
．はじめに

本稿では、純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を

前提にして、その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理の複式簿記レベ

ルでの計算構造を詳細に検討する。その他の包括利益のリサイクリングは、過年度に計上し

たその他の包括利益の金額を、それ以降の期において純利益に再計上する会計計算・会計処

理である。純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を用

いる、純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する会計においても、その他の包括

利益のリサイクリングを行う場合と行わない場合とがありうる。本稿では、純利益、その他

の包括利益および包括利益を計算し、かつ、その他の包括利益のリサイクリングという会計

計算・会計処理を行う場合に必要な最小限の構造として構成される複式簿記の数理的構造を

明らかにし、また、純利益、その他の包括利益および包括利益を計算するが、その他の包括

利益のリサイクリングという会計計算・会計処理は行わない場合に必要な最小限の構造とし

て構成される複式簿記の数理的構造を明らかにする。

本稿の目的ないし意義は、以下の つのようにまとめることができる。

実現利益、未実現利益、リスクからの解放概念、純利益概念、包括利益概念、利益観、意

思決定有用性等の概念等を用いる会計上の認識・測定に関する会計理論レベルで、その他の

包括利益のリサイクリングを検討するためには、その他の包括利益のリサイクリングの複式

簿記レベルでの計算構造をまず明らかにしておかなければならない。本稿では、会計上の認

識・測定に関する会計理論レベルでのその他の包括利益のリサイクリングに関する理論的検

討を正確に行うために必要な複式簿記構造レベルでの基礎的数理構造を明確にすることを目

的とする。

純利益のみを計算する複式簿記の数理的構造と、純利益、その他の包括利益および包括利

益を計算する複式簿記の数理的構造は、その構造が異なっている。純利益、その他の包括利
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益および包括利益を計算する複式簿記の数理的構造では、その他の包括利益のリサイクリン

グを行う会計処理が存在しているが、純利益のみを計算する複式簿記の数理的構造において

はリサイクリングと同種同様の会計計算・会計処理は行われていなかったと言える。純利益

のみを計算する複式簿記の数理的構造におけるリサイクリングと同種同様の会計計算・会計

処理の実行可能性の検討も含めて、両者の複式簿記の数理的構造の全体像を正確に理解する

ためには、その他の包括利益のリサイクリングの複式簿記構造レベルでの計算構造を明らか

にする必要がある。このような複式簿記構造の簿記学的研究も本稿の目的である。

会計情報をインプットデータとして企業価値を計算する会計的企業評価の方法に、純利

益、その他の包括利益および包括利益を計算する会計の会計数値を使用する割引残余利益モ

デルがある。割引残余利益モデルにおいて、その他の包括利益のリサイクリングを行うか行

わないかによって、企業価値がどのような影響を受けるのか、あるいは、どのような会計的

企業評価モデルが適切なのかといった問題を検討するためには、その他の包括利益のリサイ

クリングの複式簿記構造レベルでの計算構造を明らかにする必要がある。そして、純利益、

その他の包括利益および包括利益を計算する会計を前提とする会計的企業評価モデルの詳細

を明らかにすることは、純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する会計および、

その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理の意思決定有用性の検討のた

めの基礎資料の提供につながるといえる。このような点も本稿の目的である。

本稿の構成は以下の通りである。 節では、その他の包括利益のリサイクリング、振替、

クリーンサープラス関係という用語の定義と 節での考察に用いる設例について説明する。

節では、その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理の複式簿記上の数

理的構造について、設例を用いて説明し、そこから一般論を考察し、説明する。 節では、

今後の課題について述べる。

．リサイクリング、振替、クリーンサープラス関係

． その他の包括利益のリサイクリングの定義

過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利益の金額を、それ以降の会計

期間において、フロー項目としての純利益の金額に再計上することを、その他の包括利益の

リサイクリング（ ）と定義し、その再計上した金額を再分類調整（再組替調整）

（額）（ ）と定義する。

過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利益の金額を、それ以降の会計

期間において、フロー項目としての純利益の金額に再計上しないことを、その他の包括利益

のノンリサイクリング（ ）と定義する。

． 設例

その他の包括利益のリサイクリングに関する複式簿記レベルの会計計算の構造を検討する

上で、説明の便宜として、 つの数値例を用いる。数値例における数値は記号を用いて一般

化の程度を高めることも可能であるが、ここでは、具体的な つの数値を用いることとす
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る。設例は次の通りである。

