
． はじめに

純資産（資本）が株主資本とその他の包括利益累積額に分割され、純資産（資本）の期間

変動要因が、出資者との取引、純損益、その他の包括利益に分割される、包括利益計算の会

計構造（複式簿記構造）が、国際的な標準となっており、わが国の現行の会計もその構造に

なっている。会計学的企業評価の研究においては、包括利益を計算する複式簿記の数理的構

造を基礎とした企業評価モデルについて考察することが必要である。本稿では、その一部と

して、包括利益を用いた割引残余利益モデルについて考察する。

本稿の構成は以下の通りである。 節と 節では、包括利益を用いた割引残余利益モデル

を考察するために必要な部分に限定して、任意の一会計期間における包括利益計算の複式簿

記構造と、企業の全体期間における包括利益計算の複式簿記構造をそれぞれ説明する。 節

では、割引残余利益モデルの比較対象となる、割引出資者取引キャッシュフローモデル（割

引配当モデル）について説明する。 節では、包括利益を用いた割引残余利益モデルを考察

する。 節では、今後の課題について述べる。

．部分期間における包括利益計算の複式簿記構造

． 変 数

節では、包括利益を用いた割引残余利益モデルを考察するために必要な複式簿記構造上

の数式について部分期間の観点から説明する。したがって、包括利益を計算する複式簿記の

部分期間における数理的構造をすべて説明するわけではない。

はじめに、 節で用いられる変数を説明する。

．はじめに

．部分期間における包括利益計算の複式簿記構造

．全体期間における包括利益計算の複式簿記構造

．割引出資者取引キャッシュフローモデル

．割引残余利益モデル

．おわりに

包括利益と割引残余利益モデル
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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。

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。純損益（純利益）は 、その他の包括利益は 、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。

． 純資産（資本）構成定義式

純資産（資本） は、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。

． 貸借対照表等式

資産の金額 は、負債の金額 と純資産（資本）の金額 の合計に等しい。

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。

． 包括利益構成定義式

包括利益 は、純損益（純利益） と、その他の包括利益 によって構成される。

． 出資者取引キャッシュフロー

企業と出資者との間の取引によるキャッシュフローである、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 から出資者取引

キャッシュフロー を定義する。

出資者取引キャッシュフロー は、一会計期間（ ］における企業と出資者との

間の取引によって生じたネットキャッシュフローである。符号がプラスの場合は、その金額

だけ、企業に純額の現金流入があったこと（出資者に純額の現金流出があったこと）を示

し、符号がマイナスの場合は、その金額だけ、出資者に純額の現金流入があったこと（企業

に純額の現金流出があったこと）を示す。

このような変数を定義するのは、企業と出資者との間の取引によって生じた純額の現金流
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出入の金額を明確に把握し、操作的に取り扱うためであり、また、 つの変数を つの変数

