の形成過程において，『銀行簿記精

法』の書体二に挙げられている香港上海銀行の財務諸表と，第一国立銀行の第

一回決算の財務諸表との関連性，そこから浮かび上がる第一国立銀行に関する

諸規則の特殊性を明らかにすることを目的とする。

１８７３（明治六）年１２月に刊行された『銀行簿記精法』に唯一載せられている

財務諸表が香港上海銀行の財務諸表（図表３－１）である。この財務諸表はその

原本も発見されている（図表５）。

しかし，この香港上海銀行の財務諸表と同年１２月３１日決算として翌１８７４（明

治七）年１月１１日と日付の入っている「第一国立銀行半期実際考課状」におさ

められている財務諸表のうち第二書式「半期実際報告」（図表３－２）及び第五

書式（甲）「半期利益割合報告」（図表３－３）を並べてみてみると，同じ大陸式

の財務諸表ではありながら，その体裁には大きな隔たりがあり，さらに第一書

式第一號「本店毎月実際報告」（図表３－４）から第一書式第五號まではイギリ

ス式の財務表となっている。

本稿は，その体裁の隔たりについての従来の認識に対する再検討の必要性を

前提としている。つまり，この体裁の隔たり，形式の混在は，いかなる理由・

経緯によるものなのかを明らかにしたいのである。

そのため，本稿では，まずは『銀行簿記精法』における香港上海銀行の財務

諸表自体に関する先行業績を確認する。このテーマは過去に大きな議論となっ

た。しかる後，先行業績においてこぼれおちた問題点を提起する。

次に，第一国立銀行の第１回決算公告へかけての経緯を検討する。香港上海

銀行の財務諸表と第一回考課状との関係に加え，「国立銀行定期報告差出方規

則」との関係をあつかう。これらをつぶさに確認，検討することで，問題の解

決を図る。
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図表３－１ 『銀行簿記精法』に掲載された香港上海銀行の財務諸表

（出所 日本銀行調査局１［１９５６］７２５頁）
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図表３－２ 第一国立銀行半季実際報告

（出所，日本銀行調査局［１９５７］附録１６－１７頁）
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図表３－３ 第一国立銀行半季利益割合報告

（出所，日本銀行調査局［１９５７］附録２６－２７頁）
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図表３－４ 第一国立銀行本店毎月実際報告

（出所，日本銀行調査局［１９５７］附録８－９頁）
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ところで，ここに特に記しておかねばならないこととして，『銀行簿記精

法』の書体第二に香港上海銀行の財務諸表が存在するとして論を進めてきた

が，『銀行簿記精法』には二つの「書体第二」が存在するということである。

実際に『銀行簿記精法』にあたると，上述した財務諸表は，巻之一の八丁と

九丁の間に差し込まれており，書体第二と記されている。

ところが，書体第二はもう一か所，株主総会議事録にあたる定会要件録の実例

として書体第二が存在する。この定会要件録は同じ巻之一の五丁から九丁にか

けて配置されている。つまり，定会要件録の実例として掲載されている書体第

二の中に，再び書体第二として香港上海銀行の財務諸表が例示されているので

ある。

簿記・会計史の学問領域においては，専ら『銀行簿記精法』唯一の財務諸表

として，「香港上海銀行の財務諸表」の方に関心が注がれてきた。しかし書籍

の構造，構成を考えれば，この「香港上海銀行の財務諸表」は後から『銀行簿

記精法』に差し込まれたと考えられるのであるが，定会要件録は見過ごされ，

もしくは軽視されてきた。本来の書体第二ではあるが，なぜ定会要件録は軽視

されてきたのだろうか？

このことについては後述するが，とりあえず議論の進行上，香港上海銀行の

財務諸表自体についての先行業績をサーヴェイしていく。

検討にあたっては，研究の進展を明らかにするため，時系列で片野一郎，久

野秀男，高寺貞男，西川孝治郎の４研究者による業績をとりあげ，香港上海銀

行の財務諸表自体に関する議論を整理してみる。

２．『銀行簿記精法』財務諸表自体に関する先行研究の検討

まずは片野一郎［１９５６］から。片野一郎［１９５６］はこの，財務諸表にある

「損益勘定書」は内容からいって「利益処分計算書」であるということ，損益

計算書が含まれていないことについては「当時の外国銀行の慣行がその通りで

あったのか，それとも，「精法」中にシャンドが紹介したものが当時の香港上

海銀行の実際報告書であるために「精法」編纂者が故意に損益計算書を削除し

たものであるのか，「精法」の資料だけではいずれとも判断しがたい」（２２頁）

としている。

片野一郎［１９５６］から１０年以上の歳月を経て，久野秀男［１９６８］が出版され

る。久野秀男［１９６８］は片野一郎［１９５６］の業績を踏まえ，上述の片野一郎の

提示した課題に対し，イギリスにおける銀行の財務諸表の事例研究を行い，そ

の結果として以下の結論を得る。
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「『精法』に例示された香港上海銀行の決算書について付言すると，『精法』

での『身代及ヒ負債ノ抜書』（貸借対照表）の様式では，一般の英国系会社（英本

国やオーストラリア等）で伝統的に採用されている『英国式』によらず，『一般

式』（大陸式）によって，資産を借方側に，負債・資本を貸方側に記載している

事実を注目したい。英国系銀行である同行が，とくに英国式を用いなかったと

いうことは，まずありえないことであるから，これは，『精法』の編纂者が独

自の見解に基づいて，一般式に改めて同書に収録したものとみてよいであろ

う」（２１９頁）とする。

高寺貞男［１９７１］は，『銀行簿記精法』が大陸式の財務諸表を掲載したのは

「銀行ノ経常取引記入に重点をおいた『銀行簿記精法』では，イギリス式に閉

鎖残高勘定を反対配列したバランス・シートを紹介すると，簿記上の「借方・

貸方」とバランス・シート上の「借方・貸方」の意味が逆となって，かえって

わかりにくいので，バランス・シートを「差引残高勘定表」とみて，残高勘定

の貸借をそのまま「転記シタ一覧表」を紹介したのではないかと考えられる」

（５１４頁）とする。

西川孝治郎氏は『銀行簿記精法』に関する業績が数多く，その中でこの財務

諸表に関する評価が途中，変化している。実証研究をしてきた中で，新たな資

料を入手し得たためである。つまりは香港上海銀行の財務諸表の原本のコピー

の入手である。

この資料を入手する前の，西川孝治郎［１９６７］では当該財務諸表を掲載した

理由として「この書（『銀行簿記精法』―筆者）には単に株主総会関係書類の例示

として，この表（財務諸表―筆者）を採ったに過ぎず，様式について深い意味は

ないものと思う」（西川孝治郎［１９６７］５頁）としていたが，西川孝治郎［１９７７］

は『銀行簿記精法』の財務諸表の原本のコピー（図表３－５）を１９７５年に入手

し，即座にそれを報告，検討している。

この原本の入手により，前述の片野一郎［１９５６］の「当時の外国銀行の慣行

がその通りであったのか，それとも，「精法」中にシャンドが紹介したものが

当時の香港上海銀行の実際報告書であるために「精法」編纂者が故意に損益計

算書を削除したものであるのか，「精法」の資料だけではいずれとも判断しが

たい」（２２頁）という言及や，久野秀男［１９６８］の「『精法』の編纂者が独自の

見解に基づいて，一般式に改めて同書に収録したものとみてよいであろう」

（２１９頁）という推論は否定されることとなる。

西川孝治郎［１９７７］はさらに一つの問題を提起する。つまり何故大陸式貸借

対照表を採用する香港上海銀行報告書を『銀行簿記精法』の書体第二として掲

載したのかという問いである。
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図表３－５ 『銀行簿記精法』の財務諸表の原本のコピー（一部）

（出所 西川孝治郎（１９７９）１４－１５頁）
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そして，その答えとして西川孝治郎［１９７７］は自ら「同書（『銀行簿記精法』―

