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結　論

序　論

　Plan　Comptable　General　1957（以下，　PCG　1957と略称する）は，一般会計

を次のように規定していた。「（1）資産・負債の財産状態（situation　patrimo－

niale）を明らかにし，（2）臨時損失・利益または過年度における損失・利益を

加えて，当期総経営成績（resultats　globaux　d’exploitation　de　r　exercice）お

よび当期最終純経営成績（r6sultat　net　fina1）を決定する機能を有する。」（注

1）EC第4号指令を受けて制定されたPlan　Comptable　General　1982（以下，

PCG　l982と略称する）は，（1）財産の資産・負債状態，（2＞一会計期間の経営

成績を定期的に明らかにすることを一般会計の目的としている（注2）。このよ

うに，PCG　1957およびPCG　1982はその会計の一般目的においては同じであ
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るが，PCG　1982は，貸借対照表（Bilan），成果勘定（Compte　de　r6sultat）お

よび附属明細書（Annexe）から構成される財務諸表の作成および表示に関す

る規則を次のように定めている。「財務諸表は，いかなる状況下でも，企業の

財産（patrimoine），財務状況（situation　financiere）および経営成績

（r6sultats）（注3）について『相対的に忠実な写像』（une　image　fidele）（以

下，相対的忠実性と略称する）を与えなければならず，たとえ，例外の場合で

も『相対的忠実性』を確保するためには，PCG　1982の規定から離反する必要

がある。」（注4）このように，PCG　1982は財務状況の相対的忠実性の確保

をも要請しており，この要請はいかなる会計報告書によって満たされるか検討

する必要がある。

　PCG　1982には基礎体系，略式体系および発展体系があり，発展体系を採用

することが望ましい企業は，貸借対照表，成果勘定および附属明細書の作成を

強制されるが，当期自己資金調達表（Capacite　d’autofinancement　de　r　ex－

ercice）および当期資金源泉・使途表（Tableau　des　emplois　et　des　ressources

de　l’exercice）の作成は任意とされている（注5）。しかしながら，　PCG　1982

が，「財務諸表は，情報利用者が企業の財産，財務状況および経営成績につい

て判断する上で影響を与えるすべての事実を開示しなければならない」と規定

しているので，発展体系を採用する企業は，当期自己資金調達能力表および当

期資金源泉・使途表を事実上作成することになる。なお，財務諸表を作成する

際には，（1）経営の継続性（continuite　de　r　exploitaton），（2）会計方法の恒常性

（permanence　des　methodes　comptables　d’un　exercice　a　l’autre）および（3）各会

計期間の勢立性（independance　des　exercices）が採用されることになり，そ

の他の基本原則が採用される場合には，当該その他の基本原則は附属明細書に

記載され，かつ詳細な説明の対象とならなければならない（注6）。

　PCG　l982による財務諸表の目的は，（1）企業の財産状態を明らかにするこ

と，かつ（2）成果勘定に組み込まれている諸勘定を基礎にして，一会計期間にお

ける総経営成績を表示することであり（注7），本稿では，貸借対照表が一定日

における企業の財産状況，成果勘定が一会計期間における企業の経営成績，お
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よび資金調達表が一定日における企業の財務状況を明らかにすることを吟味し，

次に3つの計算書間の関連を考察し，最後にフランス会計構造における貸借対

照表の位置づけを検討する。

注

（注1）　Conseil　National　de　la　Comptabilite，“Plan　Comptable　General”，1965，　p．21，

（注2）　Conseil　National　de　la　Comptabilit6，‘‘Plan　Comptable　G6neral”，　Septembre

　1983，p．V匪．

（注3）resultatとは，1つの目標に向かって導かれる意識的な活動であり，企業会

　計の場合には勘定の差額として意味づけられる。本稿では，resultatを「成績」と

　訳する。Henri　COTTEZ，Josette　REYDEBOVE，　Alain　REY，“Le　Petit　Robert　l”，

　LeROBERT，1988，　p．1694．

（注4）Conseil　National　de　la　Comptabilit6，0p．　cit．，1983，　p．153．

（注5）　Ibid．1983，　p．189．

（注6）　Ibid．，1983，　p．153．

（注7）　Ibid．，1983，　p．154．

1　貸借対照表の計算機能

　貸借対照表に計上される資産，自己資本および負債の定義を吟味し，そこに

計上される項目の一覧表が企業の財産を忠実に写像することを検討する。本章

では，まず貸借対照表の定義，次に資金の源泉とその運用，最後にその勘定分

類を検討する。

　1．貸借対照表の定義

　PCG　1982によると，貸借対照表は企業にとって一定日（注1）における資産

項目，負債項目および両項目の差額である自己資本項目の一覧表であり，資産

項目は企業にとって正の経済価値（valeur　economique　positive）を有する財産

項目（elements　du　patrimoine）であり，負債項目は企業にとって負の経済価

値（valeur　economique　negative）を有する財産項臥すなわち一般に外部負
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債（passif　externe）と呼ばれている（注2）。しかしながら，資産には実質資

