
．はじめに

わが国の学校法人会計は、私立学校法と私立学校振興助成法を根拠法とする。まず、私立

学校法においては、次のように定められている。すなわち、すべての学校法人は、毎会計年

度終了後 月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書を作成しなければなら

ない（第 条第 項）。（なお、学校法人の会計年度は、 月 日に始まり、翌年 月 日に

終わるものと定められている（第 条）。）財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

（財務の状況に関する部分）の作成は、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準そ

の他学校法人会計の慣行に従って行わなければならない（私立学校法施行規則第 条の

）。学校法人の監事は、学校法人の業務と財産の状況を監査し、監査報告書を作成する

（第 条第 項）。学校法人の理事長は、毎会計年度終了後 月以内に、決算および事業の

実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない（第 条）。財産目録、貸借対

照表、収支計算書、事業報告書、監事の作成した監査報告書は、 財産目録等 と総称され

る（第 条第 項）。学校法人は、 財産目録等 を各事務所に備えて置き、利害関係人から

請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならな

い（第 条第 項）。

次に、私立学校振興助成法においては、次のように定められている。経常的経費について

の補助金の交付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、

貸借対照表、収支計算書、その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない（第

条第 項）。学校法人会計基準は、文部科学大臣の定める会計処理の基準である（学校法人

会計基準第 条第 項）。貸借対照表、収支計算書、その他の財務計算に関する書類は、 計

算書類 と総称される（学校法人会計基準第 条第 項）。学校法人会計基準において、学

．はじめに

．学校法人財政の定常状態と資金収支計算

．学校法人財政の定常状態と消費収支計算

．学校法人会計基準における定額法の意義

．学校法人会計基準における消費収支、繰越消費収入超過額および基本金の意義

．おわりに

学校法人会計基準 上の
会計計算構造についての一考察

矢 部 孝太郎



校法人が作成しなければならない 計算書類 は、資金収支計算書（およびこれに付属する

資金収支内訳表、人件費支出内訳表）、消費収支計算書 （およびこれに付属する消費収支内

訳表）、貸借対照表（および、これに付属する固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細

表）である（学校法人会計基準第 条）。経常的経費についての補助金の交付を受ける学校

法人は、 計算書類 および収支予算書を所轄庁に届け出なければならない（第 条第

項）。その場合、 計算書類 については、公認会計士または監査法人の監査報告書を添付し

なければならない（第 条第 項）。

以上のように、私立学校法と私立学校振興助成法の規定により、学校法人の会計や決算報

告（会計ディスクロージャー）、準拠すべき会計基準等が定められている。経常的経費につ

いての補助金の交付を受ける学校法人がその会計処理にあたって従うべき、具体的な会計処

理方法は、 学校法人会計基準 に示されている。

本稿では、 学校法人会計基準 の会計計算構造を検討することが目的であるため、経常

的経費についての補助金の交付を受け、 学校法人会計基準 に従って会計処理を行う学校

法人を前提にして議論を行う。したがって、以下では、経常的経費についての補助金の交付

を受け、 学校法人会計基準 に従って会計処理を行う学校法人を、学校法人と記すことと

する。

学校法人会計基準 に基づく学校法人会計では、学校法人という つの主体（組織）の

会計に関して、同時に異なる つ複式簿記による記録を行う。 つは、 消費収支計算 上

の簿記記録であり、他方は、 資金収支計算 上の簿記記録である。消費収支計算と資金収

支計算は独立・別個の計算体系であり、消費収支計算の簿記記録と資金収支計算の簿記記録

は独立・別個のものである。したがって、学校法人が つの取引を行ったときは、 消費収

支計算 の複式簿記による仕訳と、 資金収支計算 の複式簿記による仕訳を同時に行うこ

ととなる（一方が 仕訳なし の場合もある。）。これは、一取引二仕訳と呼ばれる。

消費収支計算の計算体系からは消費収支計算書と貸借対照表が誘導的に作成される。消費

収支計算の計算体系は、企業会計における資産、負債、純資産、収益、費用という項目に基

づく複式簿記構造を援用している。したがって、企業会計上の損益計算書と貸借対照表がそ

れぞれ 学校法人会計基準 に基づく学校法人会計上の消費収支計算書と貸借対照表に対応

している。資金収支計算の計算体系からは資金収支計算書が誘導的に作成される。資金収支

計算の計算体系は、収入、支出という項目を設けた独自の複式簿記構造となっている。 学

校法人会計基準 に基づく学校法人会計上の資金収支計算書は、企業会計上のキャッシュ・

フロー計算書に対応すると言いうるが、表示形式は大きく異なり、また、資金収支計算書上

の資金収入・資金支出の認識においては発生主義が採用されている点も異なっている。

学校法人会計基準 において、消費収支計算は、財・サービスの消費額（消費支出）

と、その填補に充当できる収入（消費収入）とを対比し、両者の均衡の有無を明らかにする

