
１　はじめに

拙稿「マクロ経済の政府vs.固有の財政――現

在の日本における――」『帝京経済学研究』第38

巻第１号、2004年、において、中央政府、地方

政府そして社会保障基金の各マクロ経済的行動

を、国および地方の固有の財政との関連で明ら

かにした。そこで本稿では、以下、平成14年を

例として、これら三者を一括した一般政府のマ

クロ経済的行動を、２で明らかにし、３では、

この一般政府の行動を、日本経済の循環の中で

位置づけることを意図して、日本経済の循環を

明らかにする。さらに、固有の財政を、日本経

済の循環の中で明らかにする必要があるが、こ

れについては、別稿を期したい。又、固有の財

政それ自体についても、個別に明らかにする必

要があるが、これについても別稿を期したい。

ただ、固有の財政については、既に、数多くの

著書を筆者はものしているので、実は、本稿の

背後には、既に、時期が異なるとは言え、固有

の財政に関する認識が前提になっていることも

書き沿えておく。さて、本稿では最後に４で簡

単に、結論を述べることにする。

２　一般政府

２－１　第１次所得の配分勘定

受取

以下、図表１に沿って述べる。

1.3 生産・輸入品に課される税（受取）

このうち、生産物に課される税は、主たるも

のは、中央政府が受取る国税の、消費税、揮発

油税、自動車重量税などであり、他方、地方政

府が受取る地方税の、地方消費税、地方道路税、

自動車重量税、自動車取得税などである。生産

に課される税は、地方政府が受取る、都道府県

の事業税や、市町村の固定資産税などである。

1.5 財産所得（受取）

このうち最大の利子は、社会保障基金が、年

金積立金に関して受取る利子である。

支払

1.1 財産所得（支払）

これは、中央政府が国債費として支払う　国

際に関して支払う利子と、地方政府が公債費と

して支払う、地方債に関して支払う利子とが、

主たるものである。

1.2 第１次所得バランス（純）

さしあたり、純ではなく、粗として言えば、

第１次所得バランスとは、中央政府と地方政府

とが受取る、1.3 生産・輸入品に課される税か

ら、補助金を控除した後の残額と、社会保障基

金が受取る、1.5 財産所得（受取）とで、中央

政府・地方政府が支払う、国債費・公債費の財

産所得（支払）を支払った、その後の残額であ

る。社会保障基金の1.5 財産所得（受取）で、

中央政府・地方政府の1.1 財産所得（支払）を

支払う、ということは、制度的には存在しない

が、そのように、見做すということである。こ

の、1.5 財産所得（受取）で、1.1 財産所得

（支払）を支払った後の残額を、つまり、相殺し
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た後の残額を、財産所得（支払）（純）と称すれ

ば、結局、1.2 第１次所得バランス（純）とは、

1.4 補助金（支払）を控除した後の、1.3 生

産・輸入品に課される税（受取）で、財産所得

（支払）（純）を支払った後の残額である。この

1.2 第１次所得バランス（純）を、生産・輸入

品に課される税（受取）（純）と称することにす

る。

２－２　所得の第２次分配勘定

以下では、先ず受取だけを、次いで支払だけ

を述べるということはしないで、受取と支払と

を因果関係を考慮して、交錯させることにする。

受取

2.4 第１次所得バランス（純）

これは、直ぐ上で述べたように、生産・輸入

品に課される税（受取）（純）と称することにす

る。

2.5 所得・富等に課される経常税（受取）

これは、中央政府が受取る、法人税と所得税

と、地方政府が、法人と個人から受取る住民税

とから成る。

支払
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図表１　一般政府

（１）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財政所得（支払） 15,485.7

（１）利子 15,158.3

（２）賃貸料 327.4

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3-1.4+1.5)-1.1）,（2.4） 30,780.0