にまとめることにより、企業評価モデルにおける変数の表記を簡潔にするためである。

． 株主資本（出資者資本）残高変動方程式

株主資本（出資者資本）残高の期間的な変動は、次の方程式に従う。

すなわち、株主資本（出資者資本）の当期期末残高 は、株主資本（出資者資本）の前

期期末残高 に、当期の出資者取引キャッシュフロー と純損益 の額を加算した金額

として決まる。

． その他の包括利益累積額変動方程式

その他の包括利益累積額の期間的な変動は、次の方程式に従う。

すなわち、その他の包括利益累積額の当期期末残高 は、その他の包括利益累積額の

前期期末残高 に、当期のその他の包括利益 の額を加算した金額として決まる。

． 純資産残高変動方程式

純資産残高の期間的な変動は、次の方程式に従う。

すなわち、純資産の当期期末残高 は、純資産の前期期末残高 に、当期の出資者

取引キャッシュフロー と包括利益 の額を加算した金額として決まる。

包括利益の構成の定義（ 式）から、次のようにも表される。

すなわち、純資産の当期期末残高 は、純資産の前期期末残高 に、当期の出資者

取引キャッシュフロー 、純損益 、その他の包括利益 の額を加算した金額として

決まる。

． 財産法純損益方程式（財産法純利益方程式）

一会計期間の会計上の計算がすべて終わった後においては、次の つの式が成り立ってい

る。

すなわち、純損益 の金額は、株主資本（出資者資本）の当期期末残高 から、株主資



本（出資者資本）の前期期末残高 と当期の出資者取引キャッシュフロー の額を控除

した金額に等しい。また、純損益 の金額は、純資産の当期期末残高 から、純資産の

前期期末残高 と当期の出資者取引キャッシュフロー およびその他の包括利益

の額を控除した金額に等しい。

仮に、これらの式の右辺の変数の値が既知であり、純損益の値が未知であるとすれば、こ

れらの式により純損益を計算することができる。

． 財産法その他の包括利益方程式

一会計期間の会計上の計算がすべて終わった後においては、次の つの式が成り立ってい

る。

すなわち、その他の包括利益 の金額は、その他の包括利益累積額の当期期末残高

から、その他の包括利益累積額の前期期末残高 を控除した金額に等しい。ま

た、その他の包括利益 の金額は、純資産の当期期末残高 から、純資産の前期期末

残高 と当期の出資者取引キャッシュフロー および純損益 の額を控除した金額に

等しい。

仮に、これらの式の右辺の変数の値が既知であり、その他の包括利益の値が未知であると

すれば、これらの式によりその他の包括利益を計算することができる。

． 財産法包括利益方程式

一会計期間の会計上の計算がすべて終わった後においては、次の式が成り立っている。

すなわち、包括利益 の金額は、純資産の当期期末残高 から、純資産の前期期末残

高 と当期の出資者取引キャッシュフロー の額を控除した金額に等しい。

仮に、この式の右辺の変数の値が既知であり、包括利益の値が未知であるとすれば、この

式により包括利益を計算することができる。

． 全体期間における包括利益計算の複式簿記構造

． 変 数

節では、包括利益を用いた割引残余利益モデルを考察するために必要な複式簿記構造上

の数式について全体期間の観点から説明する。したがって、包括利益を計算する複式簿記の

企業の全体期間における数理的構造をすべて説明するわけではない。

はじめに、 節で新たに用いられる変数を説明する。
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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。全体包括利

益は 、全体純損益は 、全体その他の包括利益は 、出資者取引全体収支は

と記す。

． ストック変数の境界条件

ストック変数の初期条件は、次の通りである。

ストック変数の終端条件は、次の通りである。

． 全体期間における変数の通時的性質

企業の全体期間における変数の通時的性質で重要なものは次の通りである。

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

の 時点から 時点までの通時的合計（全体純損益 ）と等しい。

純利益は包括利益の構成項目であるが、企業の全体期間における通時的合計に関して見た

場合は、部分が全体に等しくなっていると言える。

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。

これは、その他の包括利益を増加させる要因であるその他の包括利益増加項目と減少させ

る要因であるその他の包括利益減少項目は、その発生の累積や、その他の包括利益累積額の

純利益・株主資本（出資者資本）への振替え処理によって、企業の全体期間における通時的

合計に関して金額が等しくなるということを意味している。

純損益 の 時点から 時点までの通時的合計（全体純損益 ）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。



標準的な会計の構造における純利益（会計上の段階的利益計算における最終的な利益）

は、出資者に帰属する利益となるように計算される（出資者に帰属する利益となるように収

益控除項目の構成項目が決定されている）。 式は、出資者に帰属する会計的利益である純

利益の企業の全体期間における合計は、企業から出資者に対する純額の現金流出の企業の全

体期間における合計に等しいということを示しており、それは、出資者に帰属する利益の通

時的合計の金額は、ちょうど同額だけ、企業の全期間を通じて、出資者に現金（キャッ

シュ）によって支払われるということを意味している。

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。

これは、企業の全体期間という視野においては、その他の包括利益の通時的合計が に等

しくなり、包括利益の通時的合計が純損益の通時的合計と等しくなるため、包括利益という

会計的利益の全体期間における通時的合計は、企業から出資者に対する純額の現金流出の全

体期間における通時的合計に等しくなるということを意味している。

． 割引出資者取引キャッシュフローモデル

． 一般形

節では、企業評価モデルである割引出資者取引キャッシュフローモデル（割引配当モデ

ル）について説明する。

本稿では、割引率 は、 の定数であるとする。

割引出資者取引キャッシュフローモデル（割引配当モデル）は、次の式によって示される

企業評価モデルである。

は、割引出資者取引キャッシュフローモデルによる評価値（出資者価値（株主価

値））を意味する。 は、符号をマイナスにした出資者取引キャッシュフロー の割

引現在価値合計（出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計と記す。）を意味する。

このモデルは、企業と出資者との間の取引によるキャッシュフローを割り引くことで価値

を計算するモデルである。それによって計算される価値は、出資者に帰属する価値であり、

出資者価値（株主価値）と呼ぶことができる。
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． 全体期間