【設例】

第 期期首に会社を設立し、株式を発行し、払込金の現金 を資本金とした。

第 期期首に、評価益をその他の包括利益に計上する種類の株式を取得し（対価は現金払

い）、第 期期末にその株式をすべて売却した。取得原価、時価については、以下の通りで

ある。

第 期期首 時価 株式を取得

第 期期末 時価 保有継続

第 期期末 時価 保有継続

第 期期末 時価 保有継続

第 期期末 時価 保有継続

第 期期末 時価 売却

これら以外の取引はなかったものとする。

この一連の取引について、各期の純利益、その他の包括利益、包括利益および純資産の構

成要素の各項目の金額に関する複式簿記レベルでの会計計算について考察する。

． その他の包括利益のリサイクリングの定義

． 節で示した、その他の包括利益のリサイクリングとノンリサイクリングの定義に基

づき、 ． 節で示した、設例を用いて、その他の包括利益のリサイクリングとノンリサイ

クリングの具体例を示すと表 、表 、表 のようになる。

その他の包括利益のリサイクリングとは、過年度において計上したフロー項目としてのそ

表 リサイクリング（ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

表 リサイクリング（ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

表 ノンリサイクリング

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益



の他の包括利益の金額を、それ以降の会計期間において、フロー項目としての純利益の金額

に再計上することであるから、その他の包括利益のリサイクリングを行っているか、あるい

はノンリサイクリングであるかということは、各期の純利益とその他の包括利益の時間軸上

の流列、換言すると、純利益のベクトルとその他の包括利益のベクトルによって定まる。

リサイクリングには、 通りの方法が考えられ、表 のリサイクリング（ ）と表 のリ

サイクリング（ ）のようになる（ただし、全額未満の金額のみをリサイクリングする場合

や、売却時点よりも将来の時点でリサイクリングする場合、数期にわたって分割してリサイ

クリングする場合などを除く。）。すなわち、過年度において計上したフロー項目としてのそ

の他の包括利益の金額を、それ以降の会計期間において、フロー項目としての純利益の金額

に再計上することは同じであるが、その再計上する金額を、再計上時点において、フロー項

目としてのその他の包括利益の金額から控除する形で計上する方法（リサイクリング

（ ））と、その再計上する金額を、再計上時点において、フロー項目としてのその他の包

括利益の金額から控除する形では計上せずに、ストック項目としての純資産額の金額をフ

ロー項目としての純利益の金額に振り替える方法（リサイクリング（ ））が考えられる。

なお、ここでは、過年度において計上したその他の包括利益の金額を、当期において、純

利益の金額に再計上し、その再計上する金額を、次期以降の将来時点において、その他の包

括利益の金額から控除する形で計上する場合は、除外している。

． つのタイプ

会計計算上基礎とする（最小化した構造の）複式簿記構造において、純資産の構成要素と

してその他の包括利益累計額を設けるか、設けないかの違いと、その他の包括利益のリサイ

クリングを行うか、行わないかの違いによって、考察の対象を つのタイプに分類する。

タイプ その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行う場合

タイプ その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行わない場合

タイプ その他の包括利益累計額を設けない場合・リサイクリングを行う場合

タイプ その他の包括利益累計額を設けない場合・リサイクリングを行わない場合

本稿では、 ． 節で示した設例を用いつつ、この つのタイプのうちの、タイプ とタ

イプ について、その複式簿記構造と会計計算を検討する。具体的な検討は 節で行う。

そのそれぞれのタイプ毎の複式簿記の数理的構造は、そのタイプの計算のみを実行可能に

することを前提にして、それ以外の計算の可能性は含めないように最小化した構造となるよ

うに定式化することとする。これによって、それぞれのタイプ毎に必要とされる最小限の複

式簿記の数理的構造を明確にすることができる。

． 振替 の概念の拡張

複式簿記における振替は、ある勘定の勘定残高の金額の一部または全部を、他の勘定に移

すことであり、移す元の勘定についてその残高を減少させるために減額記入を行い、同時に

同額の金額を、移す先の勘定に増額記入を行ってその残高を増額する処理のことである。振

替の概念のレベルでは、勘定の属性毎のプラス残高、マイナス残高ということは無関係とな

る。ストック勘定、フロー勘定という観点も含めて振替の一例を挙げると次の通りである。
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仕掛品勘定から製品勘定への振替 ストック勘定からストック勘定への振替