産（actif　ree1）項目と形式資産（actif　fictif）項目とが含まれ，かつ企業資源

の使途，すなわち企業が自由に処分できる資本を表象する。法は，企業にとっ

て正の経済価値を有する財産項目を貸借対照表に計上する原則から離反する特

定の場合として，「設立費」（frais　d’6tablissement），「研究・開発費」（frais

de　recherche　et　de　developpement）および「繰延費用」（charges　a　r6partir

sur　plusieurs　exercices）を資産として計上することを容認している（注3）。

したがって，貸借対照表には，作成日における，（1）企業の債権・債務状態およ

び，②企業が活用する生産手段の記述が表示される。

　会計期間中には，「資本勘定」，「固定資産勘定」，「棚卸資産勘定」，「第三者

勘定」，「財務勘定」，「費用勘定」および「収益勘定」が，複式簿記の原則と

「状態勘定」・「経営勘定」の規則を遵守しながら機能し，期末には，決算手

続すなわち企業が儲けたか，または損したかを決定しなければならず，会計

年度末の会計資料によってすべての勘定を整理しなければならない（注4）。

　2．資金源泉とその運用

　企業は，強制される多様な規制の枠組み内で生産手段を獲得し，その手段を

活用して得意先に供給する財貨および用役を製造し，収支計算に基づいて一会

計期間の経営成績を算出する。基本的には，企業は生産手段のすべてを獲得

（資金運用）するために必要な資金調達（資金源泉）を行わなければならない

（注5）。

　貸借対照表の貸方に計上される資金源泉には，（1）経営者，構成員または株主

によって拠出される資源（ressources）と通常，企業によって恒常的に運用さ

れる資源，（2）企業によって一時的に運用される資源，および，（3）企業が実現す

る利益（profit），という3種類がある（注6）。このことを図（1－1）で示す

と次のようになる。

　貸借対照表の貸方は，企業が所有する資金の起源（origine）によって2つ

に振り分けられる。すなわち，源泉先（provenance）は貸方項目として分類計
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図（1－1）企業資源の循環運動

　資金源泉　　　　資金運用　　　　貨幣形態による回収の循環運動

　　　内部・外部投資による生産手段の獲得

（1）拠出資金と恒常的資金調達

（2）一時的資金調達

（3＞実現利益
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上される第一次的判断基準であり，（1泊己資本，すなわち企業の所有者に対す

る負債であり，（2）本来いわれる負債，すなわち企業の非所有者である外部者に

対する負債である。なお，企業外部者の当座勘定（comptes　courants）は負債

の一部を構成し，当座勘定に示される金額に対する当該所有者の状態は借主の

状態となる。さらに，自己資本項目および負債項目は，その性質（nature）に

よって再分類される。すなわち，性質は貸方項目として分類計上される第二次

的判断基準であり，自己資本は，（1）資本金（所有者によって拠出される金額），

（2）準備金（reserves）（配当されない利益），および（3）当期経営成績に分類され，

負債は，（1）財務負債と（2）その他の負債に分類される。なお，財務負債には社債

借入（社債発行）と信用機関による負債（例えば，当座借越），その他の負債

には仕入負債，税務負債および社会負債（社会・個人保険に対する負債）と固

定資産負債（固定資産の仕入先に対する負債）が含まれる（注7）。このことを

図（1－2）に示すと次のようになる。

　貸借対照表の借方は，企業の資金運用状態を示し，恒常的運用（固定資産；

土地，建物，資本参加証券，特許権等）と一時的運用（流動資産；債権，一時

所有有価証券，現金等）とに区別される。利益に対立する損失は財務資金運用

の一形態を構i成する（注8）。借方は要素（資金）の使途先（destination）によ

って2つに振り分けられる。すなわち，使途先は借方に計上する諸項目を分類

するための第一次的判断基準であり，（1）固定資産は企業活動において恒久的活

用に向けられるものであり，②流動資産は流通するものに向けられる。すなわ

ち，後者は短期間に流動資産に転化するものである（循環手段によると次の順

に転化する：原材料→完成品→得意先債権→当座資金）。さらに，固定資産お

よび流動資産はその性質により再分類される。すなわち，当該性質は資産とし
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　　図（1－2）貸借対照表貸方項目の計上分類

