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自計式農家経済簿の資金管理機能に関する研究

-現金現物日記帳と資金繰表を比較して一

韓 美英(鳥取大学大学院農学研究科)

古塚秀夫(鳥取大学農学部)

The Fund Management Function of Self-administered Bookkeeping Systems among R但 n坦y

Farms: Comparing 苛ansactionDaybooks and Statements of Cash Receipts and Disbursement 

MeiYing Han (Graduate School of Agriculture，τottri University) 

Hideo Furutsuka (Faculty of Agriculture， Tottori University) 

The purpose of this paper is to clarify the fund 

management function of the transaction daybook of a 

self-administered bookkeeping system. In this com-

parative study， we examine the fund management 

function of a transaction daybook， and compare it to 
that of a statement of cash receipts and disburse-

ment. The results of this comparative study are as 

follows: (1) We clarified that the income-anιoutgo 

concept inherent in a transaction daybook and the 

income-and-outgo concept inherent in a statement 

1. はじめに

近年，農業では家族経営において，固定資産の購

入や借入金の導入によって，収支計算と損益計算が

大きく主張離している. このことは文献 [6Jにおい

て明らかになっている. この議離は家族経営におい

て，損益計算とともに収支計算が重要になっている

ことを意味している.すなわち， I勘定合って銭足

らず」の状態にならないために資金管理が重要であ

る.また，一般的な家族経営では，家計と経営が未

分離であるために，資金において経営投資と生活投

資が競合する. このような資金の競合から判断する

と，農業経営よりも農家経済を対象とした資金管理

が重要である.家族経営において農家経済を対象に

した資金管理の重要性が増していることから判断し

て本研究では，自計式農家経済簿の現金現物日記帳

を取り上げる 換言すれば，現金現物日記帳には次

のような 3つの特徴があるからである その特徴と

は，第 lに，すべての取引を現金取引に分解して記

録しながら，損益計算を行うこと， したがって，第

2に，現金現物日記帳の「残高」欄が収支計算の結

果を示して，これが資金管理に有効と考えられるこ

of cash receipts and disbursement are materially diι 

ferent， (2) When cash was a fund， we clearly showed 

that a transaction daybook had a fund management 

function，and (3) When cash and savings were funds， 

and if we extracted cash transactions and deposits-

anιsavings dealings from the transaction daybook 

and totaled them， it became clear that a transaction 

daybook has the same fund management function as 

a statement of cash receipts and disbursement. 
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と，第3に，家計を含めた農家経済全体を記帳の対

象としていること，である.

本研究では，この 3つの特徴をもつために自計式

農家経済簿の現金現物日記帳を取り上げるが， これ

と資金繰表などを比較検討することによって現金現

物日記帳の資金管理機能を明らかにする.この場合，

現金現物日記帳にはこの日記帳に基づいて作成する

集計表を含んで意味している.研究対象は一般的な

家族経営の農家経済であり，研究資料としては，京

都大学農学部農業簿記研究施設の「自計式農家経済

簿演習教材」を用いる.研究方法としては，第 1に，

現金現物日記帳と資金繰表の収支概念を比較検討す

る.第2に，現金現物日記帳の資金管理機能を明ら

かにする. このために①現金現物日記帳と②現金現

物日記帳から本来の現金取引 1)を抽出して集計を

した結果(以下本来の現金取引という)および③資

金繰表の 3つに基づいて，動態的流動性分析と資金

循環分析を行って， これらの分析結果を比較検討す

る.ここでいう動態的流動性分析は，①収入と支出

に基づく分析と②比率分析を意味している.

なお，本研究における資金の意味であるが，次の
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2つを考えている.すなわち，現金を意味する場合

と，現金と当座預金，普通預金などの要求払預貯金

(以下では預貯金と略す)を意味する場合である.

したがって，この 2つの場合において，現金現物日

記帳の資金管理機能について検討する.すなわち，

資金が現金を意味する場合は，現金現物日記帳に基

づく動態的流動性分析結果と資金循環分析結果を本

来の現金取引に基づく分析結果と比較検討する.資

金が現金と預貯金を意味する場合は，現金現物日記

帳に基づく分析結果と資金繰表に基づく分析結果を

比較検討する.また，本来，資金管理とは，ある一

定期聞に運用する資金を，どのようにして調達する

かを計画し，計画と実績を比較して，分析・評価・

対策までの活動をいう.本研究における資金管理と

は，その意味を狭くして 1日単位あるいは 1ヵ月単

位で資金をどのようにして調達し，運用したかを明

らかにして分析することを意味している.