固定資産の勘定から減価償却費勘定への振替 ストック勘定からフロー勘定への振替

売上勘定から損益勘定への振替 フロー勘定からフロー勘定への振替

損益勘定から繰越利益剰余金勘定への振替 フロー勘定からストック勘定への振替

この節では、その他の包括利益のリサイクリングの説明を行うが、その説明においては便

宜上、過去にプラスのその他の包括利益の金額を計上し、その金額を、リサイクリングを行

う期において、プラスの純利益に再計上するという場合を前提にして、増加、減少、増額、

減額という言葉の用い方をすることとする。

その他の包括利益のリサイクリングという会計計算は、過年度においてフロー項目である

その他の包括利益として包括利益計算書で報告され、ストック項目である純資産の構成要素

（その他の包括利益累計額、留保利益など）に算入されている残高について、リサイクリン

グを行う時点において、その金額の一部または全部を、フロー項目である純利益に再計上

し、損益計算書・包括利益計算書で報告し、ストック項目である留保利益に算入する会計処

理である。

このような、その他の包括利益のリサイクリングという会計計算は、リサイクリングを行

う期についてのみ注目し、かつ勘定残高の変動の最初と最後に注目すれば、過年度に計上さ

れたその他の包括利益に対応するストック項目としての純資産の構成要素の残高を、ストッ

ク項目としての留保利益に振り替える処理であると言え、また、リサイクリングによって再

計上した純利益を留保利益に算入する部分を除いて考えれば、過年度に計上されたその他の

包括利益に対応するストック項目としての純資産の構成要素の残高を、フロー項目としての

純利益に振り替える処理であると言える。

その振替の処理のためには、 過年度に計上したその他の包括利益に対応する純資産の構

成要素の勘定（項目）に減額記入し、同時に同額を、 純利益に増額記入する必要がある。

ここで、 純利益に増額記入する と記しているが、正確には、純利益を増加させるため

に、収益の勘定に増額記入か、費用の勘定に減額記入するかのどちらかあるいは両方のこと

である。本稿では、記述の簡単のために、純利益を増額（減額）計上するために、収益の勘

定に増額（減額）記入か、費用の勘定に減額（増額）記入するかのどちらかあるいは両方を

行うことを、 純利益に増額（減額）記入する と記すことがある。また、同じく、本稿で

は、記述の簡単のために、その他の包括利益を増額（減額）計上するために、その他の包括

利益増加項目の勘定に増額（減額）記入か、その他の包括利益減少項目の勘定に減額（増

額）記入するかのどちらかあるいは両方を行うことを、 その他の包括利益に増額（減額）

記入する と記すことがある。

一般に、純資産の構成要素を増減させる勘定残高の操作方法には つある。 つは、 ス

トック項目である純資産の構成要素の勘定に増減金額を直接記入する方法である。もう つ

は、 ストック項目である純資産の構成要素の勘定残高の変動を記録するためのフロー項目

の勘定を設定し、そのフロー項目の勘定に増減金額を記入する方法である。この方法では、

そのフロー項目の残高をストック項目である純資産の構成要素の勘定に振り替える処理を追

加的に行うことになる。

その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理上の振替処理における、



の過年度に計上したその他の包括利益に対応する純資産の構成要素の勘定（項目）に減額記

入するためにも、 と の つの方法のどちらかを用いることとなる。すなわち、 の方法

に基づき、過年度に計上したその他の包括利益に対応する純資産の構成要素の勘定に直接、

減額記入するか、 の方法に基づき、その純資産の構成要素の勘定の変動を記録するための

フロー項目の勘定（純利益、その他の包括利益など。さらに正確には、収益、費用、その他

の包括利益増加項目、その他の包括利益減少項目など。）に減額記入するか、のどちらかを

行うこととなる。

一方、その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理上の振替処理におけ

る、 の純利益に増額記入するための方法は、 の方法に基づき、フロー項目である純利益

の勘定に増額記入する方法のみとなる。これは、その他の包括利益のリサイクリングの定義

上、その他の包括利益のリサイクリングを行う際には、純利益を計上しなければならないた

め、初めから、 の方法に基づく、留保利益勘定に直接記入するという方法は無関係になる

からである。

本稿では、その他の包括利益のリサイクリングによって、過年度に計上したその他の包括

利益の金額に対応する純資産の構成要素の残高を、リサイクリングを行う期において、その

期のフロー項目としての純利益あるいはその金額に対応するストック項目としての留保利益

に金額に移すことを振替と呼ぶこととする。また、そのための会計処理である、 過年度に

計上したその他の包括利益に対応する純資産の構成要素の勘定（項目）に減額記入し、 純

利益に増額記入する処理を、振替と呼ぶこととする。

その他の包括利益に対応する純資産の構成要素の勘定から純利益への振替

ストック勘定からフロー勘定への振替

その他の包括利益に対応する純資産の構成要素の勘定から留保利益への振替

ストック勘定からストック勘定への振替

これらは、通時的な観点からすれば、過年度に計上したフロー項目としてのその他の包括

利益の金額を、リサイクリングを行う期において、フロー項目としての純利益の金額に振り

替えていると見ることもできるから、この意味についても、振替と呼ぶこととする。

過年度のその他の包括利益から当年度の純利益への振替

フロー勘定からフロー勘定への振替

また、純資産の構成要素の勘定（項目）間で、勘定残高を振り替えることも振替であり、

その振替による金額の変化は、計数の変動とも呼ばれる。一例を挙げると次の通りである。

利益剰余金の勘定から資本金勘定への振替 ストック勘定からストック勘定への振替

本稿では、その他の包括利益に関する会計計算上の、ストック項目であるその他の包括利

益累計額から、ストック項目である留保利益への直接的な振替も、振替という。

その他の包括利益累計額勘定から留保利益への振替

ストック勘定からストック勘定への振替

． クリーンサープラス関係の定義

本稿では、純資産の構成要素の項目を分類する場合、考察に必要な最小限の細分化とし

て、純資産を株主資本（株主持分）とその他の包括利益累計額に分類し、株主資本（株主持
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その他の包括利益 のリサイクリングの会計計算構造（矢部）

