
．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と企業価値評価モデルの関係を明ら

かにする。具体的には、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を前提に、複式簿記の数

理的構造を基礎とした価値評価モデルである割引残余利益モデル、出資者との取引によって

生じるキャッシュフローを基礎とした価値評価モデル、債権者との取引によって生じる

キャッシュフローを基礎とした価値評価モデル、企業の事業によって生じるキャッシュフ

ローを基礎とした価値評価モデルの関係について明らかにする。

本稿の構成は以下の通りである。 節では、企業に生じるキャッシュフローの分類につい

て説明する。 節では、分類されたキャッシュフローからの価値計算について説明する。

節では、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造と企業価値評価モデルの関係について説

明する。 節では、今後の課題について述べる。

．キャッシュフロー

． 個別キャッシュフロー

取引・事象によって企業に生じたキャッシュフロー（現金、預金等の流出入・増減）を、

取引・事象ごとに識別して、その発生の要因別に把握したものを個別キャッシュフローと呼

ぶことにする。要因別の個別キャッシュフローを、一定期間である一会計期間分、集計・総

合・単一化したものを、一会計期間要因別個別キャッシュフローと呼ぶことにする。一会計

期間要因別個別キャッシュフローの金額を表す変数 は、会計期間 期において生じた

番目の要因による個別キャッシュフローの合計金額を表す。

．はじめに

．キャッシュフロー

．キャッシュフロー価値評価

．会計的価値評価

．おわりに

包括利益会計と企業価値評価モデル

矢 部 孝太郎



一会計期間要因別個別キャッシュフローを 期から 期までの期間分並べたものを 期以

降部分期間要因別個別キャッシュフローベクトル（ 期残余要因別個別キャッシュフローベ

クトル、個別キャッシュフローベクトル） と呼ぶことにする。

一会計期間要因別個別キャッシュフローを全会計期間分並べたものを全体期間要因別個別

キャッシュフローベクトル と呼ぶことにする。

種類あるすべての要因について一会計期間要因別個別キャッシュフローを 期から

期までの期間分並べたものを 期以降部分期間要因別個別キャッシュフロー行列（ 期残余

要因別個別キャッシュフロー行列、個別キャッシュフロー行列） と呼ぶことにする。

種類あるすべての要因について一会計期間要因別個別キャッシュフローを全会計期間分

並べたものを全体期間要因別個別キャッシュフロー行列 と呼ぶことにする。

一会計期間における個々の一会計期間要因別個別キャッシュフローの集合を一会計期間要

因別個別キャッシュフロー集合と呼ぶことにする。

一会計期間要因別個別キャッシュフロー集合に属するすべての一会計期間要因別個別

キャッシュフローの金額の合計を一会計期間キャッシュフロー とする。

一会計期間の期首期末間における企業のキャッシュ残高 の変動は次の式によって表さ

れる。

． 個別キャッシュフローの分類

一会計期間要因別個別キャッシュフローの分類方法には、複数のものが考えられるが、本

稿では、複式簿記の数理的構造と企業価値評価モデルの関係を考察するために、一会計期間

要因別個別キャッシュフロー集合を、次の つの集合に分割する。企業の出資者との取引に
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よって生じるキャッシュフローを集めた集合、企業の債権者との取引によって生じるキャッ

シュフローを集めた集合、上記 つの集合に属しないすべてのキャッシュフローを集めた集

合である。それぞれ、一会計期間出資者取引キャッシュフロー集合、一会計期間債権者取引

キャッシュフロー集合、一会計期間事業キャッシュフロー集合と呼ぶ。

． 出資者取引キャッシュフロー

一会計期間出資者取引キャッシュフロー集合の要素である一会計期間要因別個別キャッ

シュフローは、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 である。この つから一会計期間出資者取引キャッシュフロー