（再掲）第１次所得バランス（総） 43,921.4

（控除）固定資本減耗 13,141.5

支　払 46,265.6

1.3 生産・輸入品に課される税（受取） 41,464.1

（１）生産物に課される税 22,992.6

ａ．付加価値型税（ＶＡＴ） 12,156.4

ｂ．輸入関税 847.7

ｃ．その他 9,988.4

（２）生産に課されるその他の税 18,471.6

1.4 （控除）補助金（支払） 3,781.9

1.5 財産所得（受取） 8,583.5

（１）利子 7,898.5

（２）法人企業の分配所得 646.5

ａ．配当 16.3

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 630.1

（３）保険契約者に帰属する財産所得 0.2

（４）賃貸料 38.3

受　取 46,256.6

（単位：10億円）

（2）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現物社会移転以外の社会給付（支払） 54,313.3

（１）現金による社会保障給付 44,127.9

（２）無基金雇用者社会給付（2.6(2)） 2,821.9

（３）社会扶助給付 7,363.4

2.2 その他の経常移転（支払） 56,641.2

（１）非生命純保険料 16.6

（２）一般政府内の経常移転（2.7(2)） 51,319.7

（３）経常国際協力 335.1

（４）他に分類されない経常移転 4,969.7

2.3 可処分所得（純）（(2.4＋2.5＋2.6+2.7)-(2.1+2.2)）,（3.3）,（4.3） 64,046.3

（再掲）可処分所得（総） 77,187.8

（控除）固定資本減耗 13,141.5

支払 175,000.8

2.4 第1次所得バランス（純）（1.2） 30,780.0

（再掲）第１次所得バランス（総） 43,921.4

（控除）固定資本減耗 13,141.5

2.5 所得・富等に課される経常税（受取） 39,426.1

（１）所得に課される税 37,005.5

（２）その他の経常税 2,420.5

2.6 社会負担（受取） 51,861.5

（１）現実社会負担 49,039.5

ａ．雇主の強制的現実社会負担 22,610.1

ｂ．雇用者の強制的社会負担 22,429.4

（２）帰属社会負担（2.1(2)） 2,821.9

2.7 その他の経常移転（受取） 52,933.3

（１）非生命純保険料 16.6

（２）一般政府内の経常移転（2.2(2)） 51,319.7

（３）経常国際協力 360.0

（４）他に分類されない経常移転 1,237.0

ａ．その他の経常移転 991.5

ｂ．罰金 245.5

受取 175,000.8

（単位：10億円）

（注）現物社会移転以外の社会給付のうち、社会扶助給付には、現物を

含む。

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）96-97頁。
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2.2 その他の経常移転（支払）