2.予備的考察

(1 )既往の研究成果

本研究に関連する研究成果として，次の 2つがあ

る.すなわち，第 lに，文献 [4Jでは，現金現物日

記帳の複式簿記的理解を試みている.そして，現金

現物日記帳が現金元帳であり， 1残金」欄が現金勘定

に相当するとしている. このことから本研究では 1

日単位の資金管理機能については，現金現物日記帳

の「残金」欄に注目している.第2に，文献 [2Jで

は，①自計式農家経済簿において，その独特な取引

の記録方法によって，直接法によるキャッシュ・フ

ロー計算書の作成が可能になることと，②農家経済

および農業経営の資金管理手段として，キャッシュ・

フロー計算書が有効になること，を明らかにしてい

る.さらに，現金現物日記帳が資金繰表のような資

金管理機能をもっていることに言及している. しか

し現金現物日記帳が具体的にどのような資金管理

機能をもっているかは明らかにしていない.

文献 [2J[4Jのように自計式農家経済簿に関する

研究成果はあるが，この簿記の資金管理機能に関す

る研究成果はこれまでになく，本研究が初めである

(2)資金繰表と現金現物日記帳

1)資金繰表の意味と作成方法

資金繰表は毎月の収入と支出を分類整理したうえ

で，現金の不足を分析し，収入，支出を計画的に行

(214) 

うために作成される.資金繰表の形式は表 10を参考

にされたい 一般的に資金繰表の資金とは現金と預

貯金を意味している 複式簿記の記録に基づいて資

金繰表を作成する方法は次の2つがある.すなわち， 1 

つは総勘定元帳の現金勘定，預貯金勘定から作成す

る方法である.もう 1つは月次合計残高試算表から

作成する方法である.すなわち，月次合計残高試算

表から資金繰精算表を作成して， この資金繰精算表

に基づいて資金繰表を作成する.本研究では，後者

の作成方法を採用している. この採用の理由は次の

3つである.すなわち，後者の作成方法は，①転記

のチェックが月次合計残高試算表で可能であるこ

と②それ以降の資金繰表までの作業については，

資金繰精算表でチェックができること，したがって，

③資金繰表に表示される金額の信頼性が高いこと，

である.そこで，資金繰精算表の作成方法について

述べると，①月次合計残高試算表(表1) 1当月増減

高」欄の金額を資金繰精算表(表 2) 1当月増減高」

欄に記入する.②総勘定元帳から現金勘定，預貯金

勘定を用いない取引を修正仕訳して資金繰精算表

(表 2) 1非資金取号IJ欄に記入する.修正仕訳は資

金収支を伴わない取引を非資金取引として取り扱う

ための仕訳である.例えば， 1部落有林の間伐に 1日

出役(賦役)する(ただし出役しない場合は現金5，000

円納付)J という取引がある.仕訳帳には (f昔)租税

公課5，000 (貸)給料5，000と記入されているので，

修正仕訳では， この取引を資金取引から取り除くた

めに貸方と借方の科目を反対にして， (借)給料5，000 

(貸)租税公課5，000と「非資金取引」欄に記入す

る.③資金繰精算表(表 2)1当月増減高」欄から「非

資金取ヲIJ欄を差し号|いた金額を「資金取引」欄に

記入する. これで資金繰精算表が完成する.

2)現金現物日記帳の 5勘定

現金現物日記帳には，すべての取引を現金取引に

分解して，さらに， 5つの勘定に分けて記入する.

5つの勘定とは収入における所得的収入と財産的収

入，支出における所得的支出，家計支出，財産的支

出である.所得的収入・支出(以下所得的収支とい

う)と財産的収入・支出(以下財産的収支という)

との違いは，取引における現金の流れ (1入り J(収

入)， 1出でJ(支出))に対して反対の流れにあるも

の(財，用役，負置)がどのような性質をもってい

るかである. この性質とは価値の流動性である.所
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表1. 月次合計残高試算表
単位円

勘定科目 tI 借方山川|内l叫貸方 Ej 借→方パつ|，，~貸l同方 lI 借方=-0/~l震7貸了方一一

5，000 
租税公課

欄り笠組は硯笠間疋 -u-旭 T貝貯宜倒疋，当挫m
f合計したものである

表2.資金繰精算表
平成本本年 l月度 単位円

勘定科目
a!lJt1減尚 | 非資金取引 資金取引

"と士 l 且士 出と|四七 i 貸方

470，623 

給料

租税公諜

得的収支は，流動性のもの(流動財，用役)が現金

で取引される. したがって，所得的収支は損益勘定

である.財産的収支は，不流動性のもの(固定財，

流通財，負債)が現金で取引される. したがって，

財産的収支は資産・負債勘定である.なお，家計支

出は家計経済部面における支出であり，流動性のも

のが現金で取引される. したがって，損益取引であ

り，資本の引出しとして取り扱うことができる.