企業の全体期間における出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計について検討す

る。

時点における出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 は、 時点から

時点までの符号をマイナスにした出資者取引キャッシュフローを割引計算したものである。

企業は、 時点における出資（複式簿記の数理構造上では必ずしもその金額が でない必

要はない）によって開始する。このため、 時点において出資者取引キャッシュフロー

が生じる。 時点における出資者取引キャッシュフロー も考慮した 時点から 時点ま

での企業の全体期間における出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計を、出資者経

済的利潤（出資者正味現在価値） として定義する。

時点における出資者取引キャッシュフロー は割り引かれていないため、出資者経済

的利潤（出資者正味現在価値） は 時点を基準時点としている数値であり、 とい

う表記は形式的なものである。

出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） は、企業を つのプロジェクトと捉えた場

合に、そのプロジェクト全体によって投資者である出資者にもたらされる 時点における正

味現在価値である。すなわち、出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） は、企業の全

体期間における、出資者の企業への現金の投下と企業からの現金の回収によって、出資者に

もたらされる投資利潤である。この場合の投資者である出資者とは、通時的・共時的な出資

者全体のことを指しており、代表的個人として、代表的出資者と呼ぶことができる。

出資証券の市場が完全競争市場である場合は、出資者経済的利潤（出資者正味現在価値）

が になる。なぜなら、出資証券の購入により正の利潤が得られるならば、当該出資証

券の市場において超過需要が生じ、証券価格が上昇し、それは、出資額（出資者取引キャッ

シュフロー） と 時点における出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計

が等しくなって出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） が になるまで、続くからで

ある。また、出資証券の購入により負の利潤が生じる場合は、購入しようとする市場参加者

がいないため、超過供給となり、証券価格が下落し、それは、出資額（出資者取引キャッ

シュフロー） と 時点における出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計

が等しくなって出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） が になるまで続く。

出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） は、次のようにも表せる（初期条件 式

を用いている）。

式より導かれる次の関係式も考察において有用である。



理解のために、 時点における出資（出資者による投資）以外は、 時点以降いかなる追

加出資（出資者による追加投資）もないと仮定すると（そのような特殊ケースにおいて

は）、出資額（出資者取引キャッシュフロー） は投資コストであり、 時点における出

資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 は投資によって生み出される価値（投

資コスト控除前）と解釈できる。したがって、出資者経済的利潤（出資者正味現在価値）

は、投資によって生み出される価値から投資コストを控除した後の投資利潤であると解

釈できる。上記の簡単化の仮定を設けない一般的なケースにおいては、追加出資（出資者に

よる追加投資）がなされるから解釈は複雑になる。

． 割引残余利益モデル

． 概 要

節では、企業評価モデルである包括利益を用いた割引残余利益モデルについて検討す

る。 ． 節では、会計的残余利益について説明する。 ． 節では、本稿における中心的

な考察対象である割引残余包括利益モデルについて考察する。 ． 節と ． 節では、

． 節における考察を承けて、割引残余純利益モデルと割引残余その他の包括利益モデル

についてそれぞれ考察する。 ． 節では、本稿における考察を集約した、企業評価モデル

相互間の関係式を導出する。

． 会計的残余利益

ここでは、種々の会計上の利益に関する残余利益を定義する。

残余利益（超過利益）と呼ばれる概念は、それについて割引現在価値計算を行うことを前

提にした概念である。残余利益（超過利益）という用語を定義するに先立って、正常利益と

いう用語を定義することになるが、それは理解のための便利な解釈に過ぎず、本質ではない

といえる。

はじめに、正常包括利益、正常純利益、正常その他の包括利益という つの会計的正常利

益を定義する。

正常包括利益 は、前期期末（当期期首）の純資産残高 に期待収益率（割引率）

を乗じた金額である。

これは、前期期末（当期期首）の純資産の金額から期待される正常的な包括利益の額であ

ると解釈される。

正常純利益 は、前期期末（当期期首）の株主資本（出資者資本）残高 に期待収益

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



