
．はじめに

． 概 略

本稿では、企業の全体期間の観点から見た場合の複式簿記の数理的構造について考察を行

う。複式簿記の構造を理解する場合に、任意の一会計期間における計算構造のみを理解する

だけでは不十分であり、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も理

解することが必要である。そうしてはじめて、複式簿記の計算構造を完全に理解することが

できる。

企業会計では、企業がゴーイング・コンサーンであることを前提として会計を行う。すな

わち、企業会計は、企業が途中で解散することなく、永続的に営業を継続することを前提と

する。しかし、少なくとも複式簿記の構造を理解するというレベルにおいては、初めに、企

業の営業期間が有限期間である場合の複式簿記の計算構造を取り扱うべきである。複式簿記

の計算構造を完全に理解するためには、それが一番容易な方法であり、かつ、それで理論的

にも十分であると考えられるからである。有限期間といえども、例えば、千年や一万年、あ

るいは百万年というような、現実から考えると十分長い期間をとることができる。有限期間

と無限期間は本質的に異なるが、むしろ、有限期間の方が現実の描写として適切であると考

えることもできる ）。

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複式簿記の構造に

ついて考察する。 節では、企業の全体期間の観点から複式簿記の構造を考察する。 節で

は、今後の課題について述べる。

．はじめに

．部分期間の複式簿記構造

．全体期間の複式簿記構造

．おわりに

全体期間における複式簿記構造の基礎的考察

矢 部 孝太郎

）企業会計におけるゴーイング・コンサーンの前提が、そもそも、無限期間の営業期間を意味しているの
か、また、それが必要なのか、それとも、そうではないのかという点については、別に考察する必要があ
る。



． 時点（時刻）と期間（時間）

企業の全体期間の観点から複式簿記の数理的構造を考察するために、時間に関する表記を

定める必要がある。

会計帳簿には、企業の設立から解散までの取引を記録する。企業の設立時点では、会計帳

簿が開設され、企業の解散時点では、会計帳簿が閉鎖される。企業の設立から解散までの期

間を全体期間と呼ぶ。

全体期間は、一定期間（例えば、 年間）ごとの部分期間に区分され、その一定期間を単

位期間として、単位期間毎の会計が行われる。その場合、その単位期間を一会計期間とい

う。一会計期間における会計は損益計算面に注目した場合は、期間損益計算と呼ばれる。全

体期間における会計は損益計算面に注目した場合は、全体損益計算と呼ばれる。

企業の設立時点（会計帳簿の開設時点）を 時点とし、企業の解散時点（会計帳簿の閉鎖

時点）を 時点とする。企業の全体期間は［ ］である。任意の 時点から 時点まで

を一会計期間とし、その会計期間を 期とする。ただし、 時点は 期に含まれない。

期の期末時点は 時点であり、期首時点は 時点から微小時間が経過した時点である

時点である。この表記上、一会計期間は（ ］である（ 時点は含んでいな

い。）。企業の設立時点である 時点はその一時点をもって一会計期間とみなす。計算上の期

間は（ ］とする。

第 節以下では、複式簿記の数理的構造に関して、複数の変数を用いる。大部分の変数は

ストック変数とフロー変数のどちらかに分類される。ストック変数とは、ある一時点におい

て存在する量に関する変数であり、例えば、資産、負債等が該当する。フロー変数とは、あ

る一定期間の間に生じた量に関する変数であり、例えば、収益、費用等が該当する。

時間の変化を前提にしているため、変数には、時点に関する添字が付される。変数の添字

は、ストック変数に関しては 時点における値であることを示し、フロー変数に関しては

時点から 時点の期間（ ］における値であることを示す。すなわち、ストック変

数の添字が であるならば、その変数は、その変数の 時点における純額の残高金額を示

し、フロー変数の添字が であるならば、その変数は、その変数の 時点から 時点の期

間（ ］における増減金額の純額を示す。複式簿記における勘定式計算の観点から見れ

ば、各変数の金額は借方貸方差額の純額となっているということである。

整合的な記録機構である複式簿記の構造は、整合的な方程式系として定義される。以下で

は、複式簿記の基本的な数理的構造を考察していく。

．部分期間の複式簿記構造

． 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

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
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る。収益は 、費用は 、租税によるキャッシュフローは 、純損益（純利益）（会計

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。

一会計期間内で、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）方程式と言う場合、純資産（資本）が未知数であるということを意識して