分）を払込資本、留保利益に分類するという分類法を用いる。そこで、本稿では便宜的に、

純資産のうちの払込資本以外の部分（留保利益およびその他の包括利益累計額）をサープラ

スと定義することとする。

純資産のうちの払込資本以外の部分（サープラス）のすべての項目について、その残高

の、資本（純資産）取引以外による期間変動額が、ストック項目である純資産の構成要素の

項目の残高変動を記録するために設定されたフロー項目の勘定に記録され、そのフロー項目

の勘定残高をまとめたフロー項目を説明する財務諸表で報告されるとき、クリーンサープラ

ス関係が成立していると定義することとする。

．考 察

． タイプ についての検討 タイプ （ ）

タイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行う場合）について

検討する。タイプ は、会計計算上基礎とする（最小化した構造の）複式簿記構造におい

て、純資産の構成要素としてその他の包括利益累計額を設け、かつ、その他の包括利益のリ

サイクリングを行う場合である。タイプ については、会計計算・会計数値のパターンにつ

いて 種類のものが考えられる。したがって、タイプ については、タイプ （ ）とタイ

プ （ ）に分けて考察する。

設例による、タイプ （ ）の、各期の純利益、その他の包括利益、包括利益および純資

産の構成要素の各項目の金額は表 のようになる。表 の場合の複式簿記構造・会計計算シ

ステムをタイプ （ ）の計算体系と呼ぶ。

第 期から第 期までの評価益が、フロー項目であるその他の包括利益として、フロー項

目を説明する包括利益計算書で報告され、その金額は、ストック項目であるその他の包括利

益累計額に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括

利益累計額残高が報告される。第 期では、株式の取得原価と時価の差額 を売却益とす

ることを前提にするとき、その売却益 が、フロー項目である純利益として、フロー項目

表 タイプ （ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

純資産

株主資本

払込資本

留保利益

その他の包括利益累計額

資産



を説明する損益計算書等で報告され、その金額は、ストック項目である留保利益・株主資本

に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残

高が報告される。このとき、売却益を株式の取得原価と時価の差額とすること自体によっ

て、過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利益の金額の合計 を、第

期において、フロー項目としての純利益の金額に再計上することとなっている。すなわち、

定義上のその他の包括利益のリサイクリングを行っている。そして、そのリサイクリングを

行う金額すなわち再分類調整額 は、その他の包括利益 として、包括利益計算書で報告

され、その金額は、ストック項目であるその他の包括利益累計額から控除されて、貸借対照

表・財政状態計算書でその他の包括利益累計額の最終的な残高が報告される。

このタイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行う場合）にお

ける、タイプ （ ）の、会計計算上の基礎となる（最小化した構造の）複式簿記構造は、

次の体系となる。

［貸借対照表等式］ （ ）

［純資産構成定義式］ （ ）

［株主資本構成定義式］ （ ）

［払込資本残高変動方程式］ （ ）

［留保利益残高変動方程式］ （ ）

［出資者取引キャッシュフロー定義式］ （ ）

［株主資本残高変動方程式］ （ ）

［その他の包括利益累計額残高変動方程式］ （ ）

［純資産残高変動方程式］ （ ）

［包括利益定義式］ （ ）

［損益法純利益方程式］ （ ）

［損益法その他の包括利益方程式］ （ ）

ここで、 は資産、 は負債、 は純資産、 は株主資本・株主持分（出資者資

本・持分）、 はその他の包括利益累計額、 は払込資本、 は留保利益（株主資

本から払込資本を除いたすべての部分）、 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、 は出資者取引キャッ

シュフロー、 は純損益（純利益）（会計利益）、 はその他の包括利益、 は包括利

益、 は収益（純損益貸方項目・純損益増加項目）、 は費用（純損益借方項目・純損益

減少項目）、 は費用と区別される租税、 はその他の包括利益貸方項目（その他の

包括収益利得・その他の包括利益増加項目）、 はその他の包括利益借方項目（その他

の包括費用損失・その他の包括利益減少項目）である。これらの変数の記号の意味は、以下

で使用する場合も同一である。

（ ） （ ）式からなる複式簿記構造と同値な複式記入等式（試算表等式）

は次の（ ）式となる。この式がこの体系を会計記録に用いるときの複式記録の基礎
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となる。（なお、この式は、純資産の構成項目の変動についてはすべて純資産の変動内容を