包括利益と割引残余利益モデル（矢部）

率（割引率） を乗じた金額である。

これは、前期期末（当期期首）の株主資本（出資者資本）の金額から期待される正常的な

純利益の額であると解釈される。

正常その他の包括利益 は、前期期末（当期期首）のその他の包括利益累積額

に期待収益率（割引率） を乗じた金額である。

これは、前期期末（当期期首）のその他の包括利益累積額から期待される正常的なその他

の包括利益の額であると解釈される。

貸借対照表の純資産の部におけるその他の包括利益累積額を、利益を生み出す元本（資

本）と考えることができるのか、また、できるとした場合に、その期待収益率が株主資本

（出資者資本）に対する率と同一であると考えることができるのか、あるいは、加重平均さ

れた期待収益率を用いることが全体として適切であるか、という問題については、検討が必

要である。

次に、残余包括利益、残余純利益、残余その他の包括利益という つの会計的残余利益を

定義する。

残余包括利益 は、包括利益 から正常包括利益 を控除した金額である。

残余純利益 は、純利益 から正常純利益 を控除した金額である。

残余その他の包括利益 は、その他の包括利益 から正常その他の包括利益

を控除した金額である。

以下では、会計的残余利益である残余包括利益、残余純利益、残余その他の包括利益につ

いて割引現在価値の計算を行う。

． 割引残余包括利益モデル

． ． 一般形

残余包括利益 の割引現在価値合計を と定義する。

式に 式を代入して計算し、終端条件 式を用いると次の結果が得られる。



式を、割引出資者取引キャッシュフローモデルと関連付けて、整理すれば次のようにな

る。

割引残余包括利益モデルを、それによる評価値が、割引出資者取引キャッシュフローモデ

ルによる評価値と一致するように定義することにする。

は、割引残余包括利益モデルによる評価値を意味する。したがって、割引残余包括

利益モデルは、次の式によって表される。

この定義により、割引残余包括利益モデルによって計算される評価値 は、出資者に

帰属する価値である出資者価値（株主価値）となる。

． ． 全体期間

時点から 時点までの企業の全体期間における残余包括利益の割引現在価値合計

について検討する。

定義上、 時点から 時点の期間における包括利益を と記し、 時点の包括利益と読

んでおり、 時点の包括利益 は定義されない。

時点における残余包括利益の割引現在価値合計 は、 時点から 時点までの残

余包括利益を割引計算したものである。

したがって、次の式が成り立つ。

すなわち、 時点における残余包括利益の割引現在価値合計 と 時点における純

資産 （これは出資者によって出資された金額に等しい。）の和は、 時点における出資

者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 に等しい。

また、 式に初期条件 式を代入すれば、次の式が導かれる。
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すなわち、 時点における残余包括利益の割引現在価値合計 は、出資者経済的利

潤（出資者正味現在価値） に等しい。

． ． 割引残余包括利益モデルの分解

の定義式 式に、包括利益構成定義式 式と純資産（資本）構成定義式 式を代入

すると次のようになる。

すなわち、残余包括利益 の割引現在価値合計 は、残余純利益 の割引現在

価値合計と、残余その他の包括利益 の割引現在価値合計から構成されている。

は残余包括利益 の割引現在価値合計、 は残余包括利益 の割引現

在価値合計である。以下では、この つについて検討する。

． 割引残余純利益モデル

． ． 一般形

残余純利益 の割引現在価値合計を と定義する。

式に 式を代入して計算し、終端条件 式を用いると次の結果が得られる。

式を、割引出資者取引キャッシュフローモデルと関連付けて、整理すれば次のようにな

る。



割引残余純利益モデルを、それによる評価値が、割引出資者取引キャッシュフローモデル

による評価値と一致するように定義することにする。

は、割引残余純利益モデルによる評価値を意味する。したがって、割引残余純利益

モデルは、次の式によって表される。

この定義により、割引残余純利益モデルによって計算される評価値 は、出資者に帰

属する価値である出資者価値（株主価値）となる。

． ． 全体期間

時点から 時点までの企業の全体期間における残余純利益の割引現在価値合計 に

ついて検討する。

定義上、 時点から 時点の期間における純利益を と記し、 時点の純利益と読んでお

り、 時点の純利益 は定義されない。

時点における残余純利益の割引現在価値合計 は、 時点から 時点までの残余純

利益を割引計算したものである。

したがって、次の式が成り立つ。

すなわち、 時点における残余純利益の割引現在価値合計 と 時点における株主資

本（出資者資本） （これは出資者によって出資された金額に等しい。）の和は、 時点に

おける出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 に等しい。

また、 式に初期条件 式を代入すれば、次の式が導かれる。

すなわち、 時点における残余純利益の割引現在価値合計 は、出資者経済的利潤

（出資者正味現在価値） に等しい。
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． 割引残余その他の包括利益モデル