第一次的判断基準　　　　　　　　第二次的判断基準

負債項目の起源　　　　　　　　　負債項目の性質

　　　　　　・己資本一一［鎌績

貸方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・社債借入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・仕入先負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・税・社会負債

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・固定資産負債

て計上する諸項目を分類するための第二次的判断基準である（注9）。固定資産

は，（1）無形固定資産（例えば，営業権），（2）有形固定資産（例えば，土地，建

物，工業材），および（3）財務固定資産（例えば，子会社の資本参加証券）の3

つに区分され，流動資産は，（1）棚卸資産（商人にとっては棚卸商品であり，製

造業者にとっては原材料と完成品である），（2）債権（特に得意先に対する債権），

（3）一時所有有価証券（有価証券とは企業が短期間に現金を投下して購入したも

のであり，原則として，相場が上昇すれば，ただちに企業は取得した有価証券

を売却するであろう）および（4）当座資金（disponibilite）（すべての現金資金勘

定を統合する）の4つに区分される。このことを図（1－3）で示すと次のよ

うになる。

　PCG　1982は貸借対照表項目を段階的判断基準によって分類するが，　PCG

1957は貸借対照表項目を単一的判断基準，すなわち期限（echeances）のみに

よって分類する。貸方項目が貸借対照表の末尾から債務性（exigibilite）の高

い順に計上されるのは負債が支払期日により近いからであり，より債務性の高

い項目がより早く貸借対照表の計上項目から取り除かれる可能性を示している。

借方項目が貸借対照表の末尾から流動性（liquidite）の高い順に計上されるの

はその項目がより早く流動性のある現金（argent　liquide）に転換されるから
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　　図（1－3）貸借対照表貸方項目の計上分類

第一次的判断基準：　　　　　　第二次的判断基準：

資産項目の使途先　　　　　　　　資産項目の性質

　　　　　　固…一一［1羅1

方借

流動資産

棚卸資産

債権

一時所有有価証券

当座資金

137

であり，より流動性の高い項目がより早く貸借対照表の計上項目から取り除か

れる可能性を示している。（注10）。このことを図（1－4）に示すと次のよう

になり，かつ機能的貸借対照表を図（1－5）に示すと次のようになる。

　　図（1－4）PCG　1957の貸借対照表

　　　　　　借方　　　　　　　　　　　　貸方

　　　　流動性の高い順に分類　　　　　債務性の高い順に分類

期限による分類

（単一的判断基準）

図（1－5）PCG　1957の機能的貸借対照表

借方 N 貸方 N

固定資産

I卸資産

ｾ意先
ｻ金資金

資本金

ｷ期借入

d入先
竝s（＝借越）

　PCG　1957の機能的貸借対照表の借方は，最も長く存続する財を最上位に固

定資産として計上し，かつ流動性の最も高い財は最下位に現金資金として計上

する。その貸方は，最も長期的な資金を最上位に資本金として計上し，債務性

の最も高い負債は最下位に計上する。ところが，PCG　1982の貸借対照表は，

PCG　1957の貸借対照表の主要分析であった流動性および債務性を副次的なも
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のとし，企業の営業活動に必要な資金調達とその運用を主要分析として企業の

財産を明らかにする（注11）。

　3．貸借対照表と勘定分類

　第1節ですでに検討したように，PCG　1982は，貸借対照表を企業にとって

一定日における資産項目，負債項目および両項目の差額である自己資本項目の

一覧表であると規定しており，当該日が当期経営成績の処分前かまたは処分後

かによって，「当期経営成績」が記載されたり，しなかったりする。当期経営

成績の処分後においては貸借対照表に純状態（純資産）が明示され，「自己資

本勘定」，「固定資産勘定」，「棚卸資産勘定」，「第三者勘定」および「債務勘

定」の5つの状態勘定は会計年度末に貸借対照表に統合される（注12）。このこ

とを図（1－6）で示すと次のようになる。

図（1－6）賃借対照表と勘定分類

借方（使途） 貸方（源泉）

分類2 固定資産 自己資本 分類1
流動資産 負債

分類3 棚卸資産 金融負債∵一一一　　　　、

分類1
分類4 債権

、、

@、@、 分類5
分類5 一時所有有価証券 その他の負債 分類5
分類5 当座資金
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図（1－7）貸借対照表（処分前）