筆者）の「凡例」には米人， C.C.Marshの貸借仕訳の原則を説明しているの

で，すぐその次の本文の初めに，それと反対の借方 負債・資本，貸方 資産

の例示が好ましくなかったと推定することは不当ではない。いやこれが必要に

して十分なる理由ではあるまいか」（９５７頁）とするのである。

３．『銀行簿記精法』における大陸式財務諸表採用の理由

この問題に関する知見はないかと先行業績をさらってみたが，一応，西川孝

治郎［１９７７］による原本の紹介・検討により，決着を見た形となっており，そ

の後の検討はなされていない２。

先にふれたように，西川孝治郎［１９７７］は，書体第二の『銀行簿記精法』に

おける構成の中での意味付けを検討しているが，これは『銀行簿記精法』に関

する先行業績の中で，唯一といってよい。しかし，それまでの議論が発展せ

ず，何一つ反論や疑問が出てこないのはなぜなのだろう。

「凡例」に合わせるために財務諸表の様式を変えてしまった，という西川孝

治郎［１９７７］の意見に対して，筆者は疑問を持つのである。それまでの西川孝

治郎自身による『銀行簿記精法』成立過程の説明との順序が逆であるからだ。

『銀行簿記精法』の「凡例」は，これまで『銀行諸帳面取扱手続書』をもと

に，『銀行簿記精法』となる過程で日本人削補者により手掛けられたとされて

いるが，西川孝治郎［１９７７］の説明では「凡例」が先にできて書体第二が後と

いう順番になってしまう。はたして「凡例」のために本体の内容が左右される

ということがありうるのか？筆者には不自然に思える。

そもそも稿本とされる『銀行諸帳面取扱手続書』上之巻の第６丁には「定式

集会ニテ用フル報告書ノ書体ハ頃日香港ニ於テ発シタル報告書ノ写一枚（書体

第二）ヲ以テ貴覧ニ供フ」（シャンド［１９８１］上之巻第６丁）とあり，刊本である

『銀行簿記精法』巻之一五～六丁においても「定式集会ニテ用フル報告書ノ書

体ハ頃日香港ニ於テ発行シタル報告書ノ写一枚（書体第二）ヲ以テ貴覧ニ供ス」

（シャンド［１９７９］巻之一第十五～十六丁）と，僅かな字句の違いはあるものの，同

意の文章がそのまま載せられている。先行業績において，この二つの文章のつ

ながりについての検討は全くなされてこなかった。しかし，その意味するとこ

ろは重要である。

つまり，『銀行諸帳面取扱手続書』におけるこの文面から，同書の執筆段階

で香港上海銀行の書類が既に用意されており，掲載されることが予定されてい

たとみるほうが妥当である。そして，当初の予定通り，香港上海銀行の財務諸
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表は『銀行簿記精法』に載せられたと判断して間違いないだろう。

すると問題は，何故『銀行諸帳面取扱手続書』段階から一般式（大陸式）の

報告様式を採る香港上海銀行なのかということになる。編纂者が様式を改めた

とか，凡例からの流れが悪いといった理由ではなく，当初より香港上海銀行の

報告様式を記載する予定だったとすれば，従来考えられてきた『銀行簿記精

法』の成り立ちは変わる。

イギリス人であり，イギリス資本の銀行の横浜支店幹部であったアラン・シ

ャンドが，明治政府の御雇外国人として銀行簿記書の執筆にあたり，イギリス

資本の香港上海銀行の財務諸表を取り採り上げたのは，実は，当初より一般式

（大陸式）の財務諸表を導入する目的であったということである。

シャンドの出身銀行であるチャータード・マーカンタイル・バンク・オブ・

インディア，ロンドン・アンド・チャイナ（ Chartered Mercantile Bank of India, London

& China）３でもなく，西川孝治郎氏が『銀行簿記精法』の直接資料とするギルバ

ート銀行書に掲載されているロンドン・アンド・ウェストミンスター・バンク

（ London and Westminster Bank）でもなく，シャンドの雇入れにおいて，シャンド

を推薦したロバートソン（ロベルトソン John Robertson）やカーギル（カーゲル

William W. Cargill）４が横浜支店において支店長，監査役をしていたオリエンタル

・バンク（ Oriental Bank Corporation）でもなかった理由はここにある。

第一国立銀行はアメリカにおけるナショナル・バンクの制度移入を目的とし

て設立された。第一国立銀行における事務手続きの教科書の編纂を命じられた

シャンドにとってみれば，国籍も出身組織も関係なかったというべきである。

例示するモデルがイギリス資本であった香港上海銀行の財務諸表であったとい

うのは，イギリス系の銀行であったからではなく，一般式（大陸式）の財務諸

表を採用する銀行であったから，と理解すべきである。

マルシュ銀行簿記書およびダフ簿記書（２０版）が，『銀行簿記精法』本体部分

の構成と強い類似性を持つとするとして，筆者はアメリカ銀行簿記書資料説５

をとる。その立場からすると，この香港上海銀行の一般式（大陸式）の財務諸

表が『銀行簿記精法』の執筆当初から採用される予定であったことは，しごく

道理としてとらえられる。

シャンドは，日本における銀行簿記の教科書となる『銀行簿記精法』の執筆

にあたり，アメリカの銀行簿記書を参考にしながら，株主に対する決算報告の

ための書式として書体第二を配置し，そこに香港上海銀行の決算報告書を用意

したのである。

しかし，筆者はここで一つの問題を指摘しておきたい。つまり，図表３－５

と３－１を見比べれば，明らかに図表３－１は図表３－５を翻訳したうえで，
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わざわざ縦書きに直し，漢数字の使用している。ところが前述したように，実

際の第一回の「第一国立銀行半期実際考課状」に記載された財務諸表は，図表

３－２，３－３にみられるよう，横書き，アラビア数字の使用と，再び大きく

体裁を変えている。となると，わざわざシャンドが『銀行簿記精法』に書体第

二（図表３－１）として差し込んだ理由は何なのだろう。

この問題に対し，久野秀男［１９８７］は「この香港上海銀行の財務表が，あく

まで参考（資料）にすぎず，『精法』で解説した本篇の記帳とは，何の脈絡もな

い」（３４４頁）とまで切り捨てる。他の先行業績さらってみても，この問題は放

置されたままの状態である。

しかし，１８７２（明治六）年７月に開業した第一国立銀行が，初めての決算を

控える１２月に刊行された『銀行簿記精法』に，書体第二としてわざわざ記して

載せた財務諸表には，「脈絡はない」にしろ，何かしらの意味があると筆者は

考える。

シャンドは，無理やり書体第二を配置したわけではない。株主総会にあたる

定式集会の要件録として必要な書式を紹介し，更に香港上海銀行では一綴りの

書類６の一部として財務諸表を入れたにすぎないのである。銀行簿記の教科書

の構成として，流れはごく自然である。ただ，この書類の形式は第一国立銀行

において採用されなかった。何故か？

シャンドが想定していたナショナル・バンクを範とする銀行の有りようと，

実際の第一国立銀行には大きな隔たりがあったのである。そのため，シャンド

が用意した書体第二は，第一国立銀行の決算諸表作成にあたり，参考にされる

ことはなかったのである。そのあたりの詳細については後述しよう。

４．第一国立銀行半期実際考課状に至る経緯に関する先行研究の検討

直接問題の解決に臨む前に，まずは第一回の「第一国立銀行半期実際考課

状」に至る経緯の先行研究について検討していきたい。

先ずは起点となる『銀行簿記精法』において決算手続に関する記述がないこ

とに対する認識から検討してみよう。

西川孝治郎［１９７４，１９７９］はいかに認識していたかというと，『銀行簿記精

法』に決算手続の説明がないことを認識しており，その点を同書の欠陥とする

批判が早くからあったことに対し，「この書はわが国発券制度・銀行制度創建

の初めに当たり，紙幣寮が銀行業務指導の一環―その中に世界でも早い（１８７３

年）統一簿記制度がある―として編集したもので，他の諸施策として行われた

ことを注意しなければならない」（西川孝治郎［１９７４］２４７－２４８頁）とする。
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また，図（図表３－６）を示し「改正の便否を考えればその理由はおのずから