3)現金・預貯金取引月別集計表の作成方法

資金の意味を現金と預貯金とすると，資金管理の

ためには，現金現物日記帳から本来の現金取引と預

貯金に関する取引(以下預貯金取引という)を抽出

して現金・預貯金取引集計表(表 3) を作成して， こ

の表 3に基づいて現金・預貯金取引月別集計表(表 4)

を作成する必要がある. この 2表の作成方法は次の

とおりである すなわち， 1月を例にとると，①表3

に示すとおり現金と預貯金の前月繰越額 (2，407，660

円)を「残金」欄に記入する.②現金現物日記帳か

ら本来の現金取引と預貯金取引を抽出して表3に記

入する.ただし，現金と預貯金との交換取引は記入

しない.③「収入」欄と「支出」欄について，それ

ぞれ合計額 (11月計」欄)を計算する.④計算した

合計額 (11月計」欄)を表4に記入する.ただし「前

月より繰越J欄は「残金」欄から記入する.

4)現金現物日記帳に基づく比率分析指標の考案

と資金循環分析の試み

第 1に，現金現物日記帳に基づく動態的流動性分

表3 現金・預貯金取引集計表(1月)

!l 
~、，、

A 円

成金
穐目所得的収入財産的収入 種目所伴的支出家計支出財産的支出

日 円 円 円 門 円 円

2，407，6阪)

" 究 1，200 2，406，4臥)

/ノ 交 12，500 2，393，960 
3 娯 29.300 2，364，660 

2，361，160 

1，932，437 
1，927，037 

l月i十[ | 叫日Q 泌，0∞| l四叫 85，7印s 蜘 l
資料 京都大学農学部農業簿記研究施設「自社式農家経済簿演習教材」に基づl

正 ζ り虫は本米の岨茸耳又51と tn町並取引を批量説明同d己艇かり3

表4. 現金・預貯金取引月別集計表
単位円

析のうち比率分析をするうえで，本研究では，次の

2指標を考案している.すなわち，所得的収支比率

(所得的収入/所得的支出 x100(%))と所得的収

支過不足による家計支出充足率((所得的収入一所

得的支出)/家計支出 x100(%))である(表 7，

表 9参照).所得的収支比率は資金繰表を分析する

時の経常収支比率に相当するものであり，資金は本

来，所得的取引 21から生む必要があると考えている.

この比率の数値が 100%未満であれば資金が不足し

ていることを示す.所得的収支過不足による家計支

出充足率は，所得的取引によって得られた資金に

よって， どの程度家計支出を賄うことができている

かを示す. 2指標はともに 100%以上で大きい方が

良い.第 2に，現金現物日記帳に基づく資金循環分

析を本研究では試みている(表 8，表 10参照).す

なわち，所得的取引が資金を生んで，この資金，換

言すれば，所得的収支過不足(表8の2月 300.5千

円)によって，家計支出(同一120.8千円)と財産

的収支過不足(同一158.2千円)の合計額を賄う必

要がある， と考えている.最も良い資金循環は所得

的収支過不足がプラスで，これによって家計支出，

財産的収支過不足を賄って，さらに，資金増減高が

プラスになる状態である. どのような経営状態でも

所得的収支過不足はプラスである必要がある.