借方 N年度 N－1 貸方 N年度 N－1

年度 年度

総 償却 純 純

固定資産 X X X X 自己資本 X X

（無形、固定・財務） 資本金・準備金

流動資産 X X X X 繰越金

調整勘定 X X 成果勘定

社債発行差金 X X 投資助成金

借方一換算差額 X X 税定引当額（注13）

ト

危険・費用引当金 X X

負債 X X

㌔ 調整勘定 X X

貸方一換算差額 X X

借方合計 X X X X 貸方合計 X X

注

（注1）　当該日が当期経営成績の処分前かまたは処分後かによって，「当期経営成績」

　tiが記載されたり，しなかったりする。当期経営成績の処分後においては，貸借対照

　表に純状態（純資産）（situation・nette）が明示される。

（注2）Conseil　National　de　la　Comptabilite・“Plai｝、　Comptable　General」」・Septembre

　1983，p．154．

（注3）　Sous　la　direction　dEric　de　la　VILLEGUERIN，“Dictionnaire　de　la　compta－

　bilit6”，　September　1984，　p．81．

（注4）Isabelle　de　KERVILER　et　Lolc　KERVILER，“Lacomptabilitをg6n6rale”，

　Economica，1986，　p．81．

（注5）Jean　RAFFEGEAU，　Pierre　DUFLIS，Jean　CORRE　et　Claude　LOPATER，

　“Memento　pratique　Francis　LEFEBVRE　Comptable　1988”，　Francis　LEFEBVRE，

　Octobre　1987，　p．13．

（注6）Ibid．，　p．13．

（注7）Isabelle　de　KERVILER　et　Lol’c　de　KERVILER，　op．　cit．，　p．93．

（注8）Jean　RAFFEGEAU，　Pierre　DUFLIS，Jean　CORRE　et　Claude　LOPATER，

　op，　cit．，　p．13．
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（注9）Isabelle　de　KEREVILER　et　Lolc　de　KERVILER，　op．　cit．，　pp．91～92．

（注10）Ibid．，　P．96，

（注11）　Jean　RAFFEGEAU，　Pierre　DUFLIS，Jean　CORRE　et　Claude　LOPATER，

　op．　cit，　p．14．

（注12）　Isabelle　de　KEREVILER　et　Lolc　de　KERVILER，　op．　cit．，　p．95，

（注13）provisions　r6glement6esは，租税一般法によって規定されているので，本稿

　では「税定引当金」と訳す。なお，provisions　legalesは，商法典第14条によって

　規定されているので「法定引当金」と訳す。

∬．財務諸表間の関連

　貸借対照表，成果勘定および資金調達表を比較しながら，成果勘定と資金調

達表の計算機能を検討する。本章では，まず成果勘定の計算機能，次に資金調

達表の計算機能を検討する。

　1．成果勘定の計算機能

　（1）成果勘定の定義

　PCG　1982は成果勘定を次のように規定している。すなわち，成果勘定は，

一般経営勘定（comptes　g6neraux　de　gestion）を基礎にして作成され，企業に

よって生み出される総付加価値（valeur　ajout6e　brute）および総経営余剰

（excedent　brut　d’exploitation）を直接的に計算できるようにし，自己金融力

（capacite　d’autofinancement）は総経営余剰から得られる（注1）。「費用勘定」

と「収益勘定」から構成される一般経営勘定は一定期間（原則として一会計期

間）における，（1）費用を確認する会計行為と，（2）収益を確認する会計行為を区

別し，その差額（利益または損失）を算定する。当該勘定によって算定される

期間経営成績は，理論的に期間収益と期間費用の差額と，期末と期首の自己資

本変動額と一致するが，実際には期間経営成績高に応じて課税されるので，自

己資本に直接影響する取引が介入し，両者の一致が自動的に確認できなくなる

（注2）。具体的には69勘定の「従業員参加」と「所得税」が考えられる。

　（2）経営活動による成績分析
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　貸借対照表は期間経営成績を明らかにするが，当該成績の源泉を明らかにせ