いる。純資産の金額を定義する定義式であると言えるので、純資産（資本）定義式とも呼べ

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に等しい。

これは、資産の金額は、負債の金額と純資産（資本）方程式で計算した純資産（資本）の

合計に等しいということを意味している。

貸借対照表等式に基づいて貸借対照表は作成される。整合的に定義された複式簿記の構造

においては、貸借対照表等式以外の別の方程式に基づき、資産、負債、純資産（資本）の金

額が相互に独立して計算され、最終的にそれらの金額が貸借対照表等式を満たすという計算

構造が作られている ）。

． 損益法損益方程式

次の式を損益法損益方程式（損益法利益方程式）という。

損益法損益方程式（損益法利益方程式）と言う場合、純額の利益または損失を意味する損

益（利益）が未知数であるということを意識している。この式は、複式簿記における損益

）収益総額から費用総額を控除した金額あるいは期末純資産（資本）と期末元入純資産（資本）の差額の
呼称は、損益、利益、純損益、純利益、当期純損益、当期純利益、当期損益、当期利益、会計利益など複
数のものがある。損失になる可能性もあるのに非対称的に利益と呼ぶのは、企業は利益をあげるというこ
とが基本的な前提になっているからである。その場合、損失は利益がマイナスであると考えることにな
る。本稿では、この呼称について、適宜使い分ける場合があるが、収益総額から費用総額を控除した金額
あるいは期末純資産（資本）と期末元入純資産（資本）の差額という意味で同じ意味で用いている。
）複式簿記では、変数の関係を表す等式であって、等式上のすべての変数がプラスの符合となるように整
理された等式をもって、勘定式の財務諸表を定義する。そのような等式を財務諸表等式と呼ぶ。



（利益、会計利益）の基本的な定義式であり、損益（利益、会計利益）定義式とも呼べる。

この式によって、企業の一会計期間の当期純損益（当期純利益）が計算される。一会計期

間の収益総額と費用総額を比べて、当期純損益（当期純利益）を計算する方法を損益法とい

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損益方程式（損益法利益方程

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に等しい。

損益計算書等式に基づいて損益計算書は作成される。

この式により、勘定式計算における加法的減算の考え方をもって、損益（利益）を定義し

ていると考えることもできる。すなわち、勘定式の損益計算書において、借方と貸方の合計

金額が一致するように、当期純損益（当期純利益）が算定される。

． 出資者取引キャッシュフロー方程式と出資者取引計算書

通常の簿記では、純資産（資本）の変動のうち、収益、費用として記録されるものについ

ては、収益、費用の勘定に記録するが、増資、減資、配当というような出資者との取引に関

しては、直接、ストック変数である純資産の項目を変動させる。

しかし、本稿では、純資産（資本）のすべての変動の原因に対して、フロー変数を設ける

ことにする。このため、次の出資者取引キャッシュフロー方程式により、出資者取引キャッ

シュフローという変数を定義する。

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り、出資者

との取引によって企業に流出入したキャッシュの純額である。符号が ならば純額で出資者

から企業にキャッシュが移動しており、 ならば純額で企業から出資者に対してキャッシュ

が移動している。換言すると、符号が ならば出資者との取引により純額で企業にキャッ

シュが流入しており、 ならば出資者との取引により純額で企業からキャッシュが流出して

いる ）。

この式は、出資者取引キャッシュフローの定義式であり、出資者取引キャッシュフロー定

義式とも呼べる。

式の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

になるように整理すると、次の式が得られる。
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）出資者との取引と言う場合、企業に出資する主体との企業の出資、減資、配当に関する取引のみを指し
ており、出資者が営業上の取引相手に当たる場合の取引は含まないことは言うまでもない。
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この等式に基づいて、出資者との取引および出資者取引キャッシュフローに関する計算書

を作成することができる。その計算書を、出資者取引計算書と呼び、 式を出資者取引計算

書等式と呼ぶ。

この式により、勘定式計算における加法的減算の考え方をもって、出資者取引キャッシュ

フローを定義していると考えることもできる。すなわち、勘定式の出資者取引計算書におい

て、借方と貸方の合計金額が一致するように、出資者取引キャッシュフローが算定される。

． 純資産残高変動方程式

次の式を純資産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（出資者との取引）と当期純損益（損益取引）によっ