ための計算とされており、資金収支計算は、会計年度中の学校法人の諸活動に対応するすべ

ての支払資金の収入と支出の内容を明らかにするための計算とされている。

本稿では、 学校法人会計基準 によって作成される個々の会計情報の意味と総体として

の会計情報の意味がどのようなものとなるように 学校法人会計基準 が設計されているの

かを検討する第一段階として、消費収支計算についてその検討を行う。本稿の考察に用いる

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



学校法人会計基準 上の会計計算構造についての一考察（矢部）

数値例においては、資金収支計算は単純な現金の収支と残高の計算に一致する。

本稿では、 学校法人会計基準 の消費収支計算の会計計算構造を検討し、その会計計算

構造がなぜそのように設計されているのかということを考察するともに、消費収支計算に

よって作成される会計数値がどのような意味を持っているかを明らかにする。特に、消費収

支計算の意義、基本金制度の意義、消費収支、繰越消費収入超過額残高、基本金残高の示す

意味を明らかにする。なお、本稿では、消費収支計算書上の消費収入合計と消費支出合計の

差額として計算される当年度消費収入（支出）超過額を、消費収支あるいは消費収入超過額

とも記すこととする。また、貸借対照表上の消費収支差額の部の翌年度繰越消費収入（支

出）超過額を、繰越消費収入超過額とも記すこととする。

本稿の構成は次の通りである。第 節では、本稿での考察に用いる基準となる数値例につ

いて説明する。第 節では、本稿での考察に用いる基準となる数値例を 学校法人会計基

準 に基づき会計処理した場合の消費収支計算上の会計数値について考察する。第 節で

は、 学校法人会計基準 においてただ つの減価償却方法である定額法の意義について考

察する。第 節では、学校法人会計基準における消費収支、繰越消費収入超過額および基本

金の意義について明らかにする。第 節では、今後の課題について述べる。

．学校法人財政の定常状態と資金収支計算

． 概要

本稿では、一般性を損なわない数値例を用いて、 学校法人会計基準 を検討することに

より、 節で述べた論点について考察を行う。

まず、はじめに、本稿の考察における基準となる数値例を説明する。この数値例の基本的

な特徴の つは、学校法人の設立時に、学校用役提供のための固定資産を取得するにたる大

規模な寄付金があり、反対に、設立以降は、設立時と同様な規模の大規模な寄付金等の収入

は一切無いというものである（したがって、固定資産の耐用年数終了後の固定資産の再取得

のための資金は学校法人が自ら大規模な寄付金以外の収入によって確保しなければならな

い。）。もう つの特徴は、設立後から初めての固定資産の再取得を行うまでの期間において

は、学校法人会計上の消費支出が消費収入を上回る状況が続くということである。

なお、本稿では、便宜上、毎年、経常的に収入のある寄付金を経常的寄付金と呼び、経常

的寄付金とは違い、臨時的に生じる金額の規模の大きい寄付金、例えば、創立 周年記念事

業と題した寄付募集によって得られた大規模な寄付金などを、大規模寄付金と呼ぶことにす

る。経常的寄付金は相対的に金額が少ないが、大規模寄付金は相対的に金額が大きいという

ように考えるものとする。また、固定資産の取得のための現金支出は、経常的ではなく、臨

時的で大規模な支出であると考えるものとする。

以上の特徴を含む、基準となる数値例を ． 節に示す。それは、現金収支や財産変動を

もたらす取引の内容によって与えられる。



． 基準となる数値例

ある学校法人の財政が次の取引によって定まるものとする。この数値例を、以下、基準例

と呼ぶことにする。

［基準となる数値例］

設立時（第 期期首時点）

発起人および賛同者からの寄付金として 億円の現金収入があった。

固定資産（建物。耐用年数は 年とする。）を 億円で取得し、現金預金で支払っ

た。

第 期

学生生徒等納付金 億円、手数料 億円、寄付金 億円、補助金 億円の現金収入

があった。

人件費 億円、教育・研究費 億円、水道光熱費・消耗品費等経費 億円、地代・

リース料 億円の現金支出があった。

第 期 第 期

取引・収支は、第 期と同じ（ただし、設立時の取引を除く。）。

なお、第 期末に固定資産の耐用年数が終了し、第 期期首に固定資産を再取得する

必要がある。

第 期期首時点

固定資産（建物。耐用年数は 年とする。）を 億円で取得し、現金預金で支払っ

た。

第 期

学生生徒等納付金 億円、手数料 億円、寄付金 億円、補助金 億円の現金収

入があった。（第 期と同じである。）

人件費 億円、教育・研究費 億円、水道光熱費・消耗品費等経費 億円、地代・

リース料 億円の現金支出があった。（第 期と同じである。）

第 期 第 期

取引・収支は、第 期と同じ（ただし、第 期期首時点の固定資産の取得の取引を除

く。）。

（したがって、第 期 第 期と同じである。）

なお、第 期末に固定資産の耐用年数が終了し、第 期期首に固定資産を再取得する

必要がある。

第 期以降

第 期以降も、第 期 第 期と同じサイクルかつ同一の金額で現金収支や財産変動

が生じるものとする。

この数値例は、あらかじめ設定してある基本的特徴である、学校法人の設立時に、学校用

役提供のための固定資産を取得するにたる大規模な寄付金があり、反対に、設立以降は、設

立時と同規模の大規模な寄付金等の収入は一切ないということ、および、設立後から初めて
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の固定資産の再取得を行うまでの期間においては、学校法人会計上の消費支出が消費収入を