明らかである」（西川孝治郎［１９７９］６頁）とその根拠を示す。この認識に対する

直接的な反対意見は無い。しかし，「改正の便否を考えれば」とは，改正を当

初より考えての一連の諸施策ということを意味し，都合のよい後付けの理由で

あり，説得力に乏しい感が否めない。

片野一郎［１９５６］は，香港上海銀行の財務諸表を「帳簿記録からいかにして

作成するかその方法については精法のどこにものべていない」（２２頁）としなが

ら，どのようにして第１回の決算を行ったかということに関しては，明治「６

（１８７３―筆者）年１２月大蔵省は『国立銀行報告差出方規則（国立銀行定期報告差出方

規則―筆者）』を編制している。しかし，この明治６年１２月の『規則』には諸報

告書の様式については定めなかったようである」（片野一郎［１９５６］１２０頁）と国立

銀行報告差出方規則の存在を指摘するものの，具体的な手立ての確認は片野一

郎もできていない。

この国立銀行報告差出方規則については後述するが，片野一郎［１９５６］はさ

らに「明治６年１２月大蔵省編制の『国立銀行報告差出方規則』の内容を正確に

知るべき資料は，遺憾ながら入手し得ない」（１２０頁）ため，いかにして財務諸

表ができたかという点については「この明治６（１８７３―筆者）年１２月大蔵省が編

製した『国立銀行報告差出方規則』が，時を同じうして刊行された『銀行簿記

精法』の中の財務諸表を基準にしているであろう，という想定は後世誰しもも

ち易いところである」（１２１頁）としている。

図表３－６ 西川孝治郎［１９７４］における統一簿記制度と銀行簿記精法との認識

日 本 人 編

日 本 人 編

銀 行 学 局

日本人実施

シャンド編

シャンド編

簿記一般説明

銀 行 簿 記 精 法

銀　行　雑　誌

銀 行 簿 記 例 題

銀行簿記例題解式

国立銀行定期報告差出方規則

国立銀行決算手続

国立銀行検査

国立銀行諸帳面取扱手続書

国立銀行事務取扱方

国
立
銀
行
条
例

シ
ャ
ン
ド
指
導

紙
　
　
幣
　
　
寮

（出所 西川孝治郎［１９７４］２４８頁）
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つまり，国立銀行報告差出方規則の存在は明らかでありながら，具体的な財

務諸表の作成過程は全く明らかになっていない。さらに，この国立銀行報告差

出方規則によって作成された財務諸表と『銀行簿記精法』の香港上海銀行の財

務諸表の間には無視し得ない大きな構造上の相違が存在する。話しの筋が途中

から消えてしまい，結論が見えてこないのである。

ただ，その構造上の相違は，具現化される場所の違いとして認識される。つ

まり，「『精法』系の財務諸表は新聞紙上公告の場合に，『規則』系の財務諸表

は大蔵省提出の場合及び株主考課状記載の場合に用いていた」（片野一郎

［１９５６］１２１頁）ようである。

さらに片野一郎［１９６８］は，『銀行簿記精法』と第一国立銀行の第一回決算

報告書との関係について，「明治６（１８７２―筆者）年１２月に刊行された銀行簿記

精法の『身代及ヒ負債ノ抜書』は利益処分前貸借対照表であるのに対して，同

じ時点に会計実践において作られたのは利益処分済貸借対照表であったのであ

る。ともに英人アラン・シャンドの教導のもとに作成された財務報告書であり

ながら，『銀行簿記精法』に紹介されたのは利益処分前貸借対照表であったと

いう事実は，そのことのよってきたった事情のせんさくはここでは措くことに

するが，私（片野一郎―筆者）のこれまでの研究の結果からいえば，今日すでに

百年に近い歴史をもつ日本の財務諸表制度のうちにひそむ構造的欠陥を生成せ

しめた根本因子であるように思われる。」（４５頁）との知見を示すものの，その

原因・経緯についての言及はない。

後に片野一郎［１９７３］は，『銀行簿記精法』との関連から離れ，第一国立銀

行の第一回決算諸表における問題点を指摘する。

つまり，当時の第一勧業銀行（現みずほ銀行）本店に保蔵されている原表より

第一国立銀行の第一回決算諸表のうち国立銀行報告差出方規則で第五書式とし

て規定されている「第一国立銀行半期利益割合報告」を２種類，甲式と乙式を

採りあげるのである。甲式は株主報告用で，乙式は大蔵省への提出用であると

したうえで，「重要なことは，乙式では「前半期繰越」科目が冒頭に印刷され

ていて，「損益及び利益処分混合計算書」であるのに対し，甲式は，「結合計算

書」様式である点である。日本最初の会計報告書に現れたこの違いは近代会計

制度展開の歴史上非常に重要な意義を持っている」（５５頁）と指摘する。

しかしながら，ここでも甲式と乙式の相違点について，その原因・経緯の検

討はなされていない。

最後に，久野秀男［１９８７］の所論を検討していく。

周知の如く，この狭い領域における研究において久野秀男の右に出るものは

ないといえるほど，その研究業績は著しく，またその数も多い。
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しかし，前述の如く，久野秀男は「この香港上海銀行の財務表が，あくまで

参考（資料）にすぎず，『精法』で解説した本篇の記帳とは，何の脈絡もない」

（３４４頁）とし，さらに，その『銀行簿記精法』は「「会計記録」のマニュアル

であり，「国立銀行報告差出方規則」は「会計報告」のマニュアル」なのであ

る。これらがふたつで一組というわけである」（久野秀男［１９８７］２頁）とする。

この認識に立てば，香港上海銀行の財務諸表は単なる参考資料となってしま

う。つまり，筆者とは正反対の評価となる。

そのため，まずは久野秀男がそう認識するにいたった過程をできるだけ丁寧

に辿り，しかる後に久野秀男の認識が抱える問題点を指摘したい。

久野秀男［１９８７］は上述のことをいうために「『精法』（『銀行簿記精法』―筆

者）を再読し再検討すること」（３２９頁）からはじめる。

『銀行簿記精法』の「凡例」について，「但簿記法ニ於ハ日締帳日記帳抔云

フ他ノ簿冊アリテ初メ先ツ此等ノ簿冊ニ記シ追テ元帳ニ転記スル事ナリコハ本

篇ヲ観テ知ルベシ」（シャンド［１９７９］巻之凡例二丁）という記述を採りあげ，「簿

記の一般を論じ，簿記上の貸借の本義を擬人説で解説し，銀行取引を事例とし

て論じあるいは業務にかかわる諸証書類の解説をしているが，これだけでは，

本篇の銀行簿記の諸課題とは何の脈絡もないことになる。率直にいえば，この

「凡例」はあってもなくても，別にどうという事はない」（３３１頁）とする。

次いで，久野秀男は『銀行簿記精法』の書体第二を検討する。そこでは定會
要件録としての書体第二を採りあげている。つまり「定式集会ニテ用フル報告

書ノ書体ハ頃日香港ニ於テ発行シタル報告書ノ冩一枚（書体第二）ヲ以テ貴覧ニ

供ス」（シャンド［１９７９］巻之一一－二丁）という記載を「決算財務諸表の様

式（書体）については，先頃，香港で実際に発行したものの写しを，参考のた

めにおめにかけようというのである。勿論，ここで決算を論じ，あるいは財

務諸表そのものを解説しようとする意図はまったくない。あくまで参考のため

である」（３３２頁）と理解する。

その結果，前述の「何の脈絡もない」という言及に至るわけであるが，久野

秀男［１９８７］はさらにその「脈絡がない」という根拠，つまり『銀行簿記精

法』に決算手続が全く述べられていない理由を検討する。

久野秀男［１９８７］は，その根拠を１８７３（明治六）年１２月２４日に令達された

「国立銀行定期報告差出方規則」に求める。この「国立銀行定期報告差出方規

則」の内容と，久野秀男［１９８７］の認識については後述する。

しかし，この「国立銀行定期報告差出方規則」の存在により，『銀行簿記精

法』の中に，「参考のために例示された「香港上海銀行ノ負債及ヒ負債ノ抜

書」および「香港上海銀行損益勘定書」はともに，大蔵省「法定雛形」系統の
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国立銀行の財務諸表の体系，構造，様式および用語等にまったく何の影響もも