(215) 



[216J 農林業問題研究(第 190号・ 2013年 6月)

3. 現金現物日記帳の資金管理機能

(1 )現金現物日記帳と資金繰表の収支概念

本項では現金現物日記帳(所得的収支，財産的収

支)と資金繰表(経常収支，投資等・財務収支)の

収支概念について，両者の共通点と相違点を種目 (科

目)3) または取引を取り上げて図 lに基づいて検討

するーなお，本研究では財産的収支と投資等・財務

収支については，両者を投資収入，財務収入，投資

等支出，財務支出に分けて検討している 第 lに，

所得的収入と経常収入の比較である.両者の共通点

としては農産物販売の現金売上，経費補助金収入 4)

などがある.両者の相違点として，①固定資産購入

のための補助金収入と②前受金・仮受金・前受収益

の収入，売掛金回収がある.前者①は所得的収入に

含まれるが経常的収入に含まれない.資金繰表ーでは

前者①は財務収入に含まれる 後者②は経常収入に

含まれるが所得的収入には含まれない.現金現物日

記帳では後者②は財務収入に含まれる.第 2に，所

得的支出と経常支出の比較である.両者の共通点と

して，原材料購入支出，雑支出などの支出がある

両者の相違点として，経常支出の方が取り扱う範囲

が広く，共通点以外に経常支出には，前払金・仮払

金・前払費用の支出，未払金・買掛金の支払が含ま

れる.これらは，現金現物日記帳では財務支出に含

まれる.第 3に，現金現物日記帳と資金繰表の財務

収入の比較である.両者の共通点として，借入金収

入がある.両者の相違点として，①固定資産購入の

ための補助金収入を資金繰表では財務収入とする

が，現金現物日記帳では所得的収入とする点と，②

前受金・仮受金・前受収益の収入，売掛金回収を現

金現物日記帳では財務収入とするが，資金繰表では

経常収入とする点がある 第4に，現金現物日記帳

と資金繰表の財務支出の比較である 両者の共通点

として，借入金における元金部分の返済がある.両

者の相違点として，現金現物日記帳の財務支出の方

が取り扱う範囲が広く，共通点以外に現金現物日記

帳の財務的支出には前払金・仮払金・前払費用の支

出，未払金・買掛金の支払が含まれる なお，投資

収入と投資等支出は，現金現物日記帳と資金繰表の

聞で，全 く一致する.すなわち，投資収入として，

固定資産売却収入積立預貯金引出，貸付金回収が

ある また，投資等支出として，固定資産購入支出，

積立保険料支出，積立預貯金預入，貸付金支出があ

納受傘鍍長盆・ 鍛鉱金銭紘金・司自
衛首史!4:t益の収入， 払幾mの支:m.!f"'[.. 
9モ掛金属取 会J!!絡会の支lJ.

!?:(i-:む
一一‘'. V/ 、-1."，".//  
22器開時叫酎棚占ア
め剤師労腕λ目問書発;烏一咽.
金収入 入，受刷j島根 '1I....n'UUot"，，... 

入，筏望号，伽倉金 ~再刊."ι
取λ 山

図 1 現金現物日記帳と資金繰表の収支概念の比較

資料・京都大学長学部農業簿記研究施設「自計式農家経済

簿演習教材Jを参考にして作成する.

注:1)所得的収支，財産的収支は現金現物日記帳の概念，

経常収支，投資等 ・財務収支は資金繰表の概念で

ある.

2) (現)は現金現物日記帳を， (資)は資金繰表を

;な味する

る5) このように投資収入と投資等支出については

両者が一致するために，図 lでは投資収入と投資等

支出は省略している.

以上のような現金現物日記帳と資金繰表における

収支概念の相違は，次の 2つの要因によってもたら

されている.1つは，税務会計上の考え方の相違で

ある.これには固定資産購入のための補助金収入が

該当する. すなわち，圧縮記帳を採用するかどう か

であり，現金現物日記帳ではこれを採用せず，資金

繰表ではこれを採用している もう lつは，債権・

債務の関係と営業循環における換金性の速さのどち

らを重要とみなすか，ということである すなわち，

前払金・仮払金などの支出，前受金・仮受金などの

収入についてであるが，現金現物日記帳は債権・債

務の関係を，資金繰表は営業循環における換金性の

速さを重視している.
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(2)資金管理機能

1)現金現物日記帳の加工前

現金現物日記帳をそのまま利用した資金管理機能

について検討する.現金現物日記帳はすべての取引

を現金取引に分解して記入するので，現金を資金と

考えることができる.ただし非現金取引は「収入」

欄と「支出」欄に同額が同時に記入されるので「残

金」欄には影響しない. したがって，前述したよう

に 「残金」欄が現金勘定に相当する.第 lに， 1日

単位の資金管理機能である.表 5の「残金」欄に注

目すると，収入が支出を下回る日や収入がなく支出

だけの日が多いために「残金J欄の金額は減少傾向

を示しており，前日より繰越した資金を取り崩して

いることがわかる.本来の現金取引を抽出した 「残
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金」欄の金額は，表 5をそのまま利用した場合と同