上回る状況が続くということを特徴として含んでおり、また、第 期から第 期までの各年

での現金収入額と現金支出額の兼ね合いによって、固定資産の再取得が必要な第 期期首に

おいて、現金残高が 億円しかないため、第 期期首に取得した固定資産と同じ金額の

億円を支出せず、 億円に規模を縮小して支出を行い固定資産を取得しているというこ

と、そして、第 期から第 期までおよびそれ以降の期間においては、固定資産の耐用年数

である 年間において、各年の現金収入額と現金支出額の兼ね合いによって確保される現金

の合計額が 億円となり、固定資産の耐用年数終了後の固定資産の再取得時に第 期期首

と同じ 億円の固定資産を取得するということ、および、それが永久に反復され継続する

ということを内容として含んでいる。

基準例の各年の現金収支等の数値は表 のようになる。以下提示するすべての表におい

て、学生生徒等納付金、手数料、補助金を合わせて授業料等と表示する。また、人件費、教

育・研究費、水道光熱費・消耗品費等経費、地代・リース料を合わせて諸経費と表示する。

表 の会計数値は、本稿におけるすべての考察において共通の数値となる。また、以下提示

するすべての表において、単位は億円とする。

なお、基準例は、 学校法人会計基準 上の資金収支計算に基づく会計数値と、現金の収

支と残高の計算の結果が一致するような単純なものとなっている（例えば、支払資金は現金

のみであり、授業料の前受けや未収入などがないものとなっている。）。なお、本稿では、現

金収入合計と現金支出合計の差額として計算される現金純増加額または現金純増減額を、現

金収支あるいは資金収支とも記すこととする。

表 の数値から、次のことがわかる。この数値例の学校法人は、各年の経常的で返済義務

の無い現金収入が恒常的に 億円あり、各年の経常的な諸経費による現金支出が恒常的に

億円ある。そして、学校法人が学校用役を提供するために取得する固定資産の耐用年数

が恒常的に 年となっている。大規模寄付金のある設立時を除き、 年当たり 億円の現金

が恒常的に確保されることになる。この現金は学校法人が稼得した利益ではなくして、学校

法人が学校用役を永続的・恒久的に提供するために固定資産を反復的に更新・再取得するた

表 現金収支

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

授業料等

経常的寄付金

大規模寄付金

現金収入合計

諸経費

固定資産取得支出

現金支出合計

現金収支

期末現金残高

期末負債残高



めの原資となる。すなわち、耐用年数 年の間に確保される 億円がその原資である。設

立時は大規模寄付金により 億円の固定資産を取得したが、設立以後は大規模寄付金がな

く、また収支の状況も恒常的に上述の状況であるため、第 期期首には、 億円の固定資

産を再取得することはできず、 億円に金額的規模を縮小して固定資産を再取得すること

になる。しかし、それ以降は、固定資産の耐用年数である 年間で 億円の現金を確保

し、再び 億円の固定資産を恒久的に反復して再取得することが可能となる。これによっ

て、学校法人の学校用役提供が永続的・恒久的なものとなる。この数値例の学校法人の年度

毎の収支等のファンダメンタルズ（基礎的諸条件）によって規定される、恒久的に維持可能

な固定資産の金額的規模は 億円ということになる。

第 期と同様に、第 期、第 期およびそれ以降においても耐用年数 年、 億円の固

定資産が再取得されることになる。このような状況を、本稿では、学校法人財政の定常状態

と呼ぶことにする。この数値例では、取引として示した内容が収入および支出のすべてであ

るのだから、恒常的に、 年につき 億円の現金を確保し、固定資産の耐用年数である 年

間で 億円の現金を確保して、その 億円以内で固定資産を取得するほかない。したがっ

て、固定資産の耐用年数の間に確保される現金の合計金額と固定資産の再取得のための金額

が一致した段階で、学校法人の財政は定常状態に至ると定義することができる。そして、そ

れが、定常状態の条件である。

なお、固定資産を再取得する際に一旦 億円の固定資産を取得し、 億円を現金で保有

しておけば、次の再取得の際には 億円の固定資産を取得することができ、これを繰り返

せば、固定資産の規模は 億円と 億円を反復することになるが、これは反復における前

者の固定資産の再取得の際に固定資産の規模の縮小幅を最小限に抑えるという つの基準に

反し、また固定資産の規模（すなわち学校用役の提供能力）を長期的に一定に維持するとい

う つの基準に反するため行われないものとする。

表 において、第 期以降の数値を考える場合は、表の第 期が第 期になると置き換え

て見ればよい。第 期以降の会計数値は、表の第 期が第 期になる形で以降同様に循環す

る。これと同じように、以下、本稿では、会計数値の時系列を示す表において、定常状態以

降の会計数値の表記について、循環する つのサイクルのみを表記し、サイクルの終わりの

時点からサイクルの始まりの時点に移ることを但し書きすることで、会計数値の時系列の全

体を示すこととする。

学校法人財政の定常状態と消費収支計算

． 概略

． 節の考察は、会計数値を、現金収支を中心とする会計的計算（あるいは資金収支計

算）に基づくものに制限したものであった。例えば、資産の総額や、純資産の総額といった

会計数値は、表 には示されていない。それらの会計数値を計算するためは、現金収支の計

算に加えて、追加的な会計的計算を行わなければならない。例えば、資産総額を計算するた

めには、現金残高とは別に、各時点における固定資産の金額の評価・測定（減価償却）を行
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わなければならない。また、純資産の総額は、複式簿記上の純資産等式によって会計的に定