たず，金輪際，何のかかわりもなかったのである」（３３５頁）と言い切るのであ

る。

５．第一国立銀行第１回決算公告までの経緯の確認と検討

（１） 開業までの経緯

繰り返しとなるが，筆者とは一見正反対となる認識である。この認識の大き

な隔たりの原因を探るべく，銀行創立願から国立銀行条例，さらには片野一郎

［１９５６］，久野秀男［１９８７］において言及された国立銀行定期報告差出方規則

を含め，第一国立銀行の第１回決算までの経緯を主に会計に関連する点を中心

に確認していく。

まずは『明治財政史』第１３巻より国立銀行条例領布までの経緯を要約する

と，以下のとおりとなる。

１８６７（明治元）年に新政府は歳入の不足に直面し，太政官札を中心に大量の

不換紙幣を発行した。それにも関わらず，その発行紙幣の信用の低さにより，

発行紙幣の流通は滞り，紙幣価値の下落をみた。政府は時価通用の禁止などの

対応をとるものの，１８７０（明治三）年，当時の大蔵少輔伊藤博文は，自らが渡

米し，アメリカの財政・紙幣制度の視察・研究をする建白をし，それが認めら

れて渡米する。渡米した伊藤は在米中に，「ナショナル・バンク」制度に倣っ

て紙幣発行会社の設立を建議する。

伊藤は翌１８７１（明治四）年帰国するが，政府内ではアメリカ「ナショナル・

バンク」制度を採用するかイギリス「ゴールド・バンク」制度の採用かの激し

い議論がなされ，その結果「ナショナル・バンク」制度が採用される。これを

受け，大蔵省内には銀行条例編纂係が設けられ，紙幣頭渋沢栄一，紙幣寮権頭

芳川顕正等が配置され，国立銀行条例及び同成規が編纂された。（明治財政史編

纂会［１９７２］１６－２９頁）

１８７２（明治五）年１２月［１１月（陰暦）］１５日，国立銀行条例は発布された。

この国立銀行条例は２８条１６１節からなるもので，決算諸表に関係するのは第

十二條・十三條・十七條・二十四條である。以下，概略を記す。

第十二條は銀行から提出する報告書及び計算書類の手続きに関するもので，

五つの節からなっている。

第一節には「一ヶ年四度以上」，「報告書計表等ヲ紙幣頭ニ差出ス可シ」とさ

れ，頻繁に報告書提出が求められている。ただ，その書式は「紙幣頭ノ指揮ニ
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従ヒ」となっており，国立銀行条例が発布された段階ではまだその書式は固ま

っていなかったことがうかがえる。また「報告書計表ノ類ハ銀行ヨリ新聞紙又

ハ其他ノ手続ヲ以テ世上ニ公告スヘシ」とされ，その報告書及び計算書類は銀

行より公告しなければならないとしている。この段階で「世上」に株主も含ま

れるのであろうが，株主総会に対する報告義務は明らかにされてはいない。第

二節には「銀行ハ其株主等ノ姓名株高ノ内訳宿所等ヲ明細ニ記シタル表」の作

成が求められている。第三節には「発行紙幣ノ高残紙幣ノ現高準備金ノ現高預

リ金ノ高及ヒ其用意積立高別段積立ノ高貸付金ノ総高及為替立替假預リ等ノ差

引マテ毎日ノ帳面差引ヲ明瞭ニシ簡明ナル一覧表」の作成が求められ，この一

覧表は「紙幣頭ノ命ニヨリ時々之ヲ紙幣寮ニ差出ス可シ」とされ，株主も閲

覧，確認できることとなっている（第四節）。さらに，紙幣頭は「臨時報告ヲ銀

行ニ命スルコト」が可能で（第五節），この報告を怠った場合には罰則規定もあ

る（第六節）。

第十三条では「銀行利益金分割ノ手続」に関するもので，七つの節から構成

されている。ここでは純益の処分に関する第四節までを確認しておく。

第一節においては「毎年両度宛銀行ノ総勘定ヲナシ其純益ヲ正算シ株高ニ応

シテ公平ニ之ヲ分割ス可シ」と１年に２度の決算を求め，純益は株数に応じて

分配することが規定されている。ただその利益処分に先立ち，「利益ノ正算ヲ

株主一同ヘ通知シ且新聞紙ニテ世上ニ公告スヘシ」と求めている（第二節）。ま

たその「公告セシ日ヨリ十日内ニテ未タ株主ヘ分割ヲ為サゝル前ニ其計算ヲ明

瞭ニシテ」紙幣頭へ提出を求めている（第三節）。ここから少しずつ様子が変わ

る。というのも，国立銀行条例は次節において「利益金ノ内少クトモ十分ノ一

以上ノ高ヲ除キ置テ元金ノ二割ニ至ルマテ銀行ノ別段積金トシ臨時ノ費用ニ供

ス」ことを求めるのである（第四節）。となると利益処分にあたっては，資本金

の２割に達するまでは，最初に利益の十分の一以上を留保しなければならず，

残りが配当原資となるというもので，しかも配当する前に紙幣頭へ報告しなけ

ればならないということである。

第十七條は「銀行ノ事務実際検査」に関する手続規定である。四つの節から

なり，まず国立銀行の営業の状況をきちんと把握するため，紙幣頭は「定例又

ハ臨時ノ検査役」の派遣を義務付けられている（第一節）。その検査役は本支店

とも営業時間であれば帳簿の閲覧が可能で（第二節），検査内容，所見を書面で

「紙幣頭ニ報告」することを求められている（第三節）。一方，銀行はこの検査

役以外には，例外はあるものの，検査を受ける必要はないとしている（第四

節）。

第二十四條は「銀行簿記計表報告書等書例」に関する規定で正確に記載し，
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厳重に保管すること（第一節），書式は銀行成規にしたがうことを求めている

（第二節）。

また，国立銀行条例に合わせてその施行細則として国立銀行成規が定められ

ているが，この中で「国立銀行報告ノ事」「用紙ノ事」「銀行諸簿冊ノ事」は決

算に関連するものである。

「国立銀行報告ノ事」においては１１の報告書を紙幣頭へ提出することを求

め，その報告雛形および文例は「紙幣頭ノ定メタル體裁ニ從フ」ことを求めて

いるが具体的な体裁はこの時点では出来ていない。１１の報告書は以下のとお

り。

漓 銀行実際報告（「商業ノ模様ニ付其実際ヲ記シ」たもの）

滷 銀行実際別段報告（「実際ニ付尚明細ノ情実ヲ知ルコトヲ緊要ナリ」となったとき

に提出させる書類）

澆 銀行利益金割合（「當年ノ利益金ハ元金一株ニ付何圓何銭ノ利益ナリト云フ割合」

及び「銀行積立金高ヲ分配シ全ク株高ヘ分割スヘキ高」を計算したもので，「株主一同ヘ

公告ヲナシタル日ヨリ十日ノ内」に紙幣頭への提出を求めている。）

潺 銀行実際報告刊行見本

潸 株主姓名表

澁 頭取ゝ締役誓詞（頭取，取締役は選任されるたびに誓詞を記し，それを提出させる

もの）

澀 銀行役人上任報告（頭取，支配人等の選挙の結果報告書）

潯 銀行元金増減申立（資本金の増減については，紙幣頭の承認を得てから実施する

のであるが，その申立書）

潛 銀行鎖業並ニ分散ニ付株主等見込申立（銀行を閉鎖もしくは解散する前に提出

する申立書）

濳 鎖店或ハ分散申立刊行見本

潭 発行紙幣平均高並ニ準備金預リ金平均高申立（但一ヶ年半ヶ年平均）（７月

１０日，１２月１０日までに提出すること，また日々の出納計算書は紙幣頭の指示に従うこと

が求められている）

「用紙ノ事」においては，国立銀行が提出する銀行定款，創立証書，取締役

誓詞，実際報告等といった書類の紙幅や体裁などすべて規格が統一されている

ことが必要とされ，これらの用紙については紙幣寮にて印刷したので，銀行創

立時にはこれらの用紙を紙幣寮より受取り使用することとされている）

「銀行簿冊ノ事」においては，銀行の帳簿類は紙幣寮で定めた書式に従って

一定の手続きを踏んで記載し，出納合計，差引等の正確な勘定すること，加え

て，この帳簿類は紙幣寮より受取り，使用することとされている。
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第一国立銀行は，この国立銀行条例を根拠として，翌１８７３（明治六）年に６