額である したがって，両者の 1日単位の資金管理

機能は同じである.第 2に 1ヵ月単位の資金管理

機能である.その 1として，動態的流動性分析のう

ち収入と支出に基づく分析であるが，表6のとおり

である.表 6では， 2月に比べて l月は所得的支出

と財産的支出が多く，このことが前月より繰越した

資金を取り崩しいる要因であることがわかる.本来

の現金取引を抽出した(月別) i残金」欄の金額は，

表 6の「残金」欄と同額である. したがって，両者

の収入と支出に基づく 1ヵ月単位の資金管理機能は

同じである.その 2として，動態的流動性分析の比

率分析であるが表 7のとおりである.表7では 1

月の数値が 2月の数値を下回って， 100%前後となっ

ており 1月の資金繰りが厳しいことがわかる 本

来の現金取引を抽出した場合の数値を表7の( ) 

内に示しているが 1月と 2月を比較すると，表 5

をそのまま利用した場合と同じ結果となる.その 3

として，資金循環分析であるが表 8のとおりである.

表 8では， 1月において所得的収支過不足によって，

家計支出と財産的収支過不足の合計額を賄うことが

できていない. 2月に比べて 1月の資金繰りが厳し

いことがわかる.本来の現金取引を抽出した場合の

数値を表8の( )内に示しているが，表 5をその

まま利用した場合と比較すると，所得的収支過不足，

家計支出などの金額が両者で異なるが，資金増減高

の金額は両者で同額になるために，両者の資金循環

分析結果は同じである.

2)現金現物日記帳の加工後

現金現物日記帳から本来の現金取引，預貯金取引

を抽出して，現金と預貯金を資金とした場合を検討

するが， この 2種類の取引を抽出すると前記した表

3，表4のようになる.第 1に 1日単位の資金管

月

表5.現金現物日記帳
現金現物H記帳

一一一哀亙軍司

表6.現金現物日記帳月別集計表

注 現金現物日正雌けこ基づいて柴社しているので¥去4とは異なる

円

241.200 

240，0叩

227，500 
198，200 

194，700 

1i1位円

表7.現金現物日記帳月別集計表に基づく動態的流動性分

析(比率分析)
単位 % 

分析指標 1月 2月

所得的収支比率 1122. 6 (109.2) 12;吸 5(3 

所得的収支過不足による家計支出充足率 194.9 (8.1) 124:乱8(1∞5) 

資料京都大学農学部農業簿記研究施設「白計式農家経済簿演習教材」

にj毒づいて作成する

注 1)所得的収支比率=所得的収入/所得的支出 xlOO(%)，所得的

収支過不足による家計支出充足率=(所得的収入】所得的支出)

/家計支出 xl00(%)である

2) ( )内は本来の現金取引を示す.

表8 現金現物日記帳月別集計表に基づいく資金循環分析

理機能である.表3の「残金」欄に注目すると 前 の2として動態的流動性分析の比率分析であるが

日より繰越した資金を取り崩していることがわか 表 9のとおりである.表9では，月の左右両側に対

る. したがって，表 3が資金管理機能を発揮する. 応する指標を示しているが，現金現物日記帳の数値

第 2に 1ヵ月単位の資金管理機能である.その 1 が資金繰表の数値を上回っているこの要因として，

として，動態的流動性分析のうち収入と支出に基づ 前述したとおり経常支出の方が所得的支出よりも取

く分析であるが，表4のとおりである 表 4では， り扱う範囲が広いことがある.経常支出が 1月で

1月， 2月とも収入(所得的収入と財産的収入の合計) は買掛金支払，未払金支払を， 2月では前払金支出，

を支出(所得的支出，家計支出，財産的支出の合計) 未払金支払を含んでいる. これらは所得的支出には

が上回っているために，前月より繰越した資金を取 含んでいない.現金現物日記帳と資金繰表では対応

り崩しており，資金繰りが厳しいことがわかる.そ する指標の数値は異なるが，両者の比率分析結果は

(217) 
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表9.現金現物日記帳月別集計表と資金繰表に基づく動態

的流動性分析(比率分析，現金・預貯金を資金として)
単位 % 

現金現物日記帳
月別 資金繰表(現金・預貯金取引月別集計表)