このうち殆ど大半をなす、（２）一般政府内の

経常移転は次のようになっている。

・中央政府の支払

・地方政府へ

・地方交付税

・国庫支出金

・社会保障基金へ

・年金に対して

・健康保険〃

・老人保健〃

・介護保険〃

・地方政府の支払

・社会保障基金へ

・健康保険に対して

・老人保健〃

・介護保険〃

この、（２）一般政府内の経常移転は、中央政

府と地方政府が、2.4 第１次所得バランス（純）

である、生産・輸入品に課される税（受取）（純）

と、2.5 所得・富等に課される経常税（受取）

とを財源として、行なうように制度化されてい

る。両者の一部を財源としている。

受取

2.6 社会負担（受取）

これは、社会給付を行うために、社会保障基

金が、雇主と雇用者から受取るものである。こ

れは、後出の図表11、12、13、15から明らかな

ように、非金融法人企業、金融機関、家計が、

窮極的には、営業余剰・混合所得（純）と雇用

者報酬によって負担している。

2.7 その他の経常移転（受取）

このうち殆ど大半をなす、（２）一般政府内の

経常移転は、直ぐ上で見た、支払のそれと金額

が全く同一である。受取の方から述べれば次の

ようになる。

・地方政府の受取

・中央政府から

・地方交付税

・国庫支出金

・社会保障基金の受取

・中央政府から

・年金

・健康保険

・老人保健

・介護保険

・地方政府から

・健康保険

・老人保健

・介護保険

この受取側の、（２）一般政府内の経常移転の財

源は、支払側の、（２）一般政府内の経常移転で

あり、この後者の財源は、受取側の、2.4 第１

次所得バランス（純）＝生産・輸入品に課され

る税（受取）（純）と、2.5 所得・富等に課され

る経常税（受取）とであるから、結局、2.7

（２）は、同じく受取側の、2.4と2.5を財源とし

ていることになる。二重記帳になっているので

ある。後で確認するように、この一般政府内の

経常移転は、全体としては支払と受取とで相殺

され、この項は消去されてしまうのであり、従

って又、これを殆ど大半とする、その他の経常

移転も殆ど大半が相殺されてしまうのである。

支払

2.1 現物社会移転以外の社会給付（支払）

これは主として社会保障基金が支払う年金で

ある。この財源は、受取側の、2.6 社会負担

（受取）と、2.7 その他の経常移転（受取）の、

それぞれ一部である。後者の2.7は、先に見たよ

うに、その財源が、同じく受取側の、2.4と2.5で

あるから、結局、2.1の財源は、2.4、2.5、2.6の

それぞれ一部である、ということになる。

尚、先にも述べたように、2.6 社会負担（受

取）の財源は、後出の図表から明らかなように、

営業余剰・混合所得（純）と雇用者報酬であり、

従って、後で確認するように、全体としては、
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社会負担の項は消去されてしまうことになるの

である。

又、年金制度は、原則として賦課方式ではな

く、積立方式なので、2.6の一部で、2.1を支払う、

というようには制度化されていないが、そのよ

うに見做されているのである。

支払

2.3 可処分所得（純）

2.2 その他の経常移転（支払）と、2.7 その

他の経常移転（受取）とは、大部分が相殺され

てしまうので、結局、2.4 第１次所得バランス

（純）と、2.5 所得・富等に課される経常税（受

取）と、2.6 社会負担（受取）との合計の一部

で、2.1 現物社会移転以外の社会給付（支払）

を行い、その後の残額が、2.3 可処分所得（純）

である、ということになる。

現物所得の再分配勘定と所得の使用勘定

以下、図表２に沿って述べる。

図表２は、図表３において、図式化されてい

る。後者の図表３において、左端の可処分所得

（純）から右方そして中央にかけては、前者の図

表２の、（３）現物所得の再分配勘定と（４）所

得の使用勘定b.調整可処分所得の使用勘定を図

式化し、他方、右端の可処分所得（純）から左

方にかけては、同じく前者の図表２の（４）所

得の使用勘定a.可処分所得の使用勘定を図式化し

たものである。これについて直ちに言及するよ

りも、家計の最終消費と一括して考慮した方が、

これの理解が明確になると思われるので、その

ようにすることにする。

図表４は、家計の後出の図表14を図式化した

ものであり、これと、直ぐ上の図表３とを一括

したものが、図表５である。実は、さらに、後

出の図表16も加えて図式化してある。この図表

５について述べる。

左端の最終消費支出から右方にかけては、最

終消費を実際に支出して負担したのは誰か、と
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図表２　一般政府

（３）現物所得の再分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 現物社会移転（支払）（4.1(1)） 49,251.1