て生じる。

． 財産法損益方程式

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）と前期期末時点（ 時点）

の 時点間における純資産（資本）額の変動額を用いて、損益（利益）を計算することがで

きる。そのような当期純損益（当期純利益）の計算方法を財産法という。

式を財産法損益方程式（財産法利益方程式）という。財産法損益方程式（財産法利益方

程式）と言う場合、純額の利益または損失を意味する損益（利益）が未知数であるというこ

とを意識している。しかし、複式簿記の構造における計算アルゴリズムは、損益（利益）が

計算されて期末純資産が決定されるという決定順序となっているため、財産法損益方程式の

変数の決定順序と複式簿記の構造における変数の決定順序が逆になっていることに注意する

必要がある。

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）とは、前期期末純資産（資本）に対して、出資者取引キャッシュ

フロー（出資者との取引）による純資産（資本）の変動を考慮したものである。

このとき、財産法による利益の計算式は、次のようになる。



すなわち、当期純損益（当期純利益）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。

． 期末貸借対照表

期末時点（ 時点）の貸借対照表等式に財産法の計算式 式を代入すれば、次の式が成り

立つ。

期末時点の貸借対照表は、この式に基づいて作成することができる。すなわち、期末時点

の貸借対照表における（期末）純資産（資本）を、前期期末純資産（資本）、出資者取引

キャッシュフロー、当期純損益の合計額として表記することができる。

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。

この式と一致する形で期末時点の貸借対照表が作成することもできる。すなわち、期末時

点の貸借対照表における（期末）純資産（資本）が、期末元入純資産（資本）と当期純損益

の合計額として表記される。

． 複式記入方程式と試算表等式

以上までの式がすべて定義され与えられたとする。それらから、最後に、複式簿記におけ

る複式記入の基礎を提供する方程式を導出することができる。

そのためには、損益法で計算した当期純損益と財産法で計算した当期純損益を一致させる

ところから始める。 式と 式から、次の式を得られる。

左辺は損益法による当期純損益と等しく、右辺は財産法による当期純損益と等しい。この

式の右辺の第一項の 時点における純資産に、 式の純資産（資本）方程式を代入してすべ

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を提供する方程式であり、複式記入方程式と

呼ぶ。複式簿記では、 時点から 時点の期間（ ］の間に生じた取引・事象で

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。この記録

のルールは複式記入の原則と呼ばれる ）。

ただし、本稿では、 式上の変数である純資産 を、 時点から 時点の期間

（ ］における企業取引の記録に用いない。純資産の変動をもたらす原因については、
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）複式記入方程式を基礎とし、複式記入の原則に従い取引を記録・計算する場合、具体的な記録・計算の
方法には、階梯式計算法と勘定式計算法がある。
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すべてフロー変数を設けて記録する。そうするならば、純資産の変動は全て計算書により説

明されることになる。

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。

．全体期間の複式簿記構造

． 変 数

はじめに、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。ただし、詳細な説明は、変数が登場するところで行う。

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 、債権者取引キャッシュフローは 、債務増加を伴う

キャッシュフローは 、債務減少を伴うキャッシュフローは 、借入利子の現金支払い

によるキャッシュフローは 、租税キャッシュフローは 、納税によるキャッシュ

フローは 、事業キャッシュフローは 、事業によるキャッシュ・イン・フローは

、事業によるキャッシュ・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。

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 、事業全体収支は 、出資者取引全体収支は 、債権者取引全体収支は

