
．はじめに

本稿では、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造について、任意の一会計期間におけ

る計算構造と、企業の設立時点から解散時点までの全体期間における計算構造を考察する。

また、純資産の変動要因を出資者との取引、純損益、その他の包括利益という 種類に限定

する場合を一般化して、 種類にした場合について考察する。

本稿の構成は以下の通りである。 節では、任意の一会計期間における包括利益計算の複

式簿記構造について考察する。 節では、全体期間における包括利益計算の複式簿記構造に

ついて考察する。 節では、純資産の変動要因が 種類ある場合について考察する。 節で

は、結論について述べる。

．部分期間の構造

． 変 数

はじめに、第 節で用いられる変数を説明する。

時点におけるストック変数は、次の通りである。資産は 、負債は 、純資産は 、

株主資本（出資者資本）は 、その他の包括利益累積額は と記す。ここで、株主資

本という用語を用いているが、本稿の示す複式簿記の構造は、株式会社のみに限定されるわ

けではなく、個人企業等を含む一般的なものであるから、出資者資本という一般性を持った

用語を用いる方が適切である。

時点から 時点までの一会計期間（ ］におけるフロー変数は、次の通りであ

る。収益（純損益貸方項目）は 、費用（純損益借方項目）は 、費用と区別される租税

は 、純損益（純利益）（会計利益）は 、その他の包括利益貸方項目（その他の包括収

．はじめに

．部分期間の構造

．全体期間の構造

．純資産の分割

．おわりに

包括利益計算の複式簿記構造

矢 部 孝太郎



益利得）は 、その他の包括利益借方項目（その他の包括費用損失）は 、その他

の包括利益 ）は 、包括収益（包括利益貸方項目）は 、包括費用（包括利益借方項

目）は 、包括利益は 、出資者取引キャッシュフローは 、出資によるキャッシュ

フローは 、減資によるキャッシュフローは 、配当によるキャッシュフローは と

記す。

収益 は、収益、利得など純損益を増加 ）させる要因であって他の項目に分類されない

ものを総称しており、費用 は、費用、損失など純損益を減少させる要因であって他の項

目に分類されないものを総称している。複式簿記の構造を考察する上では、収益は純損益貸

方項目（貸方記入額）、費用は純損益借方項目（借方記入額）と記すのが、一般性を持った

呼称であると言える。純損益貸方項目を、その性質により、収益、利得等に区別すること、

純損益借方項目を、その性質により、費用、損失等に区別することを検討するのは（簿記に

関する理論を除く）会計理論の領域である。同様に、純資産の増加をもたらす項目を、出資

者との取引、収益、利得、その他の包括利益貸方項目等に分類すること、純資産の減少をも

たらす項目を出資者との取引、費用、損失、その他の包括利益借方項目等に分類することを

検討するのも（簿記に関する理論を除く）会計理論の領域である。

一会計期間内における、フロー変数を考慮したストック変数は、次の通りである。期末元

入純資産（資本）は と記す。

． 純資産（資本）方程式

次の式を純資産（資本）方程式（純資産（資本）等式）という。

純資産（資本）方程式により、純資産（資本）の金額を求めることができる。

． 純資産（資本）構成定義式

次の式を純資産（資本）構成定義式という。

この式は、純資産（資本）が、株主資本（出資者資本）と、その他の包括利益累積額に

よって構成されることを定義している。

． 貸借対照表等式

次の式を貸借対照表等式という。貸借対照表等式は純資産（資本）方程式の変数を移項し

て、変数の符号がすべてプラスになるように整理したものである。
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） 包括利益 という用語は、 純損益 という用語に合わせれば、 包括損益 となる。
）純損益という変数のとりうる値の集合は、実数あるいは有理数全体の集合であり、順序が定義されてい
る。
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式に 式を代入すると、次の式が得られる。