を、次の式によって定義する。

一会計期間出資者取引キャッシュフローを 期から 期までの期間分並べたものを 期以

降部分期間出資者取引キャッシュフローベクトル（ 期残余出資者取引キャッシュフローベ

クトル、出資者取引キャッシュフローベクトル） と呼ぶことにする。

一会計期間出資者取引キャッシュフローを全会計期間分並べたものを全体期間出資者取引

キャッシュフローベクトル と呼ぶことにする。

． 債権者取引キャッシュフロー

一会計期間債権者取引キャッシュフロー集合の要素である一会計期間要因別個別キャッ

シュフローは、資金借入によるキャッシュフロー 、借入資金の元本返済によるキャッ

シュフロー 、借入利子の現金支払いによるキャッシュフロー である。この つから

一会計期間債権者取引キャッシュフロー を、次の式によって定義する。

一会計期間債権者取引キャッシュフローを 期から 期までの期間分並べたものを 期以

降部分期間債権者取引キャッシュフローベクトル（ 期残余債権者取引キャッシュフローベ

クトル、債権者取引キャッシュフローベクトル） と呼ぶことにする。

一会計期間債権者取引キャッシュフローを全会計期間分並べたものを全体期間債権者取引

キャッシュフローベクトル と呼ぶことにする。



． 事業キャッシュフロー

一会計期間事業キャッシュフロー集合の要素である一会計期間要因別個別キャッシュフ

ローは、一会計期間要因別個別キャッシュフロー集合の要素であって、一会計期間出資者取

引キャッシュフロー集合の要素と一会計期間債権者取引キャッシュフロー集合の要素でない

一会計期間要因別個別キャッシュフローのすべてである。

一会計期間事業キャッシュフロー を、次の式によって定義する。

一会計期間事業キャッシュフローを 期から 期までの期間分並べたものを 期以降部分

期間事業キャッシュフローベクトル（ 期残余事業キャッシュフローベクトル、事業キャッ

シュフローベクトル） と呼ぶことにする。

一会計期間事業キャッシュフローを全会計期間分並べたものを全体期間事業キャッシュフ

ロー と呼ぶことにする。

． 分類の下でのキャッシュの残高変動方程式

式より、次の式が成り立つ。

． 集合要因別個別キャッシュフロー行列

一会計期間出資者取引キャッシュフロー、一会計期間債権者取引キャッシュフロー、一会

計期間事業キャッシュフローを 期から 期までの期間分並べたものを 期以降部分期間

集合要因別個別キャッシュフロー行列（ 期残余 集合要因別個別キャッシュフロー行列、

集合個別キャッシュフロー行列） と呼ぶことにする。

一会計期間出資者取引キャッシュフロー、一会計期間債権者取引キャッシュフロー、一会

計期間事業キャッシュフローを全会計期間分並べたものを全体期間 集合要因別個別キャッ

シュフロー行列 と呼ぶことにする。
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．キャッシュフロー価値評価

． 価値評価写像

期以降部分期間要因別個別キャッシュフローベクトル の集合｛ ｝から実数をと

る価値の集合 への写像を考える。

式の価値評価写像を、 期以降部分期間出資者取引キャッシュフローベクトル 、

期以降部分期間債権者取引キャッシュフローベクトル 、 期以降部分期間事業キャッ

シュフローベクトル の集合から実数をとる価値の集合 への写像に分けて考える。

以下では、 期以降部分期間出資者取引キャッシュフローベクトル 、 期以降部分期

間債権者取引キャッシュフローベクトル 、 期以降部分期間事業キャッシュフローベク

トル を基礎とする具体的な価値の算出に関して考察する。

． 出資者価値

期以降部分期間出資者取引キャッシュフローベクトルの集合から実数をとる価値の集合

への写像 ｛ ｝ を、次のように特定化する。

時点を基準時点とした 時点から 時点までの符号をマイナスにした一会計期間出

資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 を次の式で定義する。

式を割引出資者取引キャッシュフローモデルと呼ぶ。 は、割引出資者取引キャッ

シュフローモデルによる価値の評価値を意味する。 は、 期から 期までの符号

をマイナスにした一会計期間出資者取引キャッシュフロー の割引現在価値合計を意味

する。 を出資者価値と呼ぶ。

また、 時点を基準時点とした 時点から 時点までの符号をマイナスにした一会計期



間出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 を次の式で定義する。

を出資者経済的利潤（出資者正味現在価値）と呼ぶ。

． 債権者価値

期以降部分期間債権者取引キャッシュフローベクトルの集合から実数をとる価値の集合

への写像 ｛ ｝ を、次のように特定化する。

時点を基準時点とした 時点から 時点までの符号をマイナスにした一会計期間債

権者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 を次の式で定義する。

式を割引債権者取引キャッシュフローモデルと呼ぶ。 は、割引債権者取引キャッ

シュフローモデルによる価値の評価値を意味する。 は、 期から 期までの符

号をマイナスにした一会計期間債権者取引キャッシュフロー の割引現在価値合計を意

味する。 を債権者価値と呼ぶ。

また、 時点を基準時点とした 時点から 時点までの符号をマイナスにした一会計期

間債権者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 を次の式で定義する。

を債権者経済的利潤（債権者正味現在価値）と呼ぶ。

． 事業価値

期以降部分期間事業キャッシュフローベクトルの集合から実数をとる価値の集合への写

像 ｛ ｝ を、次のように特定化する。

時点を基準時点とした 時点から 時点までの一会計期間事業キャッシュフローの

割引現在価値合計 を次の式で定義する。

式を割引事業キャッシュフローモデルと呼ぶ。 は、割引事業キャッシュフローモ

デルによる価値の評価値を意味する。 は、 期から 期までの一会計期間事業

キャッシュフロー の割引現在価値合計を意味する。 を事業価値と呼ぶ。

また、 時点を基準時点とした 時点から 時点までの一会計期間事業キャッシュフ

ローの割引現在価値合計 を次の式で定義する。
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を事業経済的利潤（事業正味現在価値）と呼ぶ。