記録するフロー変数に記録する体系となっており、複式記入の内容のどちらかあるいは両方

にストック変数である純資産の構成項目が直接記入されないことを前提としている。このた

め、試算表等式に、配当、出資、減資を表す勘定科目が入っている。このことについては、

タイプ （ ）以外の構造についても同じである。）

［複式記入等式（試算表等式）］

（ ）

この体系は、フロー項目である純利益をフロー項目を説明する損益計算書・包括利益計算

書で報告し、フロー項目であるその他の包括利益をフロー項目を説明する包括利益計算書で

報告し、純利益をストック項目である留保利益・株主資本に算入し、ストック項目を説明す

る貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残高を報告し、その他の包括利益をス

トック項目であるその他の包括利益累計額に算入し、ストック項目を説明する貸借対照表・

財政状態計算書でその他の包括利益累計額残高を報告する体系である。

この体系におけるその他の包括利益のリサイクリングの会計計算では、過年度に計上され

たその他の包括利益に対応するストック項目としてのその他の包括利益累計額の残高を、フ

ロー項目である純利益に振り替えるために、その金額を純利益に再計上するとともに、ス

トック項目の純資産の構成要素であるその他の包括利益累計額の変動を記録するためのフ

ロー項目であるその他の包括利益の勘定に記入することとなる。その金額は、フロー項目を

説明する包括利益計算書で報告される。

この体系では、本稿の定義によるクリーンサープラス関係が成立している。すなわち、こ

の体系では、その他の包括利益のリサイクリング以外について、純資産のうちの払込資本以

外の部分である、留保利益とその他の包括利益の期間変動額の内容を表す項目が、それぞれ

損益計算書・包括利益計算書および包括利益計算書で報告されており、かつ、その他の包括

利益のリサイクリングについて、リサイクリングする再分類調整額に関する、その他の包括

利益累計額の変動は包括利益計算書で報告されているからである。

． タイプ についての検討 タイプ （ ）

タイプ は、会計計算上基礎とする（最小化した構造の）複式簿記構造において、純資産

の構成要素としてその他の包括利益累計額を設け、かつ、その他の包括利益のリサイクリン

グを行う場合であった。設例による、タイプ （ ）の、各期の純利益、その他の包括利

益、包括利益および純資産の構成要素の各項目の金額は表 のようになる。表 の場合の複

式簿記構造・会計計算システムをタイプ （ ）の計算体系と呼ぶ。



第 期から第 期までの評価益が、フロー項目であるその他の包括利益として、フロー項

目を説明する包括利益計算書で報告され、その金額は、ストック項目であるその他の包括利

益累計額に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括

利益累計額残高が報告される。第 期では、株式の取得原価と時価の差額 を売却益とす

ることを前提にするとき、その売却益 が、フロー項目である純利益として、フロー項目

を説明する損益計算書等で報告され、その金額は、ストック項目である留保利益・株主資本

に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残

高が報告される。したがって、過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利

益の金額の合計 を、第 期において、フロー項目としての純利益の金額に再計上してお

り、定義上のその他の包括利益のリサイクリングを行っている。リサイクリングを行う金額

すなわち再分類調整額 については、その他の包括利益 を包括利益計算書で報告するの

ではなく、直接的に、ストック項目であるその他の包括利益累計額から控除する形で、その

金額をフロー項目である純利益に振り替える。その他の包括利益累計額の変動 は、包括

利益計算書ではなく、株主資本等変動計算書・株主持分変動計算書で報告されることとな

る。貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括利益累計額の最終的な残高が報告される。

このタイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行う場合）にお

ける、タイプ （ ）の、会計計算上の基礎となる（最小化した構造の）複式簿記構造は、

次の体系となる。
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表 タイプ （ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