義され、計算される。また、純資産の変動内容を明示する会計数値を設ける場合は、その純

資産の純変動額を集計する会計数値が純資産の構成要素となって計算されることになる。

． 節の考察は、固定資産の金額の計算、減価償却の計算、資産総額の計算、純資産の計

算（学校法人会計では、基本金の計算と消費収支計算）といった純粋に会計的な（会計学的

な）側面については一切考慮していないものである。このため、 節では、現金収支計算を

超えた会計のレベルで考察する。

． 学校法人財政の定常状態と消費収支計算

． 節の基準例について、 学校法人会計基準 に従って会計処理をする場合の各年の

消費収支計算上の会計数値は表 のようになる。第 期以降の会計数値は、表の第 期が第

期になる形で以降同様に循環する。現金収支の計算（資金収支計算）については、当然、

表 と同じである。

なお、学校法人会計基準第 条第 項により、学校法人会計における減価償却方法は、画

一的に定額法とされている。第 期期首に、 億円の固定資産から 億円の固定資産に金

額的規模を縮小して再取得する場合の、基本金組入れ・基本金取崩しの処理は、 億円の

基本金の取崩しと、 億円の基本金の組入れを相殺して、 億円の基本金の取崩しを行

い、学校法人会計基準第 条第 項により、その額を繰越消費収入超過額に加算することと

なっている。第 期、（第 期、第 期…以下同じ）における固定資産の再取得の際には、

基本金組入額と基本金取崩額が一致することから、基本金および繰越消費収入超過額には影

響が生じない。

表 の数値から、次のことがわかる。第 期以降の学校法人の財政が定常状態に至ってい

る段階で、各年の総資産額（現金残高と固定資産残高の合計）は通時的に一定となる。した

がって、各年の負債と純資産の合計も通時的に一定となる。そして、固定資産の耐用年数で

ある 年間のうちで、総資産額を一定にしながら、固定資産の残高が減少した分と同じ金額

だけ現金残高が増加するという関係が生じている。これは純粋な減価償却の自己金融効果お

よび固定資産の流動化効果と言える。総資産額を一定にしながら、総資産額の構成要素であ

る現金残高と固定資産残高が入れ替わりながら変化する様は、力学における力学的エネル

ギー保存になぞらえて言えば、会計的に総資産額が保存されていると言うことができるだろ

う。定常状態に至った後においては、固定資産の期末残高は、それ以降の耐用期間にわたっ

て回収される資金額の合計すなわち未回収の資金額を示すものとなっている。この基準例に

おいて定常状態に至った後の学校法人が 学校法人会計基準 に従い会計処理を行うとき、

減価償却累計額と現金残高は一致することになる。このことから学校法人は使用中の固定資

産の減価償却累計額と同額の現金（貨幣性資産）残高を保有するべきであるという規範を導

くことができる。

また、第 期以降の定常状態に至っている段階では、恒常的に、消費収入と消費支出が均

衡し（同じ金額となり）、両者の差額である消費収支は恒常的に 億円となる。さらに、定

常状態に至った第 期期首の時点で、基本金の取崩しも考慮した上で、繰越消費収入超過額

が 億円となっていることから、各年の繰越消費収入超過額も恒常的に 億円となる。そし



て、基本金の各年の金額は、恒久的に維持可能な固定資産の金額的規模である 億円と恒

常的に一致し、 億円で通時的に一定となる。この状況では、基本金の金額が、学校法人

の活動に必要であって継続的に保持する資産（固定資産と再取得に備えるため現金）の基準

金額を示すという役割を果たしているということが明瞭に理解できる。そして、基本金と繰

越消費収入超過額残高の合計である純資産額も 億円となって通時的に一定となる。

以上の考察から、 学校法人会計基準 に基づく会計計算構造は、この基準となる数値例

の学校法人の財政、特に、定常状態に至った後における財政を、学校法人の固定資産の維持

確保を支援しつつ、的確に表現する会計数値を作成することができる会計計算構造であると

言うことができる。

なお、定常状態に至っている段階で、各年の総資産額（現金残高と固定資産残高の合計）

が通時的に一定となるということは、当然なことでない。これは減価償却の方法として定額

法以外の方法を採用した場合を考察すれば明らかになる。これについては 節で検討する。

． 現金収支と会計数値の関係

ここでは、抽象的・相対的な会計数値である消費収支計算上の会計数値と、現金収支の関

係について明らかにする。

本稿の数値例は、 学校法人会計 上の資金収支計算と、単純な現金の収支と残高の計算
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表 学校法人会計基準 消費収支計算による会計数値

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

授業料等

経常的寄付金

大規模寄付金

帰属収入合計

基本金組入

消費収入

諸経費

減価償却費

消費支出合計

消費収支

期末繰越消費収入超過額残高

期末基本金残高

期末純資産残高

期末負債残高

期末負債・純資産残高合計

期末現金残高

期末固定資産残高

期末資産残高

減価償却累計額

消費収支 減価償却費
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が一致するような単純なものとなっている。このことを前提に、消費収支計算上の会計数値