資産の金額は、負債の金額、株主資本（出資者資本）の金額、その他の包括利益累積額の

合計に等しいということを意味している。

この等式に基づき、資産、負債、株主資本（出資者資本）、その他の包括利益累積額を説

明する財務諸表として、貸借対照表を作成することができる。

． 損益法純損益方程式

次の式を損益法純損益方程式（損益法純利益方程式）という。

この式は、純損益（純利益、会計利益）の定義式である。純損益（純利益、会計利益）

は、収益（純損益貸方項目）から費用（純損益借方項目）と費用と区別される租税を差し引

いた額として定義される。

この式によって、純損益（純利益）を計算する方法を（純損益（純利益））損益法という。

． 損益計算書等式

次の式を損益計算書等式という。損益計算書等式は損益法純損益方程式（損益法純利益方

程式）の変数を移項して、変数の符号がすべてプラスになるように整理したものである。

この等式に基づき、収益、費用、費用と区別される租税、純損益（純利益）を説明する財

務諸表として、損益計算書を作成することができる。

． 包括収益構成定義式と包括費用構成定義式

次の式を包括収益構成定義式という。

この式は、包括収益が、収益（純損益貸方項目）と、その他の包括利益貸方項目（その他

の包括収益利得）によって構成されることを定義している。

次の式を包括費用構成定義式という。

この式は、包括費用が、費用（純損益借方項目）と、その他の包括利益借方項目（その他

の包括費用損失）によって構成されることを定義している。

． 損益法その他の包括利益方程式

次の式を損益法その他の包括利益方程式という。



この式は、その他の包括利益の定義式である ）。その他の包括利益は、その他の包括利

益貸方項目（その他の包括収益利得）からその他の包括利益借方項目（その他の包括費用損

失）を差し引いた額として定義される。

この式によって、その他の包括利益を計算する方法を（その他の包括利益）損益法という。

その他の包括利益のリサイクリング（再分類調整）の記録方法は ． 節で説明する。

． その他の包括利益計算書等式

次の式をその他の包括利益計算書等式という。その他の包括利益計算書等式は損益法その

他の包括利益方程式の変数を移項して、変数の符号がすべてプラスになるように整理したも

のである。

この等式に基づき、その他の包括利益貸方項目（その他の包括収益利得）、その他の包括

利益借方項目（その他の包括費用損失）、その他の包括利益を説明する財務諸表として、そ

の他の包括利益計算書を作成することができる。

． 損益法包括利益方程式

次の式を損益法包括利益方程式という。

この式は、包括利益の定義式である。包括利益は、包括収益（包括利益貸方項目）から包

括費用（包括利益借方項目）と費用と区別される租税を差し引いた額として定義される。

この式によって、包括利益を計算する方法を（包括利益）損益法という。

式に 式を代入すると、次の式が得られる。

式に 式を代入すると、次の式が得られる。

包括利益は、純利益とその他の包括利益の合計として定義される。

． 包括利益計算書等式

次の つの式を包括利益計算書等式という。包括利益計算書等式は損益法包括利益方程式

の変数を移項して、変数の符号がすべてプラスになるように整理したものである。
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）包括利益という概念と名称を設定するに際して、純利益を包括利益の構成部分とし、包括利益のうち純
利益以外の部分を、その他の包括利益という名称に設定している。
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式から、次の式が得られる。