その他の包括利益累計額の

振替による増減

純資産

株主資本

払込資本

留保利益

その他の包括利益累計額

資産
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［貸借対照表等式］ （ ）

［純資産構成定義式］ （ ）

［株主資本構成定義式］ （ ）

［払込資本残高変動方程式］ （ ）

［留保利益残高変動方程式］ （ ）

［出資者取引キャッシュフロー定義式］ （ ）

［株主資本残高変動方程式］ （ ）

［その他の包括利益累計額残高変動方程式］ （ ）

［純資産残高変動方程式］ （ ）

［包括利益定義式］ （ ）

［損益法純利益方程式］ （ ）

［損益法その他の包括利益方程式］ （ ）

ここで、 は、その他の包括利益累計額から純利益への残高振替額である。

（ ） （ ）式からなる複式簿記構造と同値な複式記入等式（試算表等式）

は次の（ ）式となる。この式がこの体系を会計記録に用いるときの複式記録の基礎と

なる。

［複式記入等式（試算表等式）］

（ ）

この体系は、フロー項目である純利益をフロー項目を説明する損益計算書・包括利益計算

書で報告し、フロー項目であるその他の包括利益をフロー項目を説明する包括利益計算書で

報告し、純利益をストック項目である留保利益・株主資本に算入し、ストック項目を説明す

る貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残高を報告し、その他の包括利益をス

トック項目であるその他の包括利益累計額に算入し、ストック項目を説明する貸借対照表・

財政状態計算書でその他の包括利益累計額残高を報告する体系である。

この体系におけるその他の包括利益のリサイクリングの会計計算では、過年度に計上され

たその他の包括利益に対応するストック項目としてのその他の包括利益累計額の残高を、フ

ロー項目である純利益に振り替えるために、その金額を純利益に再計上するとともに、ス

トック項目であるその他の包括利益累計額の勘定に直接記入することとなる。その金額は、

フロー項目を説明する株主資本等変動計算書・株主持分変動計算書で報告される。

この体系では、本稿の定義によるクリーンサープラス関係が成立していない。この体系で

は、その他の包括利益のリサイクリング以外については、純資産のうちの払込資本以外の部

分である、留保利益とその他の包括利益の期間変動額の内容を表す項目が、それぞれ損益計

算書・包括利益計算書および包括利益計算書で報告されている。しかし、その他の包括利益

のリサイクリングについては、リサイクリングする再分類調整額に関する、その他の包括利

益累計額の変動が包括利益計算書で報告されていない。このため、クリーンサープラス関係

が成立していない。



． タイプ についての検討 タイプ （ ）

タイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行わない場合）につ

いて検討する。タイプ は、会計計算上基礎とする（最小化した構造の）複式簿記構造にお

いて、純資産の構成要素としてその他の包括利益累計額を設け、かつ、その他の包括利益の

リサイクリングを行わない場合である。タイプ については、会計計算・会計数値のパター

ンについて 種類のものが考えられる。したがって、タイプ については、タイプ （ ）

とタイプ （ ）に分けて考察する。

設例による、タイプ （ ）の、各期の純利益、その他の包括利益、包括利益および純資

産の構成要素の各項目の金額は表 のようになる。表 の場合の複式簿記構造・会計計算シ

ステムをタイプ （ ）の計算体系と呼ぶ。

第 期から第 期までの評価益が、フロー項目であるその他の包括利益として、フロー項

目を説明する包括利益計算書で報告され、その金額は、ストック項目であるその他の包括利

益累計額に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括

利益累計額残高が報告される。第 期では、株式の第 期期首時点での帳簿価額 と時価

の差額 を売却益とすることを前提にし、その売却益 が、フロー項目である純利益と

して、フロー項目を説明する損益計算書等で報告され、その金額は、ストック項目である留

保利益・株主資本に算入され、留保利益・株主資本残高がストック項目を説明する貸借対照

表・財政状態計算書で報告される。このとき、売却益を株式の帳簿価額と時価の差額とする

こと自体によって、過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利益の金額の

合計 を、第 期において、フロー項目としての純利益の金額に再計上しないこととなって

いる。すなわち、定義上のその他の包括利益のノンリサイクリングとなっている。このタイ

プ （ ）の計算体系では、最小限の形の複式簿記構造であるとその他の包括利益累計額残

高がそのまま残り続けることになるので、その他の包括利益累計額から留保利益に残高を振

り替えるためのパスが必要になるとも言える。貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括

利益累計額の最終的な残高が報告される。

このタイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行わない場合）

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

表 タイプ （ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

純資産

株主資本

払込資本

留保利益

その他の包括利益累計額

資産
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における、タイプ （ ）の、会計計算上の基礎となる（最小化した構造の）複式簿記構造