所得的収支比率 126.2 116.0 経常収支比率

所得的収支過不足による
103.9 

l月
70.5 

経常収支過不足による
家計支出充足本 家計支出充足率

所j¥t的収支比事 461. 9 374.5 経常収支比率

所伴的収支過不足による
338.9 

2月
訓13.9

経常収支過不足による
家計支出充足率 家計支出充足本

資料 京都大学農学部民業簿記研究施設「自計式l皇家経済簿演習教材」
に基づく

表10 現金現物日記帳と資金繰表に基づく資金循環分析

(現金と預貯金を資金として)
僧位千円

所得所得
所得

投資投資 投資等 財務収
的収 家計 財務財務 資金 前)J 翌月

現金 的的
支i品

等等 収支過
支出 収入支出

支過不
別減高 縦J盛 繰越

)]別

現物 収入 支出
不足

収入支附 不足 足

日記帳
429.6剖 0.1 89.1 300.0272.7 訂 3¥-85.8' 8.0519.3 -511.3 -480.7 2，107.711，927.0 I~ 
481.7101¥， 3 377.，j 420.0820，0 --400.0 1l1.4 0.0479.0 -179.0 -613.0 1，927唱。1.314.0 2~ 
461.7123.3 3皿 4420.0820.0 イ 00.0-1l1.4 20.04剖 .0--440.0 -613.0 1，927.0 1，314.0 2)j 

437.6377.1 60.4 300咽 0272.7 27.3 -8!月 8 0.0482.6 -482.6 -4凹 72.407.7 1，927.0 l)j 
資金 続常

IM* 経常経常 収支
投資投資 投資等

家計 財務財務
財務収

資金 前JJ 翌月
収入支出 過不

等等 収支過
支出 収入支出

支過不
増減J高 縦i感 繰越

凡別

足
収入支出 不足 足

資料 京総入ヴ腹手，mJ!l着陸簿記研究施設「白計式a農家経済簿演習教材}に議円〈

次のとおり同じである.すなわち 1月の数値が 2

月の数値を下回って， 100%前後となっており 1

月の資金繰りが厳しいことがわかる.その3として，

資金循環分析であるが表 10のとおりである.表 10

では，上述した理由によって所得的支出が経常支出

を下回っている このために所得的収支過不足が経

常収支過不足を上回っている.一方，財務支出は現

金現物日記帳が資金繰表を上回っているために，財

務収支過不足(マイナス)は現金現物日記帳が資金

繰表を上回っている しかし資金増減高，前月繰

越，翌月繰越の金額は，現金現物日記帳と資金繰表

で一致する. したがって，現金現物日記帳と資金繰

表に基づく資金循環分析結果は次のとおり同じであ

る.すなわち，①所得的収支過不足，経常収支過不

足はプラスであるが 1月は少額であること，②投

資収支過不足は 1月， 2月とも少額で， とくに 2月

はマイナスであること，③財務収支過不足はマイナ

スで多額であること，④ ①から③のために 1月，

2月において前月繰越を翌月繰越が下回って，両月

の資金繰りが厳しいこと，がわかる.

4.結論

本研究では，次のことを明らかにしている.第 l

に，現金現物日記帳と資金繰表の収支概念が相違し

ていることを具体的に種目(科目)または取引を取

り上げて明らかにしている.さらに， この相違の要

因として，①圧縮記帳の採用(資金繰表)，不採用(現

金現物日記帳)と，②前払金や前受金などについて，

債権・債務関係を重視(現金現物日記帳)するか，

換金性の速さを重視(資金繰表)するか，の 2つを

明らかにしている 第 2に，現金を資金とした場合，

現金現物日記帳が資金管理機能を有していることで

ある.第 3に，現金と預貯金を資金とした場合，現

金現物日記帳から本来の現金取引と預貯金取引を抽

出して集計することによって，資金繰表と同じよう

な資金管理機能を有することを明らかにしている.
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注1)現金現物日記帳ではすべての取引が現金取引とし
て記入されているー ここでいう現金取引は非現金
取引を除いた取引を意味している.

2) 所得的収入，所得的支出として記入される取引を
いう.

3) 種目(科目)は現金現物日記帳の種目が複式簿記
と資金繰表の科目に相当することを示す.

4) 経営補助金収入とは経費の一部として交付される
補助金である.詳しくは文献 [lJp88を参照され
たい.

5) このほかに，家族経営では事業所得税の支払いが
含まれる. したがって投資支出ではなく投資等支
出という表現にしている.
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