と、現金収支の関係について次のように理解することができる。

一会計期間における現金残高の純増減額（現金収支）は、現金収入合計から現金支出合計

を差し引けばよく、学校法人会計かつ本稿の基準例を前提に示せば次の式で計算される。

授業料等経常的現金収入 人件費等経常的現金支出 固定資産取得現金支出

当年度現金純増減額（現金収支）

一会計期間における消費収支計算上の消費収支は次の式で計算される。

帰属収入 基本金組入額 現金支出を伴う消費支出 減価償却費

当年度消費収入（支出）超過額（消費収支）

式と 式を比較すると、次の 式が導かれる。

（授業料等経常的現金収入 帰属収入）

（人件費等経常的現金支出 現金支出を伴う消費支出）

（固定資産取得現金支出 基本金組入額） 減価償却費

当年度現金純増減額 当年度消費収入（支出）超過額

式から、次の 式が成り立つとき、 （ ）式が成り立つ。

授業料等経常的現金収入 帰属収入

人件費等経常的現金支出 現金支出を伴う消費支出

固定資産取得現金支出 基本金組入額

当年度現金純増減額 当年度消費収入（支出）超過額 減価償却費

現金収支 消費収支 減価償却費 （ ）

すなわち、当年度消費収入（支出）超過額（消費収支）の金額に減価償却費の金額を加算

した数値は、当年度現金純増減額（現金収支）に一致する。

基準例において、固定資産を再取得する第 期（第 期、第 期…以下同様）以外の会計

期間においては、 式が成り立つため、 （ ）式が成り立つ。したがって、消費収支の

金額に減価償却費の金額を加算した数値 億円は、現金収支（現金純増減額） 億円に一致

する。

固定資産を再取得する第 期（第 期、第 期…以下同様）においては、 式は成り立

つが、固定資産取得現金支出が 億円であるのに対し基本金組入額が 億円であるため

式が成り立たない。このため、 （ ）式は成り立たたず、 式を用いて、 式は次の

（ ）式に修正される。

当年度現金純増減額

当年度消費収入（支出）超過額 減価償却費 固定資産取得現金支出

現金収支 消費収支 減価償却費 固定資産取得現金支出 （ ）

式により、固定資産を再取得する第 期（第 期、第 期…以下同様）において、消費

収支の金額に減価償却費の金額を加算し、固定資産取得現金支出を差し引いた数値 億

円は、現金収支（現金純増減額） 億円に一致する。

なお、 式で示されているように、固定資産の取得金額と同額を帰属収入から基本金組入



額として控除して消費収入を計算し、かつ固定資産の取得原価を配分する形式で減価償却費

を消費支出として計上し、それを消費収支の計算上、消費収入から控除することから、消費

収支計算は、計上のタイミングに差異はあるものの、固定資産の取得金額が二重に控除され

るという形式を有している。しかし、これは企業会計で考えれば、資本金と同額の固定資産

を取得するという前提の下で、資本金として計上するべき現金収入の金額を一旦収益として

計上し、その後、固定資産の取得・現金支出時において、その金額と同額を資本金に計上す

るとともに収益から控除するということと同じ形式となる。したがって、基本金組入額を帰

属収入から控除し、かつ減価償却費を消費支出として計上するという点について、学校法人

会計・消費収支計算上の計算に、企業会計上の計算と比べた本質的な構造的差異はない。

．学校法人会計基準における定額法の意義

学校法人会計基準 では、減価償却を行う資産の減価償却の方法が、どのような対象資

産であっても、画一的に定額法とされている。 学校法人会計基準 が定額法を画一的に採

用することの意義を明らかにするためには、他の減価償却方法を採用した場合に、消費収支

計算上の会計数値がどのように変化するかを検討すればよい。

． 節の基準例について、減価償却方法として級数法を採用した場合（それ以外につい

ての変更はない。）の各年の消費収支計算上の会計数値は表 のようになる。第 期以降の

会計数値は、表の第 期が第 期になる形で以降同様に循環する。現金収支の計算（資金収

支計算）については、当然、表 と同じである。

表 の数値から、次のことがわかる。減価償却方法として級数法を採用した場合、減価償

却費が固定資産の耐用年数にわたって通時的に一定ではない。これにより、現金支出を伴う

消費支出が通時的に一定であるにもかかわらず、消費支出合計は通時的に一定でなくなる。

そして、現金収入を伴う消費収入が通時的に一定であるにもかかわらず、消費収支も、通時

的に一定でなくなり、繰越消費収入超過額もその影響を受ける。

第 期以降の学校法人の財政が定常状態に至っている段階について考察すると、各年の総

資産額（現金残高と固定資産残高の合計）は通時的に一定とならない。したがって、各年の

負債と純資産の合計も通時的に一定とならない。固定資産の耐用年数である 年間におい

て、総資産額および負債と純資産の合計は 億円、 億円、 億円、 億円という値を

とり、そのサイクルを反復することになる。定常状態到達以降において、各年の総資産額が

一定とならない理由は、この数値例においては、各年の現金収支（すなわち現金純増減額）

と減価償却費（すなわち固定資産の減少額）が一致していないからである。表 の通り、定

常状態到達以降、現金収支（現金純増減額）は、固定資産を再取得する第 期（第 期、第

期…以下同様）以外の会計期間において、通時的に 億円で一定となるが、消費収入と消

費支出の項目の中で唯一、現金の収入・支出と直接的に結びついていない減価償却費が、毎

期変動しているため、各年の現金純増減額と減価償却費（固定資産の減少額）が一致せず、

総資産額が変動する。そして、減価償却費の変動により、消費収支計算上の消費収支が変動

し、繰越消費収入超過額および純資産の金額も変動する。級数法の場合、定額法の場合に見
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られた、固定資産の耐用年数である 年間のうちで、総資産額を一定にしながら、固定資産