式から、次の式が得られる。

この等式に基づき、収益、費用、費用と区別される租税、純利益、その他の包括利益貸方

項目（その他包括収益利得）、その他の包括利益借方項目（その他包括費用損失）、その他の

包括利益を説明する財務諸表として、包括利益計算書を作成することができる。包括利益計

算書は、損益計算書とその他の包括利益計算書を つにしたものである ）。

． 出資者取引キャッシュフロー方程式

増資、減資、配当というような出資者との取引に関して、直接、ストック変数である純資

産を変動させず、収益、費用と同じように、フロー変数を設けて記録する。

次の式を出資者取引キャッシュフロー方程式という。

出資者取引キャッシュフローは 、出資によるキャッシュフロー から減資による

キャッシュフロー と配当によるキャッシュフロー を控除したものである。

． 出資者取引計算書等式

次の式を出資者取引計算書等式という。出資者取引計算書等式は出資者取引キャッシュフ

ロー方程式の変数を移項して、変数の符号がすべてプラスになるように整理したものである。

この等式に基づき、出資によるキャッシュフロー 、減資によるキャッシュフロー

、配当によるキャッシュフロー 、出資者取引キャッシュフロー を説明する財務

諸表として、出資者取引計算書を作成することができる。

． 純資産残高変動方程式

次の式を株主資本（出資者資本）残高変動方程式という。

この式は、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）と前期期末時点（ 時点）

の 時点間における株主資本（出資者資本）の額の変動を表している。株主資本（出資者資

本）の額の変動は、出資者取引キャッシュフローと純損益によって生じる。

次の式をその他の包括利益累積額変動方程式という。

）本稿では、損益法純損益方程式を先に、損益法包括利益方程式を後に示した。



この式は、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）と前期期末時点（ 時点）

の 時点間におけるその他の包括利益累積額の変動を表している。その他の包括利益累積額

の変動は、その他の包括利益によって生じる。

式と 式の定義から明らかなように、出資者への配当、払い戻しは、株主資本（出資者

資本）のみから行われると定義している。その他の包括利益累積額が出資者への配当、払い

戻しによって 取り崩される ことはない。

式に 式を代入し、 式を用いて整理すると、次の式が得られる。

式に 式を代入すると、次の式が得られる。

式を純資産残高変動方程式という。

純資産残高変動方程式は、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）と前期期末時

点（ 時点）の 時点間における純資産（資本）額の変動を表している。すなわち、純

資産（資本）額の変動は、出資者取引キャッシュフローと包括利益（純利益、その他の包括

利益）によって生じる。

． 財産法包括利益方程式

式の純資産残高変動方程式の変数を移項して整理すると、次の式が導かれる。

すなわち、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額から、前

期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額と出資者取引キャッシュフローの額を控除し

た金額として、包括利益を計算することができる。

式を財産法包括利益方程式という。この式によって、包括利益を計算する方法を（包括

利益）財産法という。

． 財産法純損益方程式（財産法純利益方程式）

式の純資産残高変動方程式の変数を移項して整理すると、次の式が導かれる。

すなわち、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額から、前

期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額、出資者取引キャッシュフローの額、その他

の包括利益の額を控除した金額として、純損益（純利益）を計算することができる。

式を財産法純損益方程式（財産法純利益方程式）という。この式によって、純損益（純

利益）を計算する方法を（純損益（純利益））財産法という。
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． 財産法その他の包括利益方程式