月１１日に創立総会が開催され，総会では取締役が選任され，総監役を設けるこ

とのほかに，第一国立銀行申合規則，同規則増補が認められた。

その結果，国立銀行条例ではその役職が規定されていない総監役に渋沢栄一

が就く。

また，銀行申合規則には，その株譲渡について，「當銀行ノ株ハ頭取取締役

ノ許可ヲ得サレハ之ヲ他人ニ譲渡可ラス」（第十六条）といった制限が盛り込ま

れている。

申合規則増補には，簿記会計に関しては「銀行諸帳面竝勘定方法諸計表式ノ

類ハ当分従来ノ手続ヲ以テスト云ヘトモ追テ本法ノ洋式習熟ノ上之ヲ改正スヘ

シ」（第三十八条）と，この時点における洋式簿記法が十分に普及していないこ

とを明らかにしている。

しかし，特筆すべきは，以下の二点である。

・国立銀行条例では第一国立銀行の経営者は，営業報告義務については紙

幣頭に対して存在し，所有者である株主に対しては，利益額を通知，公

告することが求められているということ，

・「毎年両度銀行総勘定ノ節殖益金配與ノ割合ハ別冊銀行利益配當定則ニ

從フヘシ」（第四十条）と利益分配規則が用意されていること，

である。

銀行利益配當定則は資料１に示すが，設立段階において，紙幣頭に対して営

業報告義務があるということと，利益分配規則が用意されていることは何を意

味するのであろうか？

答えは，政府の背に腹は替えられぬ立場のアメとムチと考えることができよ

う。

維新後，明治新政府は財政難，幣制の混乱により，急激なインフレといった

難局を乗り切るべく，本格的な株式会社制度を備え，且つ紙幣発行機能を備え

た国立銀行設立へ向け動き出す。政府は当初より資本の出し手となる豪商の参

加を奨めながら，一方で単独での銀行設立を許さず，有力商家が共同で出資す

ることを望んだ７。

しかし，各商家は共同経営に消極的な姿勢を示す。そのため，政府は利益を

出せる仕組みを用意した。この仕組みが紙幣発行業務であり，これに預金・為

替業務を加えれば年１０％の純益が見込める事業であったとされる８。このアメ

を効率よく機能させ，また第一国立銀行の資本蓄積を着実にすすめるための仕

組みが，上述の銀行利益配當定則である。

利益が出ても，出資者たる商家へそのまま配当として還流することを防ぐた

89第３章 わが国における財務諸表の形成過程



め，株主総会や，取締役会で勝手に利益処分ができぬ仕組みと理解できる。政

府は何より第一国立銀行の資本構成を強固なものにし，経営基盤を盤石なもの

にしたかったのである。

他方，第一国立銀行の事業が適正に営まれているかを報告する義務が，所有

者である株主ではなく，監督官庁である紙幣頭に対して生じたのも，この発想

にあると考えてよい。

さらに，役員の待遇についても「頭取両人ハ名目上其職務ヲ有スト云トモ現

務ニ處セサルニ付其給料ハ支給セサルヘシ但副頭取以下ハ各員相當ノ定メアル

ヘシ」（第七条），「銀行諸役員ヘハ各其月給ヲ支給スト云トモ畢竟諸役員ノ勤情

ハ銀行ノ盛衰ニ關シ殖益ノ多寡ハ職トシテ之ニ由ルモノナレバ先ツ其月給ハ相

當ノ割合ヨリ遞ニ之ヲ減省シテ假ニ其制ヲ定メ別ニ利益金ノ内ヨリ賞與支給ノ

法ヲ設ケ殖益金ノ模様ニ應シテ之ヲ配當スヘシ」（第四十一条）と，むしろ厳し

い待遇と認められる規定があったのも，みな同じ理由によるものと理解できよ

う。

こうして７月２０日になると，仮開業免状が下付され，第一国立銀行は即日開

業する。同月末には本免状が下付され，８月１日開業式が催される。

資料１

第一国立銀行利益金配当定則

当銀行ノ殖益金ハ毎年両度総勘定ノ節銀行一切ノ諸経費其外ヲ差引キ，純

益金ヲ正算シテ銀行条例第十三条第一節ノ趣旨ニ従ヒ株高ニ応シ公平ノ分

割ヲナスヘキコニト当然タリト云トモ，同条第四節別段積金ノ制，及申合

規則増補第四十条ノ趣旨ニ拠リ爰ニ銀行利益配当ノ割合ヲ制定スルコト如

左

第一条

当銀行ノ総勘定ハ毎年両度七月十二月其正算ヲ為シ，全体ノ殖益金ヨリ一

切ノ諸経費ヲ差引キ，其純益金ヲ現ハシ其高総株金ノ一割以上タラハ其配

当割合左之通リ

純益金百分ノ十 別段積金

是ノ別段積金ハ条例第十三条第四節ニ従ヒ元高ノ二割百分ノ二十ニ

至テハ之ヲ積立ルニ及ハス，尤モ年々積立ノ分ハ銀行別段預リ金ノ

部ニ加へ公債証書ニ換へ而シテ其殖益ヲ謀ルヘシ
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純益金百分ノ十七 銀行諸役員賞与配当

内訳

百分ノ三 頭取臨時交際入用金

百分ノ二 賞与配当ニ列ナラサル下等役員其他雇入ノ者へ

臨時賞与金手当

但此二口ハ頭取へ受取切り其考案ニヨリテ処置スヘシ

百分ノ五 頭取取締役本局支配人等配当

百分ノ七 副支配人以下七等以上配当

頭取取締役本店支配人ヘノ配当ハ其配当高ヲ月給高相当ノ割合ト其

勤務ノ模様トニヨリテ其時々相当所分アルヘシ

副支配人以下七等以上ヘノ役員ヘノ配当ハ其配当高ヲ月給高ニ割

リ当テ十円一株ノ計算法ヲ以テ相当ニ配与スヘシ

純益金百分ノ七十三 株高総配当

是ハ株金ノ多少ニ応シ其割合ヲ以テ相当ノ分配ヲナスヘシ

第二条

若其純益金一割未満以上タラハ内別段積立金百分ノ十ヲ引去リ別段積金ノ

取扱ハ第一条ノ通リタルヘシ残高百分ノ九十ノ内ニテ

純益金百分ノ十五 銀行諸役員賞与配当

内訳

百分ノ二半 頭取臨時交際入用金

百分ノ一半 賞与配当ニ列ナラサル下等役員其他雇入ノ者へ

臨時賞与金手当

但此二口遣払ハ前同断

百分ノ四 頭取取締役本局支配人等配当

百分ノ七 副支配人以下七等以上配当

但配当割合ハ前同断

純益金百分ノ七十五 株高総配当

第三条

若又純益金三分未満ナラハ頭取取締役ハ株主一同ノ臨時集会ヲ乞ヒ会議ノ

上其配当割合ヲ論定スヘシ

第四条

此定則他日改正ヲ要スルコトアレハ株主一同ノ衆議ニヨリテ之ヲ増損スル

ヲ得ヘシ

右之通相定候事

明治六年六月十九日 第一国立銀行
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（日本銀行調査局［１９５７］４４～４５頁）

（２） シャンド検査以前の銀行検査

開業後，３ヶ月が過ぎ，紙幣寮より一つの御達が下る。第一国立銀行ヘの実

際報告差出方についてである。この御達については簿記・会計史の領域におい

て，これまで全くと言ってよいほど見過ごされてきたもので，勿論，前出の西

川孝治郎，片野一郎，久野秀男各氏の先行業績においても言及はない。

内容は以下のとおりである。

第一国立銀行へ御達按

第一国立銀行

其社本日実際報告別紙計表ニ記入致シ明二十九日午前十時迄ニ當寮ヘ可差出候

総テ紙幣ニモ正金ニモアラサル物品之金額ハ総計之桁面ニ記載可致且計表面ニ

無之箇目有之候ハゞ空白之場所へ記入可致事

明治六年十月廿八日

紙幣頭 芳川 顕正

（日本銀行調査局［１９５７］８０頁）

１８７３（明治六）年１０月２８日付のこの御達は，翌２９日の１０時までに紙幣寮へ実

際報告，つまりは営業報告書を提出せよとの命令書である。なんとも性急な命

令であるが，文面からは同時に別紙として計算書類の雛形が下付されたことが

わかる。「計表面ニ無之箇目有之候ハゞ空白之場所へ記入可致事」というくだ

りからは，用紙はできていて，それに数字を記入して提出せよ，雛形に記載の

ない項目がある場合には空白のところへ記載せよと理解できる。

この御達を受けて第一国立銀行は営業実態に関する書類を提出したようであ

る。というのも，提出された計算書類を根拠として検査が行われたのである。

この事実はとりもなおさず，日本で初めて行われた銀行検査である。

くどいようであるが，この検査に関する言及，認識も簿記・会計史もしくは

監査史の領域においても今までになされていない９。

検査の報告内容は以下のとおりである。また報告書の中に差し込まれた表が

２枚有るが，紙面の都合により，図表３－７，８として報告書の後ろに載せて

いる。

第八十七號 小林權助
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明治六年十一月五日

九等出仕海老原濟

□印頭 助◯印

昨四日第一国立銀行エ出張致二日附ノ日表ヲ按ジ金銀紙幣等之有高検査致候處

金貨ト新札トノ入クルヒ等有之候得トモ金額ニ相違無シ尤別紙草稿之分ハ帳面

上ニ仕払ト有之現物ハ銀行ニ有之候ニ付検査二重ニ相成候處ヨリ右日表ニ少ク

差異有之儀ニ付朱書ヲ以テ改正致シ日表本紙トモ入御覧候也

（図表３－７）

（図表３－８）

記

十一月四日現物惣有高

金六百貳拾萬九千百七拾四圓貳拾銭壹厘

内

金貨百六拾六萬圓

銀貨百八拾貳萬六千圓

新札百五拾六萬九千六百圓

金札七拾壹萬五千百九圓貳拾五銭

証券貳拾萬五千圓

本社紙幣九萬五千圓

洋銀拾三萬八千四百六拾四弗九拾七銭ト

〆

凡仕払高惣計

金五拾六萬五千八百八拾三圓七拾三銭八厘

内訳

銀貨五萬四千八百六拾三圓七拾三銭八厘

証券五萬圓

新札四拾貳萬百七拾貳圓九拾壹銭六厘

金札三萬八千九百五拾九圓五銭四厘

本社紙幣千八百八拾八圓

〆

（草稿）省略

（日本銀行調査局［１９５７］８１～８４頁）
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図表３－７ 第一国立銀行出納日表