の残高が減少した分と同じ金額だけ現金残高が増加するという関係が失われている。

級数法の場合、定額法の場合と異なり、第 期以降の定常状態に至った後においても、各

年の消費収支は恒常的に 億円とならない。固定資産の耐用年数である 年間において、消

費収支は 億円、 億円、 億円、 億円という値をとり、そのサイクルを反復するこ

とになる。それによって、繰越消費収入超過額が変動するものの、固定資産の耐用年数終了

時においては繰越消費収入超過額が 億円となる。この意味で固定資産の耐用期間の全体に

おいては、消費収支が（長期的に）均衡しているということができる。

定常状態到達以降、基本金の各年の金額は、定額法の場合と同じく、恒久的に維持可能な

固定資産の金額的規模である 億円と恒常的に一致し、 億円で通時的に一定となる。そ

して、基本金と繰越消費収入超過額の合計である純資産額の各年の金額も、繰越消費収入超

過額の変動に合わせて変動し、通時的に一定とはならない。

減価償却費と消費収支の金額はそれぞれ変動しているものの、消費収支の金額に減価償却

費の金額を加算した数値は恒常的に 億円で一定となっている。その金額は、固定資産を再

取得する第 期（第 期、第 期…以下同様）以外の会計期間においては、現金収支 億円

と一致している。固定資産を再取得する第 期（第 期、第 期…以下同様）においては、

式は成り立つが、固定資産取得現金支出が 億円であるのに対し基本金組入額が 億

表 級数法を採用した場合の消費収支計算による会計数値

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

授業料等

経常的寄付金

大規模寄付金

帰属収入合計

基本金組入

消費収入

諸経費

減価償却費

消費支出合計

消費収支

期末繰越消費収入超過額残高

期末基本金残高

期末純資産残高

期末負債残高

期末負債・純資産残高合計

期末現金残高

期末固定資産残高

期末資産残高

減価償却累計額

消費収支 減価償却費



円であるため 式が成りたたず、 式により、消費収支の金額に減価償却費の金額を加算

し、固定資産取得現金支出を差し引いた数値 億円が、現金収支（現金純増減額）

億円に一致することとなる。

固定資産を再取得する期以外の会計期間に関して、消費収支の金額に減価償却費の金額を

加算した数値が現金収支に一致するという関係を逆に用いて考えれば、現金収支が通時的に

一定である状況で、減価償却費が通時的に一定でなく変動するとなると、減価償却費の金額

と消費収支の金額の合計が現金収支と一致して一定となるように各期の消費収支が決まって

いると理解することもできる。

学校法人会計基準 で規定されている定額法を採用した場合、基準例において定常状態

に至った後は、減価償却累計額と現金残高は一致することになるが、級数法の場合は、減価

償却累計額と現金残高は一致しない。

以上のように、減価償却費の金額が毎期変動すると、それによって、固定資産、資産合

計、消費支出、消費収支、繰越消費収入超過額、純資産額の金額も毎期変動することにな

る。減価償却費の金額が毎期変動する級数法を採用した場合、定額法を採用した場合と異な

り、学校法人の財政が定常状態に至った後においても、資産合計、消費支出、消費収支、繰

越消費収入超過額、純資産額が通時的に一定とならない。また、定額法の場合、定常状態に

至った後においては、消費収支が恒常的に 億円となるため、固定資産の再取得期を除い

て、減価償却費と現金増加額が一致するのに対し、級数法の場合はそのようになっていな

い。同様に、定額法の場合、定常状態に至った後においては、固定資産の期末残高が、それ

以降の耐用期間にわたって回収される資金額の合計（未回収の資金額の合計）を示すものと

なるが、級数法の場合はそのようになっていない。これらのことから、減価償却費が毎期変

動する減価償却方法は、定額法の場合と比べて、学校法人の財政、特に、定常状態に至った

後における財政を的確に表現しているとは言えないといえる。

以上の考察から、 学校法人会計基準 は、固定資産の価値の減少を忠実に数値化して表

現することができる可能性よりも、その財政が定常状態にある学校法人の資産合計、消費支

出、消費収支、繰越消費収入超過額、純資産額という会計数値が学校法人の財政を適切に表

現することができる可能性を重視して、減価償却方法を定額法に一本化しているものと理解

することができる。すなわち、 学校法人会計基準 は、本稿の基準例のような学校法人に

ついては、定額法を採用する方が、その他の減価償却方法を採用する場合よりも、適切に学

校法人の財政を会計数値に表示することができると考えていると理解することができる。

学校法人会計基準における消費収支、繰越消費収入超過額および基本金の意義

． 基本金組入れを行わない場合の消費収支計算上の会計数値

次に、 学校法人会計基準 における消費収支、繰越消費収入超過額および基本金の意義

を考察する。その考察のためには、基本金の組入れを行わない場合を検討するとよい。

． 節の基準例について、基本金の組入れを行わない場合（それ以外についての変更は

ない。）の各年の消費収支計算上の会計数値は表 のようになる。第 期以降の会計数値
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は、表の第 期が第 期になる形で以降同様に循環する。現金収支の計算（資金収支計算）