式の純資産残高変動方程式の変数を移項して整理すると、次の式が導かれる。

すなわち、一会計期間（ ］の当期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額から、前

期期末時点（ 時点）の純資産（資本）額、出資者取引キャッシュフローの額、純損益

（純利益）の額を控除した金額として、その他の包括利益を計算することができる。

式を財産法その他の包括利益方程式という。この式によって、その他の包括利益を計算

する方法を（その他の包括利益）財産法という。

． 期末元入純資産（資本）

期末元入純資産（資本） を次のように定義する。

期末元入純資産（資本）は、前期期末純資産（資本）と出資者取引キャッシュフローの合

計金額である。

式を 式に代入すれば財産法包括利益方程式は、次のようになる。

包括利益は、期末純資産（資本）と期末元入純資産（資本）の差額として求められる。

式を 式に代入すれば財産法純損益方程式（財産法純利益方程式）は、次のようにな

る。

純損益（純利益）は、期末純資産（資本）と期末元入純資産（資本）の差額からその他の

包括利益の額を控除した金額として求められる。

． 期末貸借対照表

期末時点（時点）の貸借対照表等式 式に財産法包括利益方程式 式を代入すれば、次の

式が成り立つ。

式に 式を代入すると、次の式が得られる。

式に 式を代入すると、次の式が得られる。

この式に基づき、資産、負債、前期末株主資本（出資者資本）、前期末その他の包括利益



累積額、出資者取引キャッシュフロー、純損益、その他の包括利益を説明する財務諸表とし

て、貸借対照表を作成することができる。

期末元入純資産（資本） の定義 式を用いれば、 式は次のようになる。

この式に基づき、資産、負債、期末元入純資産（資本）、純損益、その他の包括利益を説

明する財務諸表として、貸借対照表を作成することができる。

式あるいは 式のように、ストック項目に関して説明する財務諸表である貸借対照表に

おいて、部分的にフロー項目を記載することにより、ストック項目の時点残高とストック項

目の純変動金額を同時に説明することができる。

． 複式記入等式と試算表等式

最後に、複式簿記における複式記入の基礎となる等式を導出する。

損益法包括利益方程式 式と財産法包括利益方程式 式を用いて、損益法で計算した包括

利益と財産法で計算した包括利益を一致させると、次の式を得られる。

式に 式を代入して、すべての変数がプラスの符号となるように整理すると、

次の式が得られる。

この式が、複式簿記における複式記入の基礎となる複式記入等式である。

時点から 時点の期間（ ］の間に生じた取引・事象等であって記録すべき対象

について、 式が成り立つように、変数の増減を記録することを、複式記入の原則という ）。

ただし、 式上の変数である株主資本（出資者資本） とその他の包括利益累積額

は、 時点から 時点の期間（ ］における取引の記録に用いないことを正則

とする。株主資本（出資者資本）とその他の包括利益累積額の変動は、設けられているフ

ロー変数を用いて記録する。それによって、純資産の変動原因はすべて、フロー変数に関す

る財務諸表によって説明されることになる。

しかし、株主資本（出資者資本）とその他の包括利益累積額の変動を、ストック変数であ

る資産 、負債 と同じように、株主資本（出資者資本） とその他の包括利益累積額

に直接記録することも可能である。例えば、通常の複式簿記において、出資や減資

は、直接、純資産（資本）に関する勘定に直接記入を行うから、その純資産（資本）の変動

はフロー変数で記録されていない。本稿で示す一般性を持った複式簿記構造は、そのように

処理する場合を含んでいる（その場合、出資によるキャッシュフロー 、減資による

キャッシュフロー といった変数が、一切記録されず、常に であると考えればよ
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）複式記入の原則に従って記録する対象を （簿記上の）取引 と呼ぶ。それは、一般に、企業等の主体
に生じた取引・事象等と同一の集合にはならない。
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い。）。その他の包括利益の直接記入に関しても同様である。