（出所 日本銀行調査局［１９５７］８２頁）

図表３－８ 第一国立銀行借貸一覧日表

（出所 日本銀行調査局［１９５７］８３頁）

94



図表３－８において合計及び比較総額の欄が太字になっているのは検査報告

書の中で「朱書ヲ以改正」された部分である。つまり，第一国立銀行から提出

された書類の数字が，検査によって訂正されたことを意味する。

驚くべき事実である。

この２表は日本で作成された，初めての洋式簿記に基づく財務書類といって

よいからである。厳密に言えば，検査の前提となる第一国立銀行から提出され

た書類が最初の財務書類というべきかもしれないが，それでも，この事実は簿

記・会計史もしくは監査史の研究領域においても見過ごされてきた。奇妙なこ

とに，第一国立銀行の後身，第一銀行の社史にも現れてこないのである。

そして，この事実から，新たな問題が生起する。

つまり，この２表は見てのとおり，これまでに本稿で見てきた『銀行簿記精

法』の書体第二における香港上海銀行の財務諸表とも，第一国立銀行半期実際

報告及び半季利益割合報告とも体裁を異にする。前述のとおり，紙幣寮で雛形

を作成して，そこに数字を記入させるというものであったわけであるが，それ

では，いつその雛形ができただろうか？

その時期を特定できる有力な資料として，渋沢栄一が当時大蔵少輔であった

吉田清成に送った書簡があり，それにより時期が推定できる。

その書簡の内容は以下のとおりである。

奉稟，爾来心外御疎濶申上失敬の至ニ候，先日吉田次郎面会の節，第一国立

銀行向後の目途ニ付，篤と高慮拝承仕，尚愚考も申上度，其中昇堂の都合相

伺呉候様申述置候，右ハ先頃コレスポンデンスの高諭も有之，其拝答も矢張

向来の営業目途ニ付，夫是とも事実委細申上度候間何卒時日御都合ニ随ひ御

指揮被下度，尤も即今勘定方法抔も略手続相定り，どふかこふか洋式のブッ

クキーピングも出来候ニ付其計表則日表のバランスシートニ御座候も持参の

上厚く御教示も相伺度心得ニ御坐候 右拝伺

頓首�ゝ

十月廿五日

尚ゝ明廿六日ハ如何御坐候哉相伺候，尊邸にて御来客等差支も有之候

ハヽ当銀行楼上又ハ三野村宅にても光臨相成候ハヽ，別而難有奉存

候，乍失敬此段も申上候

渋沢 栄一

吉田大蔵少輔閣下

乞親督

（渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］６１頁）
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「バランスシート」という表現には戸惑いも感じるが，「日表」と記載され

ていることから小林検査報告書の中で掲載されている「第一国立銀行出納日

表」（図表７）「第一国立銀行借貸一覧日表」（図表３－８）に一致すると見てよ

い。この文面から１０月２５日には「計表則日表のバランスシート」ができた模様

で，これを大蔵省に持っていき，雛形ができたと考えてよいだろう。

留意しなければならないのは，日本で初めての銀行検査は，一般に広く知ら

れているアラン・シャンドによるものではなく，小林權助，海老原済によるも

のであるということと，本稿において更に重要なこととして，日本で初めて外

部に出された財務書類は銀行検査のために作成されたもので，会社の所有者で

ある株主に対して作成されたものではないということである。

尚，この小林検査については第４章においても触れる。

（３） 第１回決算公告までの経緯

さて，それからひと月がたって，１２月に入ると第一国立銀行は，第１回の決

算を迎える。

１２月２４日には，久野秀男氏の指摘のあった「定期報告規則書竝計表下付ノ達

旨」が下される。

先ずはこの御達を見てみよう。

第三百六十六號

明治六年十二月廿四日

中屬 渡邊 融□印

□印頭 助◯印 屬◯印

第一国立銀行ヨリ報告書之義ニ付別紙之通伺出候ニ付御指令按左ニ相伺申候

御指令案

別紙銀行定期報告差出方規則壹冊竝計表八種廿四葉相渡候條規則之通報告可

差出此旨相達候事

但兼テ相達候実際報告各方三桁之金額ヲ設候義ハ取消相成候事

明治六年十二月廿四日

紙幣頭 芳川 顕正

（日本銀行調査局［１９５７］９５頁）

御達とは別に「規則」が一冊，他に「計表八種廿四葉」とある。８種類計２４

枚の書類を「相渡候」ということは，渡したということで，ただの白紙の用紙
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を２４枚渡したのではないことは明らかで，１１月の検査の際と同様に，雛形がで

きていたと考えられる。

また，定期報告規則とは「国立銀行定期報告差出方規則」を指し，前述の

「国立銀行條例」第十二條第一節と第十三條第三節，さらに「国立銀行條例成

規」に関連して紙幣頭へ報告義務をおうものとして，

漓 銀行實際報告

滷 銀行利益金割合報告

澆 株主姓名表

潺 発行紙幣平均高竝ニ準備高預リ金平均高申立

の四つの報告を求め，それに対応する書式として

漓 銀行本店毎月實際報告 第一書式

滷 銀行半期實際考課 書式ナシ

澆 銀行半期實際報告 第二書式

潺 銀行本店半期實際報告 第三書式

潸 銀行何々出店半期實際報告 第四書式

澁 銀行半期利益金割合報告 第五書式

澀 銀行半期平均高報告 第六書式

潯 銀行年中平均高報告 第七書式

潛 銀行株主姓名表 第八書式

の９種類の報告書を作成することが定められている。

書類によって提出の時期，回数が異なり，毎月の提出が定められているのは

「銀行本店毎月実際報告」である。毎年七月十日，一月十日までに提出が定め

られているのは「銀行半季実際考課状」，「銀行半季実際報告」，「銀行本店半季

実際報告」，「銀行何々支店半季実際報告」，「銀行半季平均高報告」の６書類と

なっている。

毎年一月十日迄に提出しなければならない書類は「銀行株主姓名表」，「銀行

年中平均高報告」の２種類の書類で，「銀行半季割合報告」は配当実施する前

に提出しなければならない。

また，この９種類の計算書類の報告書はアラビア数字を使用し，正副二通を

提出しなければならない。さらに頭取１名，取締役のうちから１名，署名捺印

しなければならない。

さらに，この報告書類は期限内に提出しなければ罰則規定がある。

この規則に従って作成された書類のうち，第二書式が図表２に示した第一国

立銀行半期実際報告であり，第五書式が図表３－３－３に示した第一国立銀行

半期利益割合報告となる。無論この書類は「紙幣頭ヘ差出ス」ものである。決
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算から公告までの順序は「公告セシ日ヨリ十日内ニテ未タ株主ヘ分割ヲナササ