、出資者取引外全体収支は 、全体会計利益は と記す。

． 資産の分類

以下での議論のために、複式記入方程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。なお、本稿

において、現金残高（現金）は貨幣（支払手段）を意味し、無利子の預金等を含むものとす

る。

貸借対照表等式は次のようになる。

． ストック変数の境界条件

企業の設立時点（会計帳簿の開設時点）である 時点では、出資者との取引により、現金

預金等の資産が増加し、資本金勘定にも増加の記録をする。同時に、銀行からの借入れがあ

る場合もある。また、営業に必要な資産を購入することもあるであろう。したがって、ス



トック変数に関しては、 時点から、変数に でない金額が記録されることがありうる。

一方、変数の添字が のフロー変数に関しては、 時点から 時点の期間（ ］に

おける増減純額を示すことから、添字が のフロー変数は、 時点から 時点の期間

（ ］における増減純額を示すことになる。定義している企業の営業期間は、 時点か

ら 時点までであるから、添字が のフロー変数は、 時点だけで生じた増減の純額を示

す。

ここで、フロー変数のうち、損益計算書等式に現れる変数については、 時点では であ

るとする。すなわち、 時点では、収益、費用が増減する企業の取引が行われないものとし

て取り扱うことにする。これにより、 時点においては、貸借対照表は作成されるが、損益

計算書は作成されないということになる。

損益計算書以外の、フロー変数に関する財務諸表については、 時点においても作成され

るものとして取り扱う。例えば、 時点における出資者との取引を説明するための 時点に

おける出資者取引計算書は作成される。

複式記入方程式上のストック変数のうち、純資産については、その期間的変動が、複式記

入方程式上のフロー変数によって記録される。資産、負債については、それらの期間的変動

は、複式記入方程式上のフロー変数によって記録されず、直接、ストック変数の増減として

把握される。

ストック変数は、 時点から、変数に でない金額が記録されることがありうる。このた

め、ストック変数の増減を計算する必要から、 時点におけるストック変数の値・金額を

と定義する必要がある。これにより、例えば、 時点の現金残高が 億円の場合は、全

体期間の観点から見て、 時点までに、現金残高の増加が 億円あったと計算することが

できる。 時点以前は、すべての変数が、 であるとする。同様に、企業の解散時点（会

計帳簿の閉鎖時点）である 時点の次の時点である 時点以降は、すべての変数が、

であるとする。

複式簿記により取引を記録する場合、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、複式記入方程式における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）は、次の通

りである。

この条件は、企業が設立された時点において、出資者取引キャッシュフローの金額と純資

産の金額が等しくなることを求める条件である。この条件を設立条件と呼ぶ。通常は、自然

にこの式が成り立つ。

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）は、次の通

りである。
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貸借対照表上の変数はすべて とならなければならない。この条件を企業解散条件（企業