ず，その源泉を把握するために，会計は期間経営成績に影響を及ぼす取引を要

約した成果勘定を利用することになる。すなわち，企業にとって実現した取引

を期間経営成績に影響する取引と影響しない取引とに区分する必要がある。

　期間経営成績に影響を及ぼさない取引は，資金の運用またはその源泉の修正

から成り立つ。

　（・）支出・未収入項目

　得意先債権の入金（債権の減少・現金の増加）は資金運用の構成を修正する。

　（ll）収入・未支出項目

　為替手形の受取（ある借入が同額で別の借入によって置き換えられるが，そ

の性質は異なる）は資金源泉の構成を修正する。

　経営成績に影響を及ぼす取引は，企業が財貨および用役を供給して収益を獲

得し，かつ財貨および用役を供給するために，企業は別の財貨および用役を費

消して費用を算定する（注3）。

　一会計期間における経営成績は，（1）企業の経常活動からなる経営活動，（2）直

接的に経常活動の枠組内に入らない臨時経営活動，および（3）当期成績を修正す

る過年度損益修正項目から構成される（注4）。PCG　1982は，過年度取引に対

して特別な取引区分を設けず，その性質により営業取引区分，財務取引区分お

よび臨時取引区分に振り分けている（注5）。

　（3）貸借対照表と成果勘定との関連

　成果勘定は，企業活動から生じる一会計期間における資金源泉を表す貸借対

照表の一勘定であり，単なる貸借対照表勘定の下位区分にすぎず，期間経営成

績の諸要素に関する情報の要請に応じて作成される（注6）。したがって，成果

勘定は利益処分前の貸借対照表貸方に示される。かくして，PCG　1982の貸借

対照表は，資産から負債を差引いて自己資本を算出する形式的な関係を示さず，

各勘定が独立して計算されることを示しており，当期経営成績を算定するため

に会計年度末に各勘定が貸借対照表に一括して計上される。残高表（balance）

は，借方合計と貸方合計が一致するので，検証機能を有し，記録される借方額
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図（H－1）成果勘定

費用　　　　　　　　　　　収益

営業費用 営業収益

60．　仕入

U1／62．その他の外部費用

U3．　各種租税公課

U4．　人件費

U5．　　その他の短期経営費用

70．売上

VL棚卸生産（または非棚卸）

V2．自家建設生産

V4．営業助成金

V5．その他の短期経営収益

66．財務費用 76．財務収益

67．臨時費用 77．臨時収益

68．減価償却・引当金繰入 78．減価償却・引当金戻入

・・〈従類参加

@　　所得税

@　　　　　　　　　12．当期経営成績

の合計が貸方額の合計と対応することを保証する。したがって，残高表の借方

・貸方差額は，「当期経営成績」が一方では貸借対照表，他方では成果分析勘

定との関連を明らかにする（注7）。

　2．資金調達表の計算機能

　（1）資金使途・源泉表の定義

　資金使途・源泉表は，一会計期間における企業財産に影響を及ぼす会計の資

金運動を分析可能ならしめるように作成される。資金使途・源泉表には，（1）投

資の資金調達と運転資金の変動および（2）当座資金（tresorerie）の調達方法と

その使途が記述できる。一会計期間における資金の流れの集計は「資金調達

表」（tableau　de　financement）の形式を活用して行うことができ，かつ資金調

達表は一会計期間における自己金融力を基礎にして，期首貸借対照表と期末貸

借対照表との財務関連（liaison　financiere）を保証する。一会計期聞における
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自己金融力は，資金調達表との関連機能表によって，「総経営余剰」である経