ゝル前ニ其計算ヲ明瞭ニシテ紙幣頭ニ差出スヘシ」となっており，文面通りに

読めば，決算諸表は公告→紙幣頭に提出・認可→配当実施となるはずである。

公告するのであるから，株主は遅くともその時点までには内容を知ることになる。

ところが，実際の経過は記述通りとはならなかった。

第一国立銀行の第１回の半季実際考課状の書き始めは以下のとおりとなって

いる。

「明治七年 一月十一日 第一国立銀行

東京ニ於テ

明治六年七月二十日當銀行開業以後六ヶ月間実務施行之順序諸勘定向ノ各件

ヲ頭取取締役ヨリ株主一同ヘ公示スル第一考課状」（日本銀行調査局［１９５７］付録

３頁）

と１８７４（明治七）年１月１１日に頭取，取締役より株主に対して考課状が公示

されたということになっている。

社史においても，「明治七年一月十一日株主総会を開いて第一回決算を可決

し，一株二円廿五銭の配当を決定，取締役はすべて重任，事務の経営は前例に

したがい漸を以て拡充すべきことをも決議した。而して此日はじめて第一回半

期実際考課状（和紙に活版印刷せるもの）を各株主に配布したが，越えて，一月二

十五日利益勘定其他を新聞紙上に広告して世人の注意を促した。わが国におい

て考課状を株主に分ち，またこれを新聞に広告することはこれを以て嚆矢とす

る」（第一銀行八十年史編纂室［１９５７］１８２－１８３頁）としている。

報告書類本体に明記され，社史に載っていても，どうも，これは事実ではな

いようだ。

どういうことかといえば，第一回決算を報告した株主総会は１８７４（明治七）

年１月２１日に開催され，第一国立銀行より公告されたのは１月２９日，その内容

が新聞（東京日日新聞）に掲載されたのは月をまたいで２月２日のことであった

のである。

これは第一国立銀行の名前で新聞による公告の内容から明かである。東京日

日新聞 １８７４（明治七）年２月２日の紙面よりその内容を示せば以下のとおり

となる。

當銀行・株主等一同本月（１月―筆者）廿一日ヲ以テ東京海運橋兜町ノ本店ニ会

同シテ左ノ條々ヲ集議決定セリ

第一條

銀行本年ノ取締役ハ都テ昨年撰任ノ者重年勤仕イタシ且其営業ノ次第モ昨年ノ
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振合ヲ以テ取扱ヒ本店ノ基礎ヲ確実ニシ漸次支店其外ノ事務ヲモ伸拡スベキコ

ト

第二條

昨明治六年八月一日開業ノ後取扱ヒタル事務ノ考課状及諸計算報告等頭取取締

ヨリ株主一同ヘノ報告ハ株主一同之ヲ満足シ其書類計算ハ悉ク完備シテ毎事充

分ノ取扱ヒト承諾イタシ候事

第三條

利益勘定ハ昨年半期ノ益金合計拾壹萬二千七百拾圓餘昨年半期ノ中入金セシ財

本ヲ通計平均シテ百九十三万圓ト見積リ一ヶ年ニ付元金ノ壹割壹分六厘八毛程

ノ利益ニ當ルノ処兼テ取設ケアル諸役員配當定則ノ褒賞金壹万九千百六拾圓餘

ヲ利益高壹割以上ナレバ其百分ノ十七ヲ以テ頭取以下諸役員一同へ配當スル規

則引去リ残純益金九万三千五百五拾圓餘ヲ別段積金トシテ銀行ニ積立利益金ノ

十分一ノ割合五万四千九百拾八圓ヲ當季割賦トシテ株高ニ応シ之ヲ割賦シ一株

ニ付貳圓貳十五銭ノ割合残金貳万七千三百六拾圓餘ヲ後半季ニ繰越スベキ事

右之通決議イタセシニ付新任ノ頭取取締役等ハ尚本年ノ事務ニ擔任シ都テ條約

成規ニ準鋸據シテ精勤之ヲ取扱フベシ四方ノ諸君不相替御光顧御取引ノ希フ所

ニ候敬白

但昨年半期ノ考課状及諸勘定報告書ハ近日之ヲ上梓シテ一般ノ公覧ヲ乞フベ

シ

明治七年一月廿九日 第一国立銀行

この新聞公告からすれば，１月２１日に株主総会，そのため紙幣頭ヘの報告は

その日から１０日以内となっているのだが，これも様子がおかしい。

以下，１月１７日の渋沢栄一より大蔵少輔吉田清成への書簡内容を示す。

（上略）偖，当銀行の諸勘定も既に報告書を以紙幣寮へ上呈候通にて，昨年分

ハ可也行届候哉ニ候得共，尚本年の取扱方等ニ於て聊卑考申上，御賢慮も奉伺

度，就而四五間ニ尊邸ヘ拝趨可仕候得共，自然御差支等被為在候而ハ却而恐入

候

何れ万縷拝 芝の上申上度，不取敢右伺旁奉得芳意候 �ゝ不宜

一月十七日

渋沢 栄一

吉田少輔閣下

（渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］６２頁）
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文中の「既に報告書を以紙幣寮へ上呈候」との記述より，１月１７日には既に

紙幣寮へ報告がなされていると理解できる。つまり，考課状に記載された明治

七年一月十一日とは，株主宛てにはなっているものの，実際は先に紙幣寮に提

出されたことが考えられる。すると，決算公告までの順序は，決算→紙幣寮へ

報告→株主定会→新聞公告といった順序となったと考えるべきであろう。

決算報告はまず，紙幣寮になされ，その後株主に報告されたのである。

第一国立銀行の設立より第１回決算公告までを図表にまとめると（図表９），

以下のとおりとなる。

第一国立銀行については，日本で初めてとなる銀行検査はこれまで全く見向

きもされず，形式はともかく，日本で初めて作られた西洋簿記法を基礎とする

財務諸表も脚光を浴びることなく，社史においてさえ，第一回の決算に関わる

株主総会の日付がずれているのである。

どのような意図があったのかは図りかねるが，丹念に事実と突合せることか

ら見えてくることを出来るだけ整理してみたい。

（４） 久野秀男［１９８７］説の検討

さて，第一国立銀行の設立から第一回の決算公告までの経緯を確認したとこ

ろで，久野秀男［１９８７］について再度検討を加えたい。

実は，久野秀男［１９８７］の認識と筆者の認識には重なる部分も存在する。

「利益金処分（配当・割賦）に関して言えば，国立銀行の場合，とくに監督官庁

である大蔵省の権限が強大であったように思われる」（４２頁）ところである。し

かし，ボタンの掛けちがいというか，久野秀男［１９８７］は利益配当定則を考慮

に入れた形跡がない。

この利益配当定則の存在を考慮すれば，久野秀男［１９８７］が「半季実際報告

が「利益金処分前貸借対照表」であって，「利益金処分後（済）貸借対照表」で

ない」（７０頁）ことを明らかにするためにいくつもの論拠を挙げる必要はな

い１０。

創設の段階から利益処分のルールが決められていたのであるから，先に提出

する紙幣寮には利益処分前の書類になり，紙幣頭より認可が下りて処分がなさ

れるという順序が当初より設定されていたと見るべきなのである。

また，無視されてきたと指摘した小林・海老原銀行検査の際に報告された財

務書類の形式はその後，大きな影響を及ぼす。どこかというと久野秀男

［１９８７］が「第一国立銀行の第一回決算にみえている第二書式，第三書式およ

び第四書式の貸借対照表に相当の報告書の様式は，すべていわゆる「大陸式」

（ Continental form）である。第一書式（第一号～第五号）の本店毎月実際報告は，
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内容的には残高試算表であるが，その貸借の対照位置はどういうわけか左右が

逆になっている」（３２頁）とした第一書式である。

久野秀男［１９８７］はさらに，「第一国立銀行の第一回実際考課状において，

第一書式の本店毎月実際報告だけがいわゆる「英国式」（ English form）の様式

であり，第二書式（久野秀男注，全体の貸借対照表）と第四書式（久野秀男注，各出店

別の貸借対照表）とは，悉くいわゆる「大陸式」（ Continental form）の様式であ

る。ただし，本来の「英国式」と「大陸式」とを明確に意識して使い分けたも

のとは，とうてい思われない」（５４頁）と言い切るが，これは適当ではない。

なぜなら，この「どういうわけか」の理由は小林・海老原検査で報告された

検査書類の第一国立銀行借貸一覧日表の形式を見事に踏襲しているのである。

紙面の都合で第一書式の第一号のみを図表４として掲載してあるが，第二号か

ら第五号まですべて同じ形式なのである。

前出の「参考のために例示された「香港上海銀行ノ負債及ヒ負債ノ抜書」お

よび「香港上海銀行損益勘定書」はともに，大蔵省「法定雛形」系統の国立銀

行の財務諸表の体系，構造，様式および用語等にまったく何の影響ももたず，

金輪際，何のかかわりもなかったのである」（３３５頁）という言及は，久野秀男

［１９８７］が第一国立銀行のコーポレート・ガバナンス構造を無視，もしくは認

識しないまま，形だけ「頭取取締役ヨリ株主一同ヘ公示スル第一考課状」（日

本銀行調査局［１９５７］付録３）という記述を素直に信じてしまったことによると考

えられる。久野秀男［１９８７］は資料に基づいて精密な検証を行っているが，東

京日日新聞における決算公告を見れば，決算から新聞公告までの順序が異なる

ことは明らかである１１。

第一国立銀行における実態は，株主に利益処分の決定権はなく，しかも株主

に業績を報告する前に，報告書類を監督官庁に提出して認可を得なければなら

ないというガバナンス構造を理解すると，第一国立銀行の財務諸表の理解は容

易になるといえる。
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図表３－９ 第一国立銀行の第１回決算公告までの経緯