清算条件）と呼ぶ。

会計帳簿上、例えば、負債のみを残して企業が解散する（会計帳簿を閉鎖する）ことは、

企業解散条件を満たさないことになる。債務免除など法的な処理の問題を解決した上で、複

式簿記記録上は、負債をゼロにして会計帳簿を閉鎖しなければならない。

． キャッシュフローの識別

． ． 企業キャッシュフロー

取引を行うことにより企業には現金の出入りが生じる。個々の現金の出入りがキャッシュ

フローである。複式簿記における取引の仕訳の観点から説明すれば、取引の仕訳をしたとき

に、借方貸方の一方に現金勘定が単一で現れる取引、借方貸方の一方あるいは両方に現金勘

定とその他の勘定が同時に現れる取引は、企業にキャッシュフローを生じさせている。

つ つのキャッシュフローを識別して把握することを前提にしたとき、企業の一定期間

（一定期間は全体期間の場合も含んでいる。）のキャッシュフローの全体の集合を企業

キャッシュフロー集合と呼ぶ。これは現金勘定の個々の記入の全体に対応している。企業

キャッシュフロー集合は、企業の一定期間のキャッシュ・イン・フローの全体の集合である

企業キャッシュ・イン・フロー集合と企業の一定期間のキャッシュ・アウト・フローの全体

の集合である企業キャッシュ・アウト・フロー集合に分けることができる。それぞれ、現金

勘定の借方への個々の記入の全体と、貸方への個々の記入の全体に対応している。

企業キャッシュ・イン・フロー集合
企業キャッシュフロー集合

企業キャッシュ・アウト・フロー集合

企業キャッシュ・イン・フロー集合の要素である個々のキャッシュフローの金額の合計を

取った値 をとし、これを企業キャッシュ・イン・フローと呼ぶ。これは、要する

に、現金勘定の期中取引に関する借方記入額合計である。

企業キャッシュ・アウト・フロー集合の要素である個々のキャッシュフローの金額の合計

を取った値を とし、これを企業キャッシュ・アウト・フローと呼ぶ。これは、要す

るに、現金勘定の期中取引に関する貸方記入額合計である。

企業キャッシュフロー集合の要素である個々のキャッシュフローの金額の合計を取った値

を とし、これを企業キャッシュフローと呼ぶ（本稿において、キャッシュフローの金



額の合計をとる、と言う場合、キャッシュ・イン・フローならばプラス、キャッシュ・アウ

ト・フローならばマイナスと考えて合計を取ることを意味するものとする。）。要するに、

は、一定期間の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）である。

当然、次の式が成り立つ。

一会計期間における企業の現金残高の変動は次の式によって示される。

． ． 企業キャッシュフローの分類

企業の一定期間のキャッシュフローの全体の集合である企業キャッシュフローを次のよう

に分類・振り分けすると議論のために都合がよい。すなわち、出資者との取引によって生じ

たキャッシュフローの集合、債権者との取引によって生じたキャッシュフローの集合、税務

当局との間で納税に関して生じたキャッシュフローの集合、そして、それら つのキャッ

シュフローの集合を、企業の一定期間のキャッシュフローの全体の集合（企業キャッシュフ

ロー集合）から取り除いて残るキャッシュフローの集合である。これらの集合を、順に、出

資者取引キャッシュフロー集合、債権者取引キャッシュフロー集合、租税キャッシュフロー

集合、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集合

債権者取引キャッシュフロー集合
企業キャッシュフロー集合

租税キャッシュフロー集合

事業キャッシュフロー集合

出資者取引キャッシュフロー集合の要素である出資者との取引によって生じたキャッシュ

フローの金額の合計を取った値を とし、これを出資者取引キャッシュフローと呼ぶ。

出資者取引キャッシュフロー は、具体的に、次の式によって定義される。

第 節と同じであるため、繰り返しになるが、 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である ）。

債権者取引キャッシュフロー集合の要素である債権者との取引によって生じたキャッシュ
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）出資者との取引によるキャッシュフローについて、理想的な市場を前提とするならば、現物出資は、出
資者から現金による出資があり、ただちに市場で現物を購入することと同等である。現物による減資、配
当は、出資者は企業から現金による払い戻し、配当を受け、ただちに市場で現物を購入することと同等で
ある。
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フローの金額の合計を取った値をとし、これを債権者取引キャッシュフローと呼ぶ。債権者

取引キャッシュフローは、具体的に、次の式によって定義される。

ここで、 は債務増加を伴うキャッシュフロー、 は債務減少を伴うキャッシュフ

ロー、 は借入利子の現金支払いによるキャッシュフローである。

租税キャッシュフロー集合の要素である税務当局との間で納税に関して生じたキャッシュ

フローの金額の合計を取った値を とし、これを租税キャッシュフローと呼ぶ。租税

キャッシュフローは 、具体的に、次の式によって定義される。

は納税によるキャッシュフローである。ここでの租税は、例えば、法人税のよう

に、簿記・会計上の費用とは区別される租税である。

事業キャッシュフロー集合の要素であるキャッシュフローの金額の合計を取った値を

とし、これを事業キャッシュフローと呼ぶ。事業キャッシュフローは、具体的に、次

の式によって定義される。

は事業によるキャッシュ・イン・フローであり、企業キャッシュ・イン・フロー集

合の要素である個々のキャッシュフローの金額の合計を取った値 から、出資による

キャッシュフロー 、債務増加を伴うキャッシュフロー を差し引いた金額である。

は事業によるキャッシュ・アウト・フローであり、企業キャッシュ・アウト・フ

ロー集合の要素である個々のキャッシュフローの金額の合計を取った値 から、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 、債務減少を伴うキャッ

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 、納税によるキャッ

シュフロー を差し引いた金額である。

定義により、次の式が成り立つ。

式と 式から、次の式が成り立つ。



以上のキャッシュフローの分類は次のように言うことができる。すなわち、一会計期間の

期中取引に関する現金勘定へのすべての増加記入・減少記入を、議論の目的に沿った分類

に、 次的に分類し直しただけである。

なお、以下での議論のために、債権者取引キャッシュフロー と事業キャッシュフ

ロー の合計を出資者取引外キャッシュフロー と定義する。これにより、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 に分けられることになる。まとめると次のように表される。

． 全体期間における変数の性質

． ． 全体期間における企業キャッシュフローの性質

以下では、全体期間における変数の性質について確認する。はじめに、全体期間における

企業キャッシュフローの性質について確認する。

式の通時的合計をとれば、次の式が得られる。

また、 式の通時的合計をとれば、次の式が得られる。

一会計期間における企業の現金残高の変動は 式によって示されるが、現金残高 は、

計算上、 時点において であり、 式より 時点において であることが求められてい

る。

この条件を満たす為に、全体期間で見た場合、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・フローの合計額は等しくなければならない。