は、次の体系となる。

［貸借対照表等式］ （ ）

［純資産構成定義式］ （ ）

［株主資本構成定義式］ （ ）

［払込資本残高変動方程式］ （ ）

［留保利益残高変動方程式］ （ ）

［出資者取引キャッシュフロー定義式］ （ ）

［株主資本残高変動方程式］ （ ）

［その他の包括利益累計額残高変動方程式］ （ ）

［純資産残高変動方程式］ （ ）

［包括利益定義式］ （ ）

［損益法純利益方程式］ （ ）

［損益法その他の包括利益方程式］ （ ）

ここで、 および は、その他の包括利益累計額から留保利益への残高振替額であ

る。振替であるため、その金額は となる。

タイプ （ ）の計算体系は、その他の包括利益累計額から留保利益に残高を振り替える

ためのパスを導入しない場合は、タイプ （ ）の複式簿記構造と同一となるが、ここで示

した体系では、そのパスを導入しているため、留保利益残高変動方程式とその他の包括利益

累計額残高変動方程式が、タイプ （ ）の複式簿記構造と異なっている。

（ ） （ ）式からなる複式簿記構造と同値な複式記入等式（試算表等式）

は次の（ ）式となる。この式がこの体系を会計記録に用いるときの複式記録の基礎

となる。

［複式記入等式（試算表等式）］

（ ）

（ ）式において、 および については、 の関係が成り立ってい

るが、複式記入の基礎となる複式記入等式を表すときは、この変数を消去することはできな

い。

この体系は、フロー項目である純利益をフロー項目を説明する損益計算書・包括利益計算

書で報告し、フロー項目であるその他の包括利益をフロー項目を説明する包括利益計算書で

報告し、純利益をストック項目である留保利益・株主資本に算入し、ストック項目を説明す

る貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残高を報告し、その他の包括利益をス

トック項目であるその他の包括利益累計額に算入し、ストック項目を説明する貸借対照表・

財政状態計算書でその他の包括利益累計額残高を報告する体系である。

この体系では、その他の包括利益のリサイクリングの会計計算は行われず、ノンリサイク

リングである。過去に計上したその他の包括利益の金額を、ストック項目であるその他の包



括利益累計額残高に残し続ける複式簿記・会計計算システムであると言えるが、その他の包

括利益累計額から留保利益に残高を振り替えるためのパスを導入する場合は、ある時点で、

残高の振替が行われることで、その他の包括利益累計額残高が解消されることになる。

この体系では、本稿の定義によるクリーンサープラス関係が成立している。この体系で

は、その他の包括利益のリサイクリング以外については、純資産のうちの払込資本以外の部

分である、留保利益とその他の包括利益の期間変動額の内容を表す項目が、それぞれ損益計

算書・包括利益計算書および包括利益計算書で報告されている。そして、この体系は、その

他の包括利益のリサイクリングを行わないので、リサイクリングする再分類調整額によるそ

の他の包括利益累計額の変動が存在しない。上記のその他の包括利益累計額から留保利益に

残高を振り替えるためのパスを用いた、ある時点における残高の振替は、資本（純資産）取

引に該当するものと解釈することとする。このため、クリーンサープラス関係が成立している。

． タイプ についての検討 タイプ （ ）

タイプ は、会計計算上基礎とする（最小化した構造の）複式簿記構造において、純資産

の構成要素としてその他の包括利益累計額を設け、かつ、その他の包括利益のリサイクリン

グを行わない場合であった。設例による、タイプ （ ）の、各期の純利益、その他の包括

利益、包括利益および純資産の構成要素の各項目の金額は表 のようになる。表 の場合の

複式簿記構造・会計計算システムをタイプ （ ）の計算体系と呼ぶ。

第 期から第 期までの評価益が、フロー項目であるその他の包括利益として、フロー項

目を説明する包括利益計算書で報告され、その金額は、ストック項目であるその他の包括利

益累計額に算入され、ストック項目を説明する貸借対照表・財政状態計算書でその他の包括

利益累計額残高が報告される。第 期では、株式の第 期期首時点での帳簿価額 と時価

の差額 を売却益とすることを前提にし、その売却益 が、フロー項目である純利益と

して、フロー項目を説明する損益計算書等で報告され、その金額は、ストック項目である留

保利益・株主資本に算入され、留保利益・株主資本残高がストック項目を説明する貸借対照
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表 タイプ （ ）

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 合計

純利益

その他の包括利益

包括利益

その他の包括利益累計額の

振替による増減

純資産

株主資本

払込資本

留保利益

その他の包括利益累計額

資産
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表・財政状態計算書で報告される。このとき、売却益を株式の帳簿価額と時価の差額とする