． 出資者価値、債権者価値、事業価値の関係

． ． 前提

事業キャッシュフローベクトルと債権者取引キャッシュフローベクトルを所与としたと

き、 式で示される出資者価値を最大化するためには、一会計期間の期末時点において企業

内にキャッシュが残っている場合、それをすべて出資者に払い戻し・配当すればよいから、

それを実行するものとする。一方、マイナスの事業キャッシュフローや債権者取引キャッ

シュフローによって、キャッシュ残高がマイナスになってしまう場合には、債務の返済不能

（デフォルト、倒産、破産、破綻、企業活動の停止）を回避するため、キャッシュ残高が

ちょうど になるところまで必要な額を、出資者が追加的に払い込むものとする。これによ

り、債権者の元本と利息は、出資者によって保証される。

以上の場合、一会計期間の期末時点においては、常に、キャッシュ残高 が となる。

なお、企業の営業活動のために必要な手持ち資金（運転資本、営業資金）としてキャッ

シュを保有する場合は、その金額については、運転資本への投資として一会計期間事業

キャッシュフロー に計上するものとする。すなわち、実際上はキャッシュとして保有

していても、それが運転資本であるならば、キャッシュ残高 からは除外されることにな

る。したがって、 式は、企業が、企業の活動に不必要である余剰なキャッシュを保有しな

いということを意味している。

以上の場合に達成される状況は、企業の自発的な解散時まで企業が破綻することなく事業

活動を継続し、かつ、その活動期間において、（所与の事業キャッシュフローベクトルと債

権者取引キャッシュフローベクトルの下では）出資者価値が最大化されているという理想的

な状況である。理想的状況は、より複雑な状況を理解・分析する上でのベンチマークとなる

から、本稿では以上のような理想的状況に関して考察する。この状況においては、事業に

よって生じたキャッシュフローから債権者に帰属するキャッシュフローを除いたものは、す

べて出資者に帰属するキャッシュフローとなる（企業内にストックとしてのキャッシュが残

ることがない）。

． ． 出資者価値、債権者価値、事業価値の一般的関係式の導出

すでに示した次の 式から、出資者価値 、債権者価値 、事業価値 の関係

式を導出する。



割引率 は共通で時間を通じて一定であるとする。

という状況では、次の式が成り立つ。

これは、 期以降部分期間 集合要因別個別キャッシュフロー行列 式における任意

の列に関する和が になるということである。

すなわち、 期以降部分期間 集合要因別個別キャッシュフロー行列 式において、

次の式が成り立つ。

割引因子 のベクトル を割引因子ベクトルと呼ぶ。

期以降部分期間 集合要因別個別キャッシュフロー行列 と割引因子ベクトル

から、次のように出資者価値 、債権者価値 、事業価値 が求められる。
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ここで、次のような行列を考える。

式により、次の式が成り立つ。

したがって、 式の行列において、任意の列に関する和は になる。

このことから、 式の次の部分の、列に関する和は になる。

したがって、 式より、 式の次の部分の列に関する和も になる。



したがって、 式および 式から、次の式が得られる。

この関係を図示すれば図 のようになる。

． ． 出資者価値、債権者価値、事業価値の全体期間における関係式の導出

すでに示した次の 式から、 時点から 時点までの企業の全体期間に関して、各

キャッシュフローから計算される価値である、出資者経済的利潤 、債権者経済的利潤

、事業経済的利潤 の関係式を導出する。

式より、次の式が成り立つ。
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式より、次の式が成り立つ。

したがって、 式および 式から、次の式が得られる。

この関係を図示すれば図 のようになる。

．会計的価値評価

． 複式記入等式

包括利益を計算する複式簿記における複式記入の基礎となる複式記入等式は次の式であ

る。

は資産、 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、

は費用（純利益減少項目）、 はその他の包括費用損失（その他の包括利益減少項

目）、 は負債、 は出資者資本、 はその他の包括利益累積額、 は出資による

キャッシュフロー、 は収益（純利益増加項目）、 はその他の包括収益利得（その他

の包括利益増加項目）である。この式を基礎にして包括利益を計算する会計が行われる。

． 所与の一般的関係式

時点における、符号をマイナスにした一会計期間出資者取引キャッシュフローの割引現

在価値合計 、符号をマイナスにした一会計期間債権者取引キャッシュフローの割引現

在価値合計 、一会計期間事業キャッシュフローの割引現在価値合計 、残余包括利

図 キャッシュフロー価値のバランスシート（全体期間）



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。

式を基礎とした会計数値を用いて企業評価を行う割引残余利益モデルにおいては、一会

計期間出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 、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 、純資産 、出資者資本 、その他の包括利益累積額 について、次