． ． 一般形

残余その他の包括利益 の割引現在価値合計を と定義する。

式に 式を代入して計算し、終端条件 式を用いると次の結果が得られる。

残余その他の包括利益 の割引現在価値合計は、評価の基準時点 におけるその他

の包括利益累積額 にマイナスの符号を付した値となる。

割引残余包括利益モデルおよび割引残余純利益モデルと同様な形に整理した式を割引残余

その他の包括利益モデルとして定義する。それは次のようになる。

は、割引残余その他の包括利益モデルによる評価値を意味する。割引残余その他の

包括利益モデルによる評価値は常に となる。

． ． 全体期間

時点から 時点までの企業の全体期間における残余その他の包括利益の割引現在価値合

計 について検討する。

定義上、 時点から 時点の期間におけるその他の包括利益を と記し、 時点のそ

の他の包括利益と読んでおり、 時点のその他の包括利益 は定義されない。

時点における残余その他の包括利益の割引現在価値合計 は、 時点から 時点

までの残余その他の包括利益を割引計算したものである。

したがって、次の式が成り立つ。

ただし、初期条件 式により、 時点におけるその他の包括利益累積額 は である

から、次の式が成り立つ。

すなわち、 時点における残余その他の包括利益の割引現在価値合計 は、 に等

しい。



． 関係式

． ． 一般形

残余包括利益の割引現在価値合計 、残余純利益の割引現在価値合計 、残余そ

の他の包括利益の割引現在価値合計 の関係、およびそれらと出資者取引キャッ

シュフローの割引現在価値合計 の関係について考察する。

式より次の関係式が得られる。

式より次の関係式が得られる。

また、割引出資者取引キャッシュフローモデル、割引残余包括利益モデル、割引残余純利

益モデル、割引残余その他の包括利益モデルの各モデルによる評価値の関係について考察す

る。

定義により、割引出資者取引キャッシュフローモデルによる評価値と割引残余包括利益モ

デルによる評価値は等しい。それらは出資者価値（株主価値）を意味する。

また、定義により、割引出資者取引キャッシュフローモデルによる評価値と割引残余純利

益モデルによる評価値は等しい。それらは出資者価値（株主価値）を意味する。

したがって、割引残余包括利益モデルによる評価値と割引残余純利益モデルによる評価値

は等しい。

また、 式で示されたように、割引残余その他の包括利益モデルによる評価値は常に と

なる。

以上の関係を図示すれば図 、図 のようになる。
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． ． 全体期間

時点から 時点までの企業の全体期間における残余包括利益の割引現在価値合計

、残余純利益の割引現在価値合計 、残余その他の包括利益の割引現在価値合計

の関係について考察する。

式より次の関係式が得られる。

時点から 時点までの出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計との関係につい

ては、 式より次の関係式が得られる。

図 出資者価値（株主価値）の構成・分解

図 出資者価値（株主価値）の構成・分解



時点から 時点までの出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 、すなわ

ち、出資者経済的利潤（出資者正味現在価値） との関係については、 式より次

の関係式が得られる。

以上の関係を図示すれば図 のようになる。
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図 出資者価値（株主価値）の構成・分解

図 ， ， の図解における各変数の構成（包含）関係に関する数値的関係は、おおまかあるい

は近似的な関係ではなく、本稿で示した各種の等式に基づき、厳密に成り立っている。

ただし、各変数の構成（包含）関係に関する数値的関係以外の変数間の関係、たとえば、 と

というような の構成要素として並列な変数の数値的関係については、図によって示した

量（数値）の関係に特別な意味を与えていない（ と が常に同額になるというようなことは

意味していない）。
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．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基礎とした企業評価モデルであ

る、包括利益を用いた割引残余利益モデルについて考察した。

本稿においては、割引出資者取引キャッシュフローモデル（割引配当モデル）と比較する

形で、包括利益を用いた割引残余利益モデルについて考察し、企業評価モデル間の評価値の

関係について明らかにした。

本稿においては、包括利益を用いた割引残余利益モデルを割引残余包括利益モデルと称

し、それを考察した上で、それが割引残余純利益モデルと割引残余その他の包括利益モデル

に分解されること（それらによって構成されること）を示した。ここで、割引残余純利益モ

デルと割引残余その他の包括利益モデルという名称については、対称性に依拠した一次的な

命名であり、それらは本質的に、独立した企業評価モデルとは呼べないものであると考えら

れる。それらは、あくまで、割引残余包括利益モデルの内訳項目に過ぎない。

本稿においては、割引出資者取引キャッシュフローモデル（割引配当モデル）と割引残余

包括利益モデルの関係を明らかにしたが、これは、貸借対照表との対比の観点から言えば、

純資産に直接関係する部分に関する企業評価モデルのみを考察したということである。貸借

対照表の資産と負債に直接関係する部分に関する企業評価モデルである、割引事業キャッ

シュフローモデル（割引キャッシュフローモデル）と割引債権者取引キャッシュフローモデ

ルとの割引残余包括利益モデルの関係を明らかにすることで、包括利益を計算する複式簿記

の数理的構造を基礎とした企業評価モデルに関する基礎的な考察が体系性を備えることにな

る。したがって、その考察が今後の課題である。
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