式は、試算表等式でもあり、試算表等式に基づいて残高試算表は作成される。

． 純資産の変動と財務諸表

以上の複式簿記構造では、貸借対照表項目である純資産について、その変動のすべての原

因は、もれなく、財務諸表によって説明される。

すなわち、純資産のうちの払込資本の変動原因である出資によるキャッシュフロー、減資

によるキャッシュフロー、配当によるキャッシュフローおよびそれらから計算される出資者

取引キャッシュフローは、出資者取引計算書により説明される。

純資産のうちの留保利益（利益剰余金）の変動原因である収益、費用、費用と区別される

租税およびそれらから計算される純損益（純利益）は損益計算書により説明される。

純資産のうちのその他の包括利益累積額の変動原因であるその他の包括利益貸方項目（そ

の他の包括収益利得）、その他の包括利益借方項目（その他の包括費用損失）およびそれら

から計算されるその他の包括利益は、その他の包括利益計算書により説明される。

あるいは、損益計算書とその他の包括利益計算書を つにした包括利益計算書によって、

純資産の総変動のうちの出資者との取引による変動以外の変動原因が説明される。

． 変数の決定順序

上記のすべての数式によって、包括利益計算の複式簿記構造が定義される。その構造にお

ける、任意の一会計期間である 時点から 時点の期間（ ］において、各変数が

どのような順序で決定されるかについて説明する。

期首時点（ 時点）において、前期末貸借対照表が当期首貸借対照表として与えら

れ、資産 、負債 、株主資本（出資者資本） 、その他の包括利益累積額

の各金額が当期における所与の値として与えられる。

期中において、取引が、複式記入等式 式を基礎に、複式記入の原則により記録され、資

産、負債、収益、費用、費用と区別される租税、その他の包括利益貸方項目、その他の包括

利益借方項目、出資によるキャッシュフロー、減資によるキャッシュフロー、配当による

キャッシュフローの期中変動額純額残高が決まる。

当期末貸借対照表に収容される資産 、負債 の金額が、期首の資産 、負債 の

金額に、期中変動額純額残高が加算されることにより決まる。

出資者取引計算書に収容される、出資によるキャッシュフロー 、減資によるキャッ

シュフロー 、配当によるキャッシュフロー の期中変動額純額残高から、出資者取引

キャッシュフロー が決まる。

損益計算書に収容される、収益 、費用 、費用と区別される租税 の期中変動額純

額残高から、純損益（純利益） が決まる。

その他の包括利益計算書に収容される、その他の包括利益貸方項目 、その他の包括

利益借方項目 の期中変動額純額残高から、その他の包括利益 が決まる。

当期末貸借対照表に収容される株主資本（出資者資本） の金額が、期首の株主資本

（出資者資本） の金額に、出資者取引キャッシュフロー 、純損益（純利益） が



加算されることにより決まる。

当期末貸借対照表に収容されるその他の包括利益累積額 の金額が、期首のその他の

包括利益累積額 の金額に、その他の包括利益 が加算されることにより決まる。

当期末貸借対照表の借方合計と貸方合計が一致することで、すべての財務諸表が完成す

る。期末時点（ 時点）において、当期末貸借対照表は次期期首の貸借対照表として繰り越

され、同じプロセスが繰り返される。

． その他の包括利益のリサイクリング（再分類調整）

過年度においてその他の包括利益を計上した場合、それに伴って、純資産の構成要素とし

て、その他の包括利益累積額が計上される。当期において、その他の包括利益累積額のう

ち、株主資本（出資者資本）に振替を行うと判断された部分については、その金額を純損益

に関するフロー勘定と、その他の包括利益に関するフロー勘定を用いて振替を行う。

純資産の構成要素内におけるその他の包括利益累積額から株主資本（出資者資本）への、

純損益およびその他の包括利益に関するフロー勘定を用いた振替を、その他の包括利益のリ

サイクリング（再分類調整）という。

どのような場合に、その他の包括利益累積額から株主資本（出資者資本）に振替を行うか

ということを検討するのは（簿記に関する理論を除く）会計理論の領域である。

本稿で示した複式簿記構造を貸借複記方式で具体化すると、その他の包括利益累積額貸方

残高をすべて株主資本（出資者資本）に振替るというケースでは、次のような仕訳がなされる。

【リサイクリング】

その他の包括利益借方項目（再分類調整） 収益（純損益貸方項目）

【集合勘定振替】

その他の包括利益 その他の包括利益借方項目（再分類調整）

収益（純損益貸方項目） 純損益（損益）

【その他の包括利益累積額勘定振替】

その他の包括利益累積額 その他の包括利益

【繰越利益剰余金勘定振替】

純損益（損益） 株主資本（繰越利益剰余金）

．全体期間の構造

． 変数

第 節で用いられる変数であって、第 節で用いられていない変数について説明する。

時点におけるストック変数は、次の通りである。現金残高は 、非現金項目残高は

と記す。

時点から 時点までの一会計期間（ ］におけるフロー変数は、次の通りである。

企業キャッシュフローは 、企業キャッシュ・イン・フローは 、企業キャッ

シュ・アウト・フローは 、出資者取引外キャッシュフローは と記す。
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フロー変数の全体期間における通時的合計に関する変数は、次の通りである。企業全体収