営中間差額（solde　intermediaire　de　gestion）を基礎にして計算されうる。な

お，自己金融力は，同様に一会計期間における経営成績を基礎にして計算する

こともできる（注8）。

　（2）勘定式資金調達表

　資金調達表は2部構成からなり，第1部（1）では企業の構造手段に関する

一会計期間の資金源泉とその運用が分析され，第2部（且）では運転資金の諸

要素の変動および当座資金調達の変動が分析される。第2部で分析される運転

資金の純変動額は，第1部で分析される資金源泉とその使途との差額に等しく，

かつその反対もある。なお，当該変動額は，一会計期間における期末と期首と

の純運転資金の総額問の差異によって検証されなければならない（注9）。

図（H－2）勘定式資金調達表（1）

．使途 N N－1 源泉 N N－1

年度 年度 年度 年度

期中支払充当 当期自己金融力

固定資産取得 固定資産譲渡または減少：

無形固定資産 固定資産譲渡

L有形固定資産 無形固定資産

財務固定資産 有形固定資産

数期間配分費用 財務固定資産譲渡または減少

自己資本減少 自己資本増加：

（資本金減少、引出） 資本金増加または出資金

財務負債返済 その他の自己資本増加

使途合計 X X 財務負債増加

源泉合計 X X

純運転資金総額変動 純運転資金総額変動

（純源泉） （純使途）

（3）貸借対照表と資金調達表との関連

既に指摘したように，資金調達表は一会計期間における自己金融力を基礎に

して，期首貸借対照表と期末貸借対照表との財務関連を保証する。なぜならば，
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資金調達表において計算される純運転資金の変動額は期首・期末貸借対照表に

おいても計算されるからである。勘定式貸借対照表においては，恒久資本（純

資本と長期負債額の合計）から固定資産額を引算して純運転資金の変動額を計

算し，また流動資産額（棚卸資産額，債権額および当座資金の合計）から短期

資本（短期負債）を引算して当該変動額を計算する（注10）。さらに，計算され

た純運転資金の変動額から必要な運転資金の変動額を引算し，現金資金の変動

額を計算する。報告式期末貸借対照表においては，自己資本金に減価償却費・

引当金と財務負債額を加算して固定資産額を引算して純運転資金の変動額を計

算する（注11）。このことを図（ll－3）に示すと次のようになる。

「流動」資産

i

資金運用

図（II－3）運転資金

資金源泉
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注

（注1）　Conseil　National　de　la　Comptabilite，“Plan　Comptable　G6neral”，　September

　1983，p．154．

（注2）　Ibid．，　p．34．

（注3）Jean　RAFFEGEAU，　Pierre　DUFILS，Jean　CORRE　et　Claude　LOPATER，

　“Memento　Pratique　Francis　LEFEBVRE　Comptable　l988”，　Francis　LRFEBVRE，

　October　1987，　P．14．

（注4）Ibid．，　PP．14－15．

（注5）　Isabelle　de　KERVILER　et　Lolc　de　KERVILER，“Lacomptabilit696n6rale”，

　Economica，1986，　p．102．

（注6）Jean　RAFFEGEAU，　Pierre　DUFILS，Jean　CORRE　et　Claude　LOPATER，

　op．　cit．，　p．15，

（注7）　Ibid．，　P．21．

（注8）Consei1　National　de　la　Comptabilit6，0p．　cit．，　p．188．

（注9）　Ibid．，　p．188．

（注10）Andr6　CIBERT，“Comptabilit696n6rale”，　Dunod，1984，　p．187．

（注11）Conseil　National　de　la　Comptabilit6，0p，　cit．，　p．246．

結　論

　以上，貸借対照表の計算機能が企業財産，成果勘定の計算機能が企業の経営

成績，かつ資金調達表の計算機能が企業の財務状況を明らかにすることを吟味

し，フランス会計構造における貸借対照表の位置づけを検討してきた。貸借対

照表は資産と自己資金・負債の有機的な勘定の集合体であり，各勘定は個別的

に独立して計算される。したがって，貸借対照表の一勘定にすぎない成果勘定

は，当期経営成績の内訳明細書にすぎない。資金調達表は，期首と期末の貸借

対照表間の財務関連を保証している。かくして，貸借対照表は企業財産を明ら

かにするが財務状況を示さず，当該状況は資金調達表に委ねている。私見によ

ると，PCG　1982は資金調達表の作成意義を充分に認識し，資金調達表を基礎

体系に組み込まれることを考えていたにもかかわらず，実際には，基礎体系に

おいて貸借対照表，成果勘定および附属明細書を一組みとして作成することを

要請し，附属明細書は，会計報告書の利用者による有用性の視点から基礎体系
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に組み込まれていると解される。資金調達表を除いては，貸借対照表と成果勘

定との有機的な計算構造の関連を明らかにすることができず，フランス会計の

有機的な計算構造を充分に見出するためには，貸借対照表，成果勘定および資

金調達表の3つの計算書をもってして，一組の計算書類とすべきである。かく

して，財務報告書の利用者が企業の経営状況を把握するために，資金調達表も

基礎体系に組み込むことが望ましく，企業の活動，事象および状況を忠実に写

像した財務報告書は，企業の財産，財務状況および経営成績を明らかにするこ

とができる。