したがって、 と 式から、次の式が成り立つ。

また、 と 式から、次の式が成り立つ。
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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 である。

． ． 事業キャッシュフローの分配

式から、次の式が導かれる。

すなわち、事業キャッシュフロー の 時点から 時点までの通時的合計（事業全

体収支 ）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債権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（債権者取引全体収支 ）にマイナス

の符号を付けた値の和に等しい。

これは、全期間を通して見た場合、事業キャッシュフローの全期分合計は、出資者取引

キャッシュフローの全期分合計と債権者取引キャッシュフローの全期分合計に分配されると

いうことである。換言すると、全期間の事業によって生み出された純額のキャッシュは、出

資者と債権者に分配されるということを意味している。

． ． 出資者取引全体収支と出資者取引外全体収支

式と 式から、次の式が導かれる。

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 ）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 ）にマイナスの符号を付けた値と等しい。

． ． 全体会計利益と出資者取引全体収支

次に全体期間における会計利益（純損益、純利益） 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、会計利益 の 時点から 時点までの通時的合計（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。基本的な複式簿記の構造における純損益

（純利益）の計算では、収益から費用と税金を差し引く。そして、その費用の中には、支払

利息が含まれている。すなわち、債権者に対する支払利息と税務当局に対する租税を差し引

いて純損益（純利益）の計算をしている ）。このため、その計算によって、求められる純

損益（純利益）は、出資者に帰属するという性質を持つことになる。このため、全体期間で

見た場合、 式で示されるように、複式簿記において計算される純損益（純利益）の通時的

合計額すなわち全体会計利益と同じ金額のキャッシュが、出資者に対する支出として、企業

から流出することになる。

． ． 全体会計利益と出資者取引外全体収支

式から、次の式が導かれる。

すなわち、会計利益 の 時点から 時点までの通時的合計（全体会計利益 ）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。言い換えると、全体会計利益 は、債権者取引キャッシュフ

ローの全期分合計と事業キャッシュフローの全期分合計の合計に等しい。

．おわりに

本稿では、企業の全体期間の観点から見た場合の複式簿記の数理的構造について考察し

た。複式簿記の計算構造の完全な理解と把握のために、任意の一会計期間における複式簿記

の計算構造と企業の全体期間における複式簿記の計算構造の双方を考察した。

考察の結果、複式簿記の変数が持つ全体期間における性質を明らかにした。すなわち、一

会計期間におけるすべてのキャッシュフローを全体期間分合計した値が持つ性質、事業に

よって生じたキャッシュフローの全体期間分合計した値が、全体期間で見て、出資者と債権

者に対して分配されるという性質、出資者との取引によって生じたキャッシュフローと出資

者との取引以外の取引によって生じたキャッシュフローそれぞれの全体期間分の合計の値の

関係に関する性質、会計利益 の全体期間分の合計値と、出資者との取引によって生じた

キャッシュフローの全体期間分の合計値の関係に関する性質、そして、会計利益 の全体

期間分の合計値と、債権者との取引によって生じたキャッシュフローの全体期間分の合計値

および事業によって生じたキャッシュフローの全体期間分の合計値の関係に関する性質を明

らかにした。

本稿では、一会計期間における企業のキャッシュフローについて、 つの分類の仕方を提
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示した。分類の仕方には他のものも考えられることから、他の分類の仕方の検討を通じて、

本稿で示した分類の仕方の妥当性を検討することが、今後の課題である。

複式簿記の基本的な計算とキャッシュフローの分類は、基本的な複式簿記構造内の変数が

繋がるのと同じレベルでは繋がらない。基本的な複式簿記の計算が一次的な計算であるとす

ると、キャッシュフローの分類は二次的な計算であるからである。この点について、より詳

しく検討することも、今後の課題である。

参考文献

斉藤静樹［ ］ 企業会計とディスクロージャー（第 版） 東京大学出版会。

瀧田輝己［ ］ 財務諸表論〔総論〕 千倉書房。

瀧田輝己［ ］ 簿記学 同文舘。

瀧田輝己編［ ］ 複式簿記 根本原則の研究 白桃書房。

武田隆二［ ］ 簿記 税務経理協会。

山桝忠恕［ ］ 複式簿記原理（新訂版） 千倉書房。

本研究は科研費（課題番号 ）の助成を受けたものです。ここに深く感謝申し上げます。