支は 、出資者取引全体収支は 、出資者取引外全体収支は 、全体包括利益

は 、全体純損益（全体会計利益）は 、全体その他の包括利益は と記す。

． 資産の分類

キャッシュフローを考察するために、複式記入等式上の変数である資産 を、現金残高

と非現金項目残高 に分ける。現金以外の資産は、すべて非現金項目に分類される。

ここで、現金残高（現金）は、キャッシュフロー計算書におけるキャッシュとする。

貸借対照表等式 式は 式を代入すれば次のようになる。

． ストック変数の境界条件

通時的に整合的な複式簿記の構造においては、企業の設立時点（会計帳簿の開設時点）と

企業の解散時点（会計帳簿の閉鎖時点）において、複式記入等式上のストック変数が満たさ

なければならない条件がある。

企業の設立時点（会計帳簿の開設時点）において満たすべき条件（初期条件）（設立条

件）は、次の通りである。

時点を期末とする会計期間（ 期）において、フロー変数であるその他の包括利益は定

義されず、かつ 式から、その他の包括利益累積額 の変動要因はその他の包括利益

だけであるから、 時点におけるその他の包括利益累積額 は となる。

企業の解散時点（会計帳簿の閉鎖時点）において満たすべき条件（終端条件）（企業解散

条件（企業清算条件））は、次の通りである。

その他の包括利益累積額は、会計帳簿の閉鎖時点において、ちょうど にならなければな

らない。その他の包括利益累積額は、会計帳簿の開設時点においても から始まる。また、

式から、その他の包括利益累積額 の変動要因はその他の包括利益 だけであ

る。これらのことから、全期間における、その他の包括利益貸方項目の通時的合計額と、そ



の他の包括利益借方項目の通時的合計額は一致することになる。本稿で示した包括利益計算

の複式簿記構造において、この条件を満たすためには、その他の包括利益のリサイクリング

をシステマチックに行うにしても行わないにしても、偶然にそれらが一致する場合を除い

て、少なくとも最終期の最終時点までに、その他の包括利益累積額が になるように、株主

資本（出資者資本）への振替を行う必要がある。

． 全体期間における変数の性質

． ． 各種全体利益と出資者取引全体収支

全体期間における包括利益、会計利益（純損益、純利益）、その他の包括利益の性質につ

いて検討する。

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとり、 式を代入すると、次の

式が成り立つ。

すなわち、純損益（会計利益） の 時点から 時点までの通時的合計（全体純損益

（全体会計利益） ））は、出資者取引キャッシュフローの 時点から 時点までの通時的

合計（出資者取引全体収支 ）にマイナスの符号を付けた値と等しい。

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとり、 式を代入すると、次の

式が成り立つ。

すなわち、その他の包括利益の 時点から 時点までの通時的合計（全体その他の包括

利益 ）は、 となる。

式に、 式を代入すると、次の式が導かれる。

すなわち、 時点から 時点までの、その他の包括利益貸方項目の通時的合計と、その

他の包括利益借方項目の通時的合計は一致する

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとり、 式を代入すると、次

の式が成り立つ。

すなわち、包括利益 の 時点から 時点までの通時的合計（全体包括利益 ）

は、出資者取引キャッシュフロー の 時点から 時点までの通時的合計（出資者取引

全体収支 ）にマイナスの符号を付けた値と等しい。
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． ． 全体包括利益と全体純損益

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとり、 式を代入すると、次の

式が成り立つ。

すなわち、包括利益 の 時点から 時点までの通時的合計（全体包括利益 ）

は、純損益（会計利益） の 時点から 時点までの通時的合計（全体純損益（全体会計

利益）） ）と等しい。

． ． 各種全体収支の関係

一会計期間における企業の現金残高 の変動を次のように表す。

ここで、 は、一会計期間における現金勘定の純増減額（期中取引に関する借方記入

額と貸方記入額の差額）であり、企業キャッシュフローと呼ぶ。

一会計期間における期中取引による現金勘定の借方記入額合計を とし、これを企

業キャッシュ・イン・フローと呼ぶ。一会計期間における期中取引による現金勘定の貸方記

入額合計を とし、これを企業キャッシュ・アウト・フローと呼ぶ。このとき、次の

式が成り立つ。

企業キャッシュフロー は、出資者取引キャッシュフロー と出資者取引外キャッ

シュフロー に分けられる。

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとると、次の式が成り立つ。

現金残高は、 式より会計帳簿の閉鎖時点において、ちょうど にならなければならな

い。現金残高は、計算上、 時点においても から始まる。また、 式から、現金残高の

変動要因は企業キャッシュフローだけである。企業キャッシュフローの増減は、 で示され

る。これらのことから、全期間における、企業キャッシュ・イン・フローの合計額と、企業

キャッシュ・アウト・フローの合計額は一致することになる。

式について、 時点から 時点までの通時的合計をとり、 式を代入すると、次の式



が成り立つ。

すなわち、企業キャッシュフロー の 時点から 時点までの通時的合計（企業全

体収支 ）は、 となる。

式を 式に代入すると、次の式が成り立つ。

出資者取引キャッシュフロー の 時点から 時点までの通時的合計（出資者取引全

体収支 ）にマイナスの符号を付けた値は、出資者取引外キャッシュフロー の 時

点から 時点までの通時的合計（出資者取引外全体収支 ）と等しい。

式から、次の式が導かれる。

．純資産の分割

． 株主資本（出資者資本）の 分割

節で考察した包括利益を計算する複式簿記の構造においては、純資産（資本）を株主資

本（出資者資本）とその他の包括利益累積額に分割した。また、純資産（資本）の期間変動

額を、出資者との取引によるキャッシュフローと包括利益に分割し、包括利益を、純損益と

その他の包括利益に分割した。それは次の 式のとおりである。

出資者との取引によるキャッシュフローと純損益は、株主資本（出資者資本）の変動原因

であり、その他の包括利益はその他の包括利益累積額の変動原因であるとした。それは次の

式のとおりである。

上記のように 節までの考察では、純資産（資本） を株主資本（出資者資本）

と、その他の包括利益累積額 に分割したが、例えば、株主資本（出資者資本）

は、さらに払込資本 と利益剰余金 に分割することができる。
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このとき、出資者との取引によるキャッシュフローは払込資本の変動原因であり、純損益