こと自体によって、過年度において計上したフロー項目としてのその他の包括利益の金額の

合計 を、第 期において、フロー項目としての純利益の金額に再計上しないこととなって

いる。すなわち、定義上のその他の包括利益のノンリサイクリングとなっている。このタイ

プ （ ）の計算体系は、第 期の売却益を計上する時点において、その他の包括利益

を包括利益計算書で報告するのではなく、直接的に、ストック項目であるその他の包括利益

累計額から控除する形で、その金額をストック項目である留保利益に振り替えるという特別

の処理を行っている場合である（この特別の処理が何のための会計処理なのかはここでは特

定しないこととする。）。この特別の処理を行っていても、定義によりこの体系はノンリサイ

クリングである。純資産の構成要素の勘定（項目）間での、勘定残高の直接振替によるその

他の包括利益累計額の変動 は包括利益計算書ではなく、株主資本等変動計算書・株主持

分変動計算書で報告され、また、留保利益の変動 は損益計算書・包括利益計算書ではな

く、株主資本等変動計算書・株主持分変動計算書で報告されることとなる。貸借対照表・財

政状態計算書でその他の包括利益累計額の最終的な残高が報告される。

このタイプ （その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリングを行わない場合）

における、タイプ （ ）の、会計計算上の基礎となる（最少化した構造の）複式簿記構造

は、タイプ （ ）で示した構造と同一となる。

タイプ （ ）の計算体系は、その他の包括利益累計額から留保利益に残高を振り替える

ためのパスを導入しない場合は、タイプ （ ）の複式簿記構造と同一となるが、 ． 節

では、その他の包括利益累計額残高がそのまま残り続けることがないようにするために、そ

の他の包括利益累計額から留保利益に残高を振り替えるためのパスを導入した体系を示し

た。そのパスがある場合の体系は、タイプ （ ）の（ ） （ ）式からなる

複式簿記構造と同一となる。

タイプ （ ）の複式簿記構造と同値な複式記入等式（試算表等式）も、（ ）式と

同一となり、（ ）式と同じ複式記入等式が、タイプ （ ）の体系を会計記録に用い

るときの複式記録の基礎となる。

この体系は、フロー項目である純利益をフロー項目を説明する損益計算書・包括利益計算

書で報告し、フロー項目であるその他の包括利益をフロー項目を説明する包括利益計算書で

報告し、純利益をストック項目である留保利益・株主資本に算入し、ストック項目を説明す

る貸借対照表・財政状態計算書で留保利益・株主資本残高を報告し、その他の包括利益をス

トック項目であるその他の包括利益累計額に算入し、ストック項目を説明する貸借対照表・

財政状態計算書でその他の包括利益累計額残高を報告する体系である。

この体系では、その他の包括利益のリサイクリングの会計計算は行われず、ノンリサイク

リングである。しかし、リサイクリングを行う時点で、過去に計上したその他の包括利益の

金額を、その他の包括利益累計額から留保利益に、直接振り替える体系となっている。この

処理では、過去に計上したその他の包括利益の金額を純利益に再計上することとはならない

ため、定義によりノンリサイクリングとなる。

この体系において、本稿の定義によるクリーンサープラス関係が成立しているか成立して



いないかは、第 期の売却益を計上する時点における、その他の包括利益累計額から留保利

益にリサイクリングにおける再分類調整額に相当する金額を直接振り替えるという特別の処

理が資本（純資産）取引であるのか、そうでないのか、ということの解釈による。

それを資本（純資産）取引であると解釈する場合、この体系では、その他の包括利益のリ

サイクリング以外について、純資産のうちの払込資本以外の部分である、留保利益とその他

の包括利益の期間変動額の内容を表す項目が、それぞれ損益計算書・包括利益計算書および

包括利益計算書で報告されており、また、ノンリサイクリングであるため、クリーンサープ

ラス関係が成立することとなる。それを資本（純資産）取引であると解釈しない場合は、資

本（純資産）取引以外によるその他の包括利益累計額の変動および留保利益の変動が、包括

利益計算書および損益計算書・包括利益計算書で報告されていないこととなり、クリーン

サープラス関係が成立していないこととなる。

． おわりに

本稿では、純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する複式簿記の数理的構造を

前提にして、その他の包括利益のリサイクリングという会計計算・会計処理の複式簿記上の

数理的構造を考察した。純利益、その他の包括利益および包括利益を計算する複式簿記構造

において純資産の構成要素としてその他の包括利益累計額を設けるか、設けないかの違い

と、会計上、その他の包括利益のリサイクリングを行うか、行わないかの違いによって、考

察の対象を つのタイプに分類し、本稿では、その他の包括利益累計額を設ける場合・リサ

イクリングを行う場合のタイプ と、その他の包括利益累計額を設ける場合・リサイクリン

グを行わない場合のタイプ について検討を行った。その他の包括利益累計額を設けない場

合・リサイクリングを行う場合のタイプ と、その他の包括利益累計額を設けない場合・リ

サイクリングを行わない場合のタイプ の検討については、別稿で行うこととする。

上記のタイプのそれぞれの複式簿記の数理的構造は、そのタイプの計算のみを実行可能に

することを前提にして、それ以外の計算の可能性は含めないように最小化した構造となるよ

うに取り扱った。これによって、それぞれのタイプ毎に必要とされる最小限の複式簿記の数

理的構造を明確にすることができる。反対に、 つのタイプのそれぞれの構造が実行可能な

計算をすべて実行可能な、 つのタイプの構造をすべて包括する一般的な複式簿記の数理的

構造を示す必要がある。また、本稿で扱った複式簿記の数理的構造の定式化の方法の下で

の、純資産の構成項目間の純資産内での振替の定式化についても明らかにする必要がある。

これらについては別稿とする。

本稿では、その他の包括利益のリサイクリングの複式簿記上の数理的構造を考察したが、

その考察は、任意の 時点および 期間に関する構造であった。したがって、複式簿記の構

造における各変数の、全体期間における性質を明らかにする必要がある。また、その全体期

間における各変数の初期条件、終端条件および全体期間における計算整合性を明らかにする

必要がある。これらについては別稿で示す。

また、 つのタイプのそれぞれの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
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らかにすることを今後の検討課題とする。すなわち、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、 つのタイプのそれぞれの複式簿記の数理

的構造の関係を厳密に明らかにすることで、純利益、その他の包括利益および包括利益の計

算やその他の包括利益のリサイクリングという計算が、企業価値評価にどのように関係して

くるかを明らかにする必要がある。
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