の関係式が成り立つ。

． 一般的関係式

式と 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 、図 のようになる。
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． 全体期間における所与の関係式

時点から 時点までの企業の全体期間に関する、符号をマイナスにした一会計期間出

資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 および出資者経済的利潤 、符号を

マイナスにした一会計期間債権者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 および債

権者経済的利潤 、一会計期間事業キャッシュフローの割引現在価値合計 および事

業経済的利潤 、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。

図 価値の構成・分解（一般形）

図 価値の構成・分解（一般形）



式を基礎とした会計数値を用いて企業評価を行う割引残余利益モデルにおいては、企業

の全体期間に関する、一会計期間出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計 、

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 、出資者経済的利潤 、 時点における純資

産 、出資者資本 、その他の包括利益累積額 、一会計期間出資者取引キャッ

シュフロー について、次の関係式が成り立つ。

． 全体期間における関係式

式と 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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また、 式と 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。

図 価値の構成・分解（全体期間）



．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と企業価値評価モデルの関係につい

て考察した。

本稿においては、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を前提とした割引残余利益モ

デルによる価値の評価値と、企業の各キャッシュフローから計算する価値の評価値の関係を

表す関係式を導出した。具体的には、例えば、次のことを明らかにした。特定の前提の下に

おいて、符号をマイナスにした一会計期間出資者取引キャッシュフローの割引現在価値合計

（出資者価値）と、符号をマイナスにした一会計期間債権者取引キャッシュフローの割引現

在価値合計（債権者価値）との和は、一会計期間事業キャッシュフローの割引現在価値合計

（事業価値）に等しい。また、事業価値は、債権者価値、出資者資本、残余純利益の割引現

在価値合計、その他の包括利益累積額、残余その他の包括利益の割引現在価値合計の和に等

しい。

本稿においては、企業に生じるすべての要因によるキャッシュフローに価値を対応させ

た。すなわち、企業に生じるすべての要因によるキャッシュフローを、企業と出資者との取

引によって生じるキャッシュフロー（一会計期間出資者取引キャッシュフロー）、企業と債
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図 価値の構成・分解（全体期間）



包括利益会計と企業価値評価モデル（矢部）

権者との取引によって生じるキャッシュフロー（一会計期間債権者取引キャッシュフ

ロー）、上記以外のすべてのキャッシュフロー（一会計期間事業キャッシュフロー）の 種

類に分類し、それぞれを、出資者価値、債権者価値、事業価値に対応させた。そして、それ

らと割引残余利益モデルによる、出資者資本、残余純利益の割引現在価値合計、その他の包

括利益累積額、残余その他の包括利益の割引現在価値合計との関係を明らかにした。企業の

キャッシュフローから計算する企業の価値に関しては、すべてを取り扱い（考慮外にした部

分は無く）、その中における、包括利益を前提とした割引残余利益モデルによる価値の位置

づけを示した。したがって、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価

値評価モデルである割引残余利益モデルと、企業のキャッシュフローを前提とする企業価値

評価モデルに関する基礎的な考察が一定の体系性を備えたことになる。

今後の課題は次の通りである。

本稿では、企業の所得に課税される税金については、明示的に取り扱わなかった。そのよ

うな税金の金額については、一会計期間事業キャッシュフロー に計上するものとして

おり、それによって本稿で示した結論が不適当になることはない。しかし、企業の所得（そ

の計算は会計上の利益を基礎とする）に課税される税金と企業価値の関係を、会計的企業評

価理論の観点から、より明確に理解するために、そのような税金を明示的に取り扱って考察

する必要がある。

本稿では、企業の活動期間に最終期が存在する形式（有限期間モデル）に関して考察を

行った。企業の活動期間に最終期が存在しない形式（無限期間モデル）に関しても考察を行

う必要がある。

本稿で用いた、包括利益を計算する複式簿記の数理的構造の形式は、複式簿記の数理的構

造と企業価値評価モデルの関係を考察するために、企業と出資者との取引によって生じる

キャッシュフローに関して、特別な取り扱いをした形式となっている。この形式と、通常の

複式簿記の数理的構造の形式との整合性を説明する必要がある。

また、本稿では、任意の会計期間期末時点においてキャッシュ残高を とする場合（企業

が、企業の活動に不必要である余剰なキャッシュを保有しない場合）を考察したが、キャッ

シュ残高を としない場合（企業が、企業の活動に不必要である余剰なキャッシュを保有す

る場合）についても、考察する必要がある。
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