については、当然、表 と同じである。

表 の数値から、次のことがわかる。基本金の組入れを行わない場合、第 期において、

固定資産の取得のための現金支出額と同じ金額を基本金組入額として帰属収入から控除する

ことをしないため、基本金組入を行う場合と比べて、消費収入、消費収支および繰越消費収

入超過額が 億円多くなっている。第 期以降の消費収入と消費収支は、基本金組入れを

行う場合と同じになるが、繰越消費収入超過額は同じ金額とならない。基本金組入れを行わ

ない場合、基本金の金額は、恒常的に 億円となる。

第 期以降の学校法人の財政が定常状態に至っている段階では、基本金組入れを行う場合

と同じく、各年の総資産額（現金残高と固定資産残高の合計）は通時的に一定となり、各年

の負債と純資産の合計も通時的に一定となる。また、固定資産の耐用年数である 年間のう

ちで、総資産額を一定にしながら、固定資産の残高が減少した分と同じ額だけ現金残高が増

加するという関係も成り立っている。また、第 期以降の定常状態に至っている段階では、

基本金組入れを行う場合と同じく、恒常的に、消費収入と消費支出が均衡し、各年の消費収

支は恒常的に 億円となる。ただし、第 期の定常状態に至った段階で、繰越消費収入超過

額が 億円となっていることから、各年の繰越消費収入超過額も通時的に 億円で一定と

なる。基本金の各年の金額は、恒久的に維持可能な固定資産の金額的規模である 億円と

表 基本金組入れを行わない場合の消費収支計算による会計数値

第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期 第 期

授業料等

経常的寄付金

大規模寄付金

帰属収入合計

基本金組入

消費収入

諸経費

減価償却費

消費支出合計

消費収支

期末繰越消費収入超過額残高

期末基本金残高

期末純資産残高

期末負債残高

期末負債・純資産残高合計

期末現金残高

期末固定資産残高

期末資産残高

減価償却累計額

消費収支 減価償却費



恒常的に一致せず、 億円で通時的に一定となる。すなわち、基本金組入れを行う場合に基

本金に計上される 億円が、基本金の組入れをしない場合は、繰越消費収入超過額に計上

されることになるのである。そして、基本金と繰越消費収入超過額の合計である純資産額も

億円で通時的に一定となる。

この例においては、 学校法人会計基準 で規定されている定額法を採用しているため、

定常状態に至った後は、減価償却累計額と現金残高は一致している。

この例において、固定資産を取得する第 期と第 期（第 期、第 期…以下同様）以外

の会計期間においては、 式が成り立つため、 式が成り立っており、消費収支の金額

に減価償却費の金額を加算した数値 億円は、現金収支（現金純増減額） 億円に一致す

る。第 期については、固定資産取得現金支出が 億円であるのに対し基本金組入額が

億円であるため 式が成り立たない。したがって、 式により、消費収支の金額に減価償却

費の金額を加算し、固定資産取得現金支出を差し引いた数値 億円が、現金収支（現金純増

減額） 億円に一致することとなる。また、固定資産を再取得する第 期（第 期、第 期

…以下同様）においては、 式は成り立つが、固定資産取得現金支出が 億円であるの

に対し基本金組入額が 億円であって 式が成り立たないため、 式により、消費収支の金

額に減価償却費の金額を加算し、固定資産取得現金支出を差し引いた数値 億円が、現

金収支（現金純増減額） 億円に一致することとなる。

． 消費収支、繰越消費収入超過額および基本金の意義

． 節の数値例は ． 節の基準例に関して、消費収支計算上の処理につき、基本金組

入れに関する処理のみを変更したものである。したがって、減価償却の取り扱いに関して変

更はない。固定資産の取得原価を減価償却および除却損の計上処理によって、固定資産の耐

用期間にわたって消費支出として計上し、その累計金額が固定資産の取得原価と一致する形

で消費収支計算に取り込む会計処理を行っていることが以下の議論の前提となる。

基本金組入れを行わない場合、本稿の数値例では、繰越消費収入超過額と純資産額が一致

する。つまり、繰越消費収入超過額が、債務超過（純資産額がマイナスとなること）となら

ないための各年の消費収支赤字の累計で可能な金額を直接的に示すこととなる。したがっ

て、学校法人が、債務超過とならないようにするためには、消費収入と消費支出（あるいは

現金収入と現金支出）を管理し、繰越消費収入超過額を 以上にすればよいことになる。し

かし、繰越消費収入超過額が になるまで、現金収入を伴う消費収入を減らし、あるいは現

金支出を伴う消費支出を増やしてしまうと、固定資産を再取得するための現金の確保が損な

われることになる。すなわち、基本金組入れを行わずに、固定資産の耐用年数終了時点にお

いて、繰越消費収入超過額がちょうど となっている場合、基本金を組入れている場合と比

較して、固定資産の耐用年数の期間において計上される減価償却費の合計金額すなわち固定

資産の取得金額の分だけ、現金を多く支出（あるいは少なく収入）していることになる。特

にこの場合は、固定資産の耐用年数終了時点において、現金、固定資産、資産合計、基本

金、繰越消費収入超過額、純資産のすべての項目の金額が となる。基本金の組入れを行わ

ず、固定資産の耐用年数終了時点においてちょうど繰越消費収入超過額が になるまで各年

の消費収支赤字を続けると、耐用年数終了時点において純資産額が となり、設立時と同じ
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ように大規模な寄付金を募るか大規模の借入を行うなどして資金調達をしなければ、固定資