年 月 日 事 項

１８７３ 明治六年 ６月 １１日 第一国立銀行創立総会

１９日 第一国立銀行利益配当定則

７月 ２０日 第一国立銀行の開業免状下付，即日開業

８月 １日 第一国立銀行，株主会議，開業式

１０月 ２５日 渋沢栄一，吉田清成に決算諸表持参する旨の

書簡

２８日 第一国立銀行に実際報告差出方之儀達旨

１１月 ５日 第一国立銀行への出張実際検査の報告

１２月 ２４日 第一国立銀行へ定期報告規則書竝計表下付の

達旨

１８７４ 明治七年 １月 １１日（？） 決算報告を紙幣寮に提出

１７日 渋沢栄一，吉田清成に決算書を紙幣寮に提出

した旨の書簡

２１日 株主定会開催

２９日 決算報告を発表

２月 ２日 新聞公告

６．おわりに
―決算書作成までの二つの流れ―

第一国立銀行は，当時の政府の財政難，幣制の混乱に端を発するインフレ等

の経済環境を打破すべく，アメリカのナショナル・バンクを範とする本格的な

株式会社の制度を備えた組織として発足した。政府は側面からその事務手続き

を支援すべく，御雇外国人アラン・シャンドを雇入れた。

シャンドは第一国立銀行の実務書としてアメリカ銀行簿記書を参考にして

『銀行簿記精法』を執筆した。そのための財務諸表は大陸式をとる香港上海銀

行をモデルとして書体第二とした。そして『銀行簿記精法』に銀行検査のため

の財務諸表の書体はなかった。
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しかし，現実の第一国立銀行はシャンドの想定したものとは異なるガバナン

ス構造の組織であった。そのため監督官庁である大蔵省は，独自に銀行検査の

ための財務諸表の雛形を作らなければならなかった。

これまで見過ごされてきたが，日本で初めてとなる銀行検査のために，第一

国立銀行から提出された財務書類が，日本で初めて作成された西洋式簿記法を

基本とする財務書類となったのである。

ここにおいてシャンドが用意した株主，ひいては投資家のための財務諸表は

活躍の場をなくすことになる。

この銀行検査用の財務書類の作成は，実際には第一国立銀行の方で用意し，

それを大蔵省から下付するという形で雛形が渡された。その時期はシャンドが

イギリスに帰国する前後にあたり，時期的にいってシャンドが携わったとは考

えにくい。また，作成された財務諸表は『銀行簿記精法』の財務諸表とは異な

り，「英国式」の財務諸表となっていた。

それから２ケ月もせずに，１８７４年末の決算を迎えるわけであるが，再度，大

蔵省は紙幣頭への報告用の財務諸表の雛形を下付する。

第一国立銀行の第一回決算の報告書（実際考課状）の宛名は，株主とはなっ

ているものの，実質的には監督官庁宛ての書類で，先ず監督官庁に提出，株主

にはその後，そのままの形式で領布された。この書類は一部，先の銀行検査で

使われた「英国式」の書類と大陸式の書類が混在するものとなっている。しか

し，これはすべて大蔵省で用意した雛形に沿う形で作成されたのである。

以上の考察により，第一国立銀行の財務諸表生成に関して，『銀行簿記精

法』による決算書作成の流れと「国立銀行定期報告差出方規則」による決算書

作成というふたつの流れが存在することとなった。

しかし，第一国立銀行のガバナンス構造の特殊性により，短い期間において

財務諸表に対する認識の転換，財務諸諸表の雛形の形式をめぐる混乱があっ

た。そのため，本来大蔵省への報告のための財務諸表が株主向けの財務諸表と

してもつかわれた。『銀行簿記精法』の財務諸表とは体裁の異なる財務諸表が

第一国立銀行の第一回決算書に掲載されることとなったのはこの理由によると

みることができる。

シャンドが提示した財務諸表がその後，新聞公告の雛形となったのは，株

主，投資家向けの財務諸表という本来の性格からすれば，当初の目的にかなう

ものであったといえる。

１ 原典はシャンド［１８７３］であるが，活字体でないため，筆者は日本銀行調査局
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［１９５６］に所収されている同じ表を使用した。

２ １９７７年以降，例えば，久野秀男［１９８７］や片岡泰彦［２００８］においても，この問題

についての言及は無い。

３ 詳しくは，立脇和夫［１９８７］を参照のこと。

４ 詳しくは，立脇和夫［１９８７］，土屋喬雄［１９６６］，土屋喬雄［１９６９］を参照のこと。

５ 詳しくは，白坂 亨［２０１０］を参照のこと。

６ 詳しくは，西川孝治郎［１９７７］を参照のこと。

７ 「この両組（三井・小野組―筆者）は，江戸時代より引続き，為替・両替等の営業

に従事せる旧家なるが今や政府の為替御用として，島田組と共に官金取扱の任に当

り，その加護を受くることも厚く，豪富にして民間の信用も大なれば，世人は政府の

財政に対するより寧ろ多くの信用を両組に置きたり。政府が大蔵省兌換証券・開拓使

兌換証券の発行を三井組に托したるも，全く此事情に基けるなり。是において，国立

銀行の創設に際しても，専らこの両組の信用に籍りて模範を天下に示さんことは，政

府当局者最初よりの心算なりき。かるがゆゑに，政府は両組の各銀行設立の請願に対

しては，允許こそ与へざれ，裏面においては両組の重なる人々に慫慂するに，国立銀

行条例に準拠せる洋式の銀行を設立すべき旨を以てし，且島田組をも説きて，この三

組の協同経営を促せり。これ実に大蔵少（大）輔井上馨・大蔵省三等出仕渋沢栄一の

計画に出でたるなり。幾もなく，島田組は家道衰頽して之を辞退せしかば，爾来政府

は専ら三井小野の両組を勧誘するに力を用ゐたり。」（渋沢青淵記念財団竜門社

［１９５５］３１頁）。

８ 詳しくは，渋沢青淵記念財団竜門社［１９５５］３０頁を参照のこと。

９ この研究領域をあつかった業績として，嚆矢となる片野一郎［１９７７］において，ア

ラン・シャンドの第一国立銀行への銀行検査を「わが国における近代会計監査制度の

先駆をなしたものとして重視されるべきものである」（３４頁）と言及されていたため

か，例えば，加藤恭彦・埴岡忠清［２００２］，大江清一［２００６］，邊 英治［２００７］があ

るものの，そこでも第一国立銀行の初回銀行検査を担当した者としてアラン・シャン

ドを挙げていて，小林・海老原検査については全く触れていない。

１０ 詳しくは久野秀男［１９８７］６６－６７頁を参照のこと。

１１ 久野秀男［１９８８a，１９８８b，１９８９］は，東京日日新聞における決算公告についての

論究をおこなっている。そこでは１８７４（明治七）年２月２日の第一国立銀行の決算公

告も採りあげ，内容を紹介している。しかし，第一国立銀行の第一回決算公告までの

経緯についての言及はない。
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────［１９７９］「銀行簿記精法 解題」アラン・シャンド原著［１９７９］「銀行簿記精

法」『復刻叢書簿記ことはじめ』三 雄松堂書店

日本銀行調査局［１９５７）『日本金融史資料』明治大正編第三巻 大蔵省印刷局

久野秀男［１９６８］『銀行会計原理』法政大学出版局

────［１９８７］『わが国財務諸表制度生成史の研究』学習院大学研究叢書１５ 学習院

大学

────［１９８８a］「国立銀行『決算公（広）告』の系譜と課題」学習院大学経済論叢第

２５巻第１号 学習院大学

────［１９８８b］「国立銀行『決算公（広）告』の系譜と課題（承前）」学習院大学経

済論叢第２５巻第２号 学習院大学

────［１９８９］「国立銀行『決算公（広）告』の系譜と課題（承前・完）」学習院大学

経済論叢第２５巻第３号 学習院大学
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邉 英冶［２００７］「明治維新期における大蔵省銀行検査」『エコノミア』第５８巻第２号

横浜国立大学

明治財政史編纂会［１９７２］『明治財政史』第十三巻 吉川弘文館

Marsh,C.C.,［１８６４］The Development of bank book−keeping and joint stock accounts Arno Press

（筆者は１９７８年の reprint版を使用）
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