は利益剰余金の変動原因であり、その他の包括利益はその他の包括利益累積額の変動原因で

ある。

このように、想定する会計理論の内容に応じて、純資産を任意に分割することができ、純

資産（資本）の期間変動の原因も分割することができる。ただし、想定する会計理論に対応

する複式簿記構造は整合的に定義されなければならない。

この系において複式記入等式は次のようになる。

． 株主資本（出資者資本）の分割とその他の包括利益累積額の分割

一般的に、株主資本（出資者資本）とその他の包括利益累積額をそれぞれ 分割する場合

について検討する。

株主資本（出資者資本）を 個の構成要素に分割する。

（ … ）は、株主資本（出資者資本）の 番目の構成要素である。

その他の包括利益累積額を 個の構成要素に分割する。

（ … ）は、その他の包括利益累積額の 番目の構成要素である。

（ … ）の期間変動は、次の残高変動方程式に従う。

すなわち、次の式に従って、株主資本（出資者資本）は期間変動する。

（ … ）は、株主資本（出資者資本）の 番目の構成要素 （ … ）の変動

要因である。 （ … ）のそれぞれの具体的な関数形は、構築しようとする複式簿記

構造毎に定められる。



（ … ）の期間変動は、次の残高変動方程式に従う。

すなわち、次の式に従って、その他の包括利益累積額は期間変動する。

（ … ）は、その他の包括利益累積額の 番目の構成要素 （ … ）の変

動要因である。 （ … ）のそれぞれの具体的な関数形は、構築しようとする複式簿

記構造毎に定められる。

複式簿記構造が整合的に定義されるために、 （ … ）と （ … ）の具体的

な関数形は、次の複式記入等式が成り立つように定義されなければならない。

式を書き換えれば次のようになる。

． 純資産の 分割

． 節では、株主資本（出資者資本）とその他の包括利益累積額をそれぞれ 分割する

場合について取り扱ったが、そこでは、第一段階として、純資産を株主資本（出資者資本）

とその他の包括利益累積額に 分割することが前提となっていた。ここでは、純資産を複数

の構成部分に分割する一般的な場合について取り扱う。具体的な分割の仕方として、純資産

を 分割する方法と、純資産を大区分に 分割し、大区分の各部分について小区分に 分割

する方法の両方について取り扱う。

． ． 純資産を 分割する方法

純資産を 分割する方法の場合は次のようになる。

純資産を 個の構成要素に分割する。

（ … ）は、純資産の 番目の構成要素である。

（ … ）の期間変動は、次の残高変動方程式に従う。
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すなわち、次の式に従って、純資産は期間変動する。

（ … ）は、純資産の 番目の構成要素 （ … ）の変動要因である。

（ … ）のそれぞれの具体的な関数形は、構築しようとする複式簿記構造毎に定められる。

複式簿記構造が整合的に定義されるために、 （ … ）の具体的な関数形は、次の

複式記入等式が成り立つように定義されなければならない。

式を書き換えれば次のようになる。

． ． 純資産を 分割する方法

純資産を大区分に 分割し、大区分の各部分について小区分に 分割する方法の場合は次

のようになる。

純資産を 個の構成要素に分割する。

（ … … ）は、純資産の大区分 番目、小区分 番目の構成要素で

ある。

（ … … ）の期間変動は、次の残高変動方程式に従う。

すなわち、次の式に従って、純資産は期間変動する。



（ … … ）は、純資産の大区分 番目、小区分 番目の構成要素

（ … … ）の変動要因である。 （ … … ）のそれぞれ

の具体的な関数形は、構築しようとする複式簿記構造毎に定められる。

複式簿記構造が整合的に定義されるために、 （ … … ）の具体的な関

数形は、次の複式記入等式が成り立つように定義されなければならない。

式を書き換えれば次のようになる。

．おわりに

本稿では、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を考察した。任意の一会計期間にお

ける計算構造と、企業の設立時点から解散時点までの全体期間における計算構造をそれぞれ

考察した。また、純資産の変動要因が 種類ある一般の場合について考察した。

考察の結果、包括利益計算の複式簿記構造における各変数の、全体期間における性質を明

らかにした。すなわち、全体期間においては、包括利益の通時的合計と純損益（会計利益）

の通時的合計は等しくなり、その他の包括利益の通時的合計は となる。また、純損益（会

計利益）の通時的合計は、出資者取引キャッシュフローの通時的合計にマイナスの符号を付

けた値と等しくなり、純損益として計上された金額の合計はすべて、全期間を通じて、出資

者に対して分配される。このことは、純損益（会計利益）を包括利益に置き換えても成り立

つ。
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