産の再取得が不可能となってしまう。そのような資金調達は、学校法人自体が経常的な収支

から固定資産の再取得資金を確保することとは異なるものであり、本稿で言う自律的な固定

資産の再取得とは言えない。

これに対して、固定資産の取得時に、固定資産の取得のための現金支出の金額と同額の基

本金組入れを行った場合は、固定資産の耐用年数終了時点において、繰越消費収入超過額が

ちょうど となっているときに、基本金を組入れていない場合と比較して、固定資産の耐用

年数の期間において計上される減価償却費の合計金額すなわち固定資産の取得金額の分だ

け、現金残高が確保されていることになる。そして、その資金により直ちに固定資産を再取

得することが可能である。

以上の考察により、消費収支、繰越消費収入超過額および基本金の意義が明らかになる。

固定資産取得時にその取得金額と同額の基本金を純資産に計上しておくと、固定資産の耐用

年数終了時点においてちょうど繰越消費収入超過額が になるようにすれば、各年レベルで

は消費収支の黒字や赤字が続いても、耐用年数終了時点において基本金の金額だけ純資産額

が残ることとなり、資産と負債の差額として、固定資産を取得するための原資となる財産

（貨幣性資産）が学校法人内に確保されていることになる。また、本稿の基準例で示されて

いるように、固定資産の耐用年数終了時点までの各年の消費収支赤字により、耐用年数終了

時点において純資産はプラス残高であるが繰越消費収入超過額がマイナス残高となっている

場合は、基本金からその金額を差し引いた金額（すなわち、純資産額）だけ、資産と負債の

差額として、固定資産を取得するための原資となる財産（貨幣性資産）が学校法人内に確保

されていることになる。この場合は、基本金が一部欠損している状態であって、基本金と同

じ金額だけの財産は確保されておらず、その時点で自己の保有する財産のみでは基本金と同

額の固定資産の再取得をすることができないことになる。この場合、次の選択肢がある。

つは、設立時に取得した固定資産と比べて金額的規模を縮小し、再取得時に保有している財

産（貨幣性資産）を使い、固定資産を再取得することである。また つは、新規に設立時と

同じような大規模な寄付金の募集を行い、設立時に取得した固定資産と同じ金額的規模の固

定資産を再取得するために必要な資金であって、再取得時に保有している財産（貨幣性資

産）との差額を資金調達し、再取得することである。また つは、将来に現金収支黒字を確

保することを前提として資金の借入れを行い、設立時に取得した固定資産と同じ金額的規模

の固定資産を再取得するために必要な資金であって、再取得時に保有している財産（貨幣性

資産）との差額を資金調達し、再取得することである。

固定資産の耐用年数終了時点において、貸借対照表上貸方の純資産額だけ、資産と負債の

差額として、固定資産を取得するための原資となる財産（貨幣性資産）が学校法人内に確保

されているということを前提にして考えれば、固定資産の取得時にその取得金額と同額の基

本金を計上すれば、固定資産の耐用年数終了時点において、繰越消費収入超過額が になる

まで各年の消費収支赤字を続けても、耐用年数終了時点において基本金の金額だけ純資産額

が残るということが成り立つことになる。固定資産の取得時にその取得金額と同額の基本金

を計上するという会計処理によって、繰越消費収入超過額という会計数値は、固定資産の再

取得資金を確保しつつ、現金支出を伴う消費支出を増やすことのできる、あるいは現金収入



を伴う消費収入を減らすことのできる最大限度額を示すインディケーターとなる。その意味

を前提にして、各年度の消費収支および消費収入と消費支出は、繰越消費収入超過額を変動

させる金額を示すインディケーターとなる。そして、基本金は、学校法人が永続的に同じ水

準の学校用役を提供するために恒久的に維持すべき固定資産の金額的規模を示す会計数値と

なり、また、その存在によって、固定資産の耐用年数終了時点において繰越消費収入超過額

が 以上であれば、固定資産の再取得のための原資としての財産が基本金以上の金額だけ確

保されるということを会計計算構造的に定めるものとなる。基本金を計上しつつ、繰越消費

収入超過額を 以上にするように消費収入と消費支出を管理するとき、基本金は、固定資産

の耐用年数終了時点において、その基本金の金額を下限とする金額の財産（貨幣性資産）を

学校法人内に残す役割を果たすのである。そして、以上の意味で、 学校法人会計基準 上

の消費収支計算に基づく会計数値は、学校法人の自律的な永続的存続を支援する情報機能

（会計主体の存続支援機能）を有していると言えるのである。

． 消費収支の管理と 学校法人会計基準 の想定する前提

学校法人会計基準 に従って会計処理を行うことを通じて、固定資産の取得原価（支出

金額）の消費支出への計上処理（減価償却費の消費支出への計上処理）を行い、固定資産の

取得時にその取得金額と同額の基本金を計上した上で、学校法人が使用中の固定資産と同規

模の固定資産を固定資産の耐用年数終了時点において再取得することができるようにするた

めには、固定資産の耐用年数終了時点において繰越消費収入超過額が 以上となるようにす

ればよい。このための つの方法は、すべての年度において、消費収支を とする（すなわ

ち均衡させる）ことである。これは、短期的な消費収支均衡を永続させる方法である。ま

た、もう つの方法は、各年度の消費収支が単年度の単位で とならない（すなわち均衡し

ない）場合でも、固定資産の耐用年数終了時点までには繰越消費収入超過額が になるよう

にすることである。これは、長期的な消費収支均衡を図るという方法である。上記のような

消費収支均衡を図れば、自律的に、すなわち自己の経常的収支のみで、永続的に学校法人を

存続させることが可能となるため、学校法人の経営者は、 学校法人会計基準 に基づく消

費収支計算書上の消費収支および貸借対照表上の繰越消費収入超過額を見ながら、消費収入

や消費支出をコントロールして学校法人の運営を行えばよいことになる。この意味で 学校

法人会計基準 に基づく会計計算構造は、固定資産の耐用年数終了時点において繰越消費収

入超過額が 以上となるように、各年の消費収入や消費支出をスムーズにコントロールする

ことができる学校法人について、その財政を的確に表現する会計数値を作成することができ

る会計計算構造であると言える。

消費収支、繰越消費収入超過額および基本金に対して本稿で説明した意味を与えた 学校

法人会計基準 は、学校法人が使用中の固定資産と同規模の固定資産を固定資産の耐用年数

終了時点において再取得することができるようにするために、学校法人は、固定資産の耐用

年数終了時点において繰越消費収入超過額が 以上となるように、各年の消費収支をコント

ロールしなければならず、また、そのために、各年の消費収入や消費支出をコントロールし

なければならないと考えていると解釈できる。また、このことから、 学校法人会計基準

は、各年の消費収入や消費支出をスムーズにコントロールすることができる学校法人を想定
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していると理解できる。

おわりに

本稿では、学校法人会計における 学校法人会計基準 の会計計算構造に関して、その中

心となる構造である、基本金、繰越消費収入超過額、消費収支の計算の意義について考察し

た。本稿の基準となる数値例で示した学校法人は、設立後一定期間の後にその財政が定常状

態に至り、自律的にすなわち自己の経常的収支のみで永続的に同じ規模の固定資産（学校用

役提供能力）を維持できる学校法人であるが、 学校法人会計基準 に基づく会計計算構造

は、本稿の基準となる数値例の財政の特徴に合致するような財政をもつ学校法人について

は、その財政を、学校法人の固定資産の維持確保を支援しつつ的確に表現する会計数値を作

成することができる会計計算構造であることを、本稿では明らかにした。また、 学校法人

会計基準 に基づく会計計算構造は、より広く、固定資産の耐用年数終了時点において繰越

消費収入超過額が 以上となるように、各年の消費収入や消費支出をスムーズにコントロー

ルすることができる学校法人についても、その財政を的確に表現する会計数値を作成するこ

とができる会計計算構造であることを、本稿では明らかにした。

しかし、当然、すべての学校法人が、本稿の基準となる数値例に合致する財政をもつわけ

ではない。また、現実問題として、学校法人が各年の消費収入や消費支出をスムーズにコン

トロールできるとは限らない。例えば、学校法人の中心的な収入である授業料は、年度ごと

に変化させることに適していないと考えられるし、学校法人の中心的な支出である人件費

も、年度ごとに変化させることに適していないと考えられる。学校法人の収入にしても支出

にしても、社会構造や競争環境、平等性や公平性等の様々に重なりあう要因によって、固定

的な性質を持っており、多くの場合、学校法人が各年毎のレベルで自由にコントロールでき

るものではない。これらのことから、本稿の基準となる数値例とは異なる特定の固定的な収

支のパターンを持つ学校法人や、外的要因による制約によってスムーズに消費収入や消費支

出をコントロールできない学校法人については、 学校法人会計基準 に基づく会計計算構

造が、その財政を適切に表現する会計数値を作成できない可能性がある。この問題の考察を

今後の課題とする。
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