
か ら……。

田代 また 「費 シタル金額 」に戻 る。

梶井 残存投資額の利子相 当分 ぐらいは,最 低 の増価額 として はあるはずだ,そ

れの年金 還元 額を求めま しょうとい う考 え方だか ら,投 資額その もので もない。

中江 前の暫定 とりま とめの ときに(3)を採用 した。物価修正の問題はあ るけれ ど

も……。 ところが機械 的に,と い うと悪 いが,土 地改良法の 「増価額 」とい う言葉

に拘泥す る と,「 費 シタル金額」 を否定 したのだか ら,ど う も減 価償 却残 で はあ り

えないとい う考 え方 か ら,(2)を ひね り出す ことになった。

石井 しか し暫定 とりまとめで も,(1)も いって いるし,(2)も い っている。具体的

な利用増 進で賃貸借 を推進す るとい うもとでは,(3)が 実践 的に意味が あるのではな

いか という ことで,お おむね(3)の方 向 にいってい るだけで ,あ る意味ではそれは全

部,1年 か2年 がか りで検討ずみだといえ ると思 う。

島本 だか ら(2)とい うのは,そ うい う意味では小作料の差だ けれ ども,そ の内容

と して,こ うい うふ うに分解 して説 明 した。

梶井 最低 限 これ くらいあるはず なんだか ら……。

島本 そ こまでな ければ,投 資が回収 され ない ということだ。

梶井 だか ら逆 にい うと小作料 の改訂範 囲は,こ の ぐらいはあ るはずなんだ……。

田代 農業委員会が事前 に計算 して おけば,出 て くるだろ う。

(15)投 資額と増価額との関係(続)

稲本 私の印象では,暫 定 とりま とめの ときは,(3)に あた る,要 す るに 「費 シタ

ル金額 」 を中心 に考 えていたことはた しかだが ,そ の ときに読 んだ感 じとかな り違

う。私 は(3)を なお捨 てが たいと思 うけれ ど も,そ の場合のた とえば未償却 とか未回

収 とい う ことが らをど う考 えるか とい うときには,お そ ら く(2)の考 え方 に相当依拠

す ることが で きるし,可 能で はな いか。だか ら(2)と(3)は,要 す るに,改 良法上の増

価額 とはなにかということを割 り出す ための解釈の手がか りを含 んで いるけれ ども,

39



もはや増価額か費用額か とい う大 きな対立で分かれてい るものではあるまいと思 う。

そ うす ると,(2)の 考 え方 を前提 と して,そ れが通 るな ら通 ればいいけれ ど も確実

にカバ ーで きるかど うか保証が な くて最低(3)におちつ くのだ とい うときには,(2)の

考 え方 か ら承継 できる ものは(3)のなか に入れた らどうか。そ うす る ことと して,償

却 とか 回収 とい うあた りで工夫 をす る ことはで きないだろ うか。

梶井 増価 の考 え方 の一つ だ とみ るわ け?

稲本 増価 の考 え方 といいに くいけれ ど も,改 良法上の増価額 の考 え方だ 。

梶井 改良 法上 の増価額 は,こ うい う考え方で もいいということか。

稲本 だか らこの場合にも計算方式が欲 しい。それがで きればいいん じゃないか。

島本 だか ら今 回の資料で減価償却残の内容を説明 した。「費 シタル金額 」 の 毎

年の償 却分を単に回収 しているので はな くて,実 は少 な くともプラス3%ぐ らいの

農 業純 収益があ るんだ とい うことを説明 して いる。 もし 「費 シタル金額 」だけの回

収 な ら,耐 用年数期 間中で回収 され るわけだか ら,も っと割 り引かれ るはずだ。

田代 しか し思考 方法 として,(3)が あ って(2)が あるので しょう。投資額 が式に 出

て くるということが本来的な ことになれ ば,経 営 と しての純収益 の差 と してだ け考

えれば そん な投資額なんか,一 切考 慮す る必要が ないわけだ。

島本 そ こをど う整理す るか……。

石井 増価額 とい うのは,典 型的に いえば,地 価差 と してあ らわれ,地 価差の基

礎 は収益 の差で資本還元 され るべ き小作料の差にな る。増価額 とい う考 えは,あ る

意味で はそ こで とま って しま う。

梶井 そ こを とめず に……。

石井 そ こで投資 とい ったときに,投 下 したものが増価 であ るとい うことで,費

用価 的な考 え方 がでて き うるわけで,「 費 シタル金額 」 イコール増 価 と い うこ とが

いえないだろ うか。投下 した ものが価値 を高め たんだか ら。

田代(2)の 式は結局,年 金複利でや って い くわ けだか ら,事 実上 もとに戻 って,

残 存投 資額 とい うのが実態 としてあ って,そ れ プ ラス純収益だ。純収益 は,資 本還
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元 として の増価額 だか ら両方足 して2で 割 ったよ うな考 え方でお ちつ いてい るので

はないか 。

稲本 じや,田 代 さんに妥協 して,(3)の あ とに(2)を持 って きて もいい。(3)の中に

(2)をで き るだけ入れ る……。

田代 いや,素 直なのはこっちでは ないか 。(3)と(2)は違 う。問題は うま くできて

いて,(3)の(注1)が いわばつな ぎにな って いて,こ こは舞台裏 なんだ。

中江 そ うだけれ ど も,(3)を 全面的 に出す と,費 用価 イコール増価額 とい うこと

にな って しま う。

石井 あ とは償却 とかいろん な要素 を織 りこむ必要 はあるが,本 質的に費用価 イ

コール増価額 といえないのだろ うか。

中江 だか ら土 地改良法 の有益費 とい うのは,償 却を考え ただけだ とい うことに

な る。

石井 そ うい う意 味では,費 用価が増価額 だ という ことは,農 業の コス ト計算 に

おける中間生産物 の評価 なんかで は,現 実 に一つの理論 と してかな り確立 して い る

と思 う。

梶井 それ はち ょっと無理 じゃないかな。

田代 中間生産物だか らそ うなので あ って,対 外 的に この間議論にな ったよ うな

現場で それ を出 したときに,通 用す るだ ろうか。費 用価 が増価額 じゃないか といわ

れた ら,い や,そ うじゃな くて,と こっちが いえば,そ れ っき りだ けれ ど も。

入沢 そ うい う意味で は,こ の案の3の(3)は,そ の前 の2の(3)で,「 土 地改 良 法

におけ る有益費の額」 ということで,わ りにはっき りと,増 価額 と投資額 は違 うも

のだ といい きって,「 そ うはいって も」 というのがあ とに書 いてあ る。 その こ とが

(3)なのか,そ うはい って もこうだか らというので(3)が出て くるのか,そ れ ともこれ

はそれ と違 うことなのか,こ のへ んの 関係 を,ど うい うふ うに理解すれ ばいいの か

という問 題があ るだろ う。
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