（１）現物社会給付 29,267.3

ａ．払い戻しによる社会保障給付 864.7

ｂ．その他の現物社会保障給付 28,402.9

（２）個別的非市場財・サービスの転移 19,983.5

3.2 調整可処分所得（純）（3.3-3.1）,（5.3） 14,795.3

（再掲）調整可処分所得（総） 27,936.7

（控除）固定資本減耗 13,141.5

支　払 64,046.3

3.3 可処分所得（純）（2.3） 64,046.3

（再掲）可処分所得（総） 77,187.8

（控除）固定資本減耗 13,141.5

受　取 64,046.3

（単位：10億円）

（４）所得の使用勘定
ａ．可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

4.1 最終消費支出 87,972.9

（１）個別消費支出（3.1） 49,251.1

（２）集合消費支出（5.1） 38,721.8

4.2 貯蓄（純）（4.3-4.1） －23,926.5

（再掲）貯蓄（総） －10,785.1

（控除）固定資本減耗 13,141.5

支　払 64,046.3

4.3 可処分所得（純）（2.3） 64,046.3

（再掲）可処分所得（総） 77,187.8

（控除）固定資本減耗 13,141.5

受　取 64,046.3

（単位：10億円）

（４）所得の使用勘定
ｂ．調整可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

5.1 現実最終消費（現実集合消費）（4.1(2)） 38,721.8

5.2 貯蓄（純）（5.3-5.1） －23,926.5

（再掲）貯蓄（総） －10,785.1

（控除）固定資本減耗 13,141.5

支　払 14,795.3

5.3 調整可処分所得（純）（3.2） 14,795.3

（再掲）調整可処分所得（総） 27,936.7

（控除）固定資本減耗 13,141.5

受　取 14,795.3

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）98-99頁。
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いう観点から図式化してあり、民間が実際に支

出した負担額が、民間最終消費支出であり、政

府が実際に支出した負担額が、政府最終支出な

のである。前者の民間最終消費支出は、さらに、

家計最終消費支出と、対家計民間非営利団体の

個別的非市場財・サービスの移転から成る。後

者の政府最終消費支出は、個別消費支出と集合

消費支出から成り、このうち個別消費支出は現

物社会移転の謂であり、これは、個別的非市場

財・サービスの移転と、現物社会給付から成る。

これに対して、右端の現実最終消費から左方

にかけては、最終消費を便益として実際に享受

したのは誰か、という観点から図式化してあり、

家計が実際に享受した便益の額が、家計現実最

図表３　一般政府

64,046.3

可処分所得（純）

49,251.1

現物社会移転（支払）

・現物社会給付

・個別的非市場

財・サービス

の移転

14,795.3

調整可処分所得（純）

49,251.1

＝個別消費支出
87,972.9

最終消費支出

64,046.3

可処分所得（純）

38,721.8 38,721.8

現実最終消費＝集合消費支出

（〃〃集合〃〃）

－23,926.5

貯蓄（純）

図表４　家計

351,626.5

調整可処分所得（純）

55,567.1

現物社会移転（受取）

・現物社会給付

・個別的非市場

財・サービス

の移転

296,059.4

可処分所得（純）

333,874.1

現実最終消費

（〃 個別 〃）
351,626.5

調整可処分所得（純）

278,307.0

最終消費支出

（個別〃〃〃〃）

19,011.5

貯蓄（純）

図表５　最終消費支出と現実最終消費

372,595.9

最終消費支出

284,623.0

民間最終

消費支出

87,972.9

政府最終

消費支出

49,251.1

現物社会移転

個別消費支出

19,983.5

個別的非市場財

・サービスの移転

6,316.0

対家計民間非営利団体

個別的非市場財

・サービスの移転

55,567.1

現物社会移転

333,874.1

家計現実

最終消費

＝個別

（消費支出）
372,595.9

現実最終消費

38,721.8

政府現実

最終消費

＝集合

（消費支出）

278,307.0

家計最終消費支出

29,267.6

現物社会給付

＝

38,721.8

集合消費支出
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終消費であり、政府が実際に享受した便益の額

が、政府現実最終消費なのであり、これらはそ

れぞれ、個別消費支出と集合消費支出の謂であ

る。前者の家計現実最終消費は、家計最終消費

支出と、現物社会移転から成り、このうち後の

現物社会移転は、さらに、個別的非市場財・サ

ービスの移転と現物社会給付とから成っている。

後者の政府現実最終消費は、今、述べたように、

集合消費支出それ自体である。

この図表５を考慮しつつ、先の図表３に戻る

ことにすると、貯蓄を別にすると、両者は、左

右が入れ替わって逆になっている。先の図表３

において、左端の可処分所得（純）から右方そ

して中央にかけては、図表５の右端の現実最終

消費から左方にかけてと同様に、厳密にはその

一部の下段として、最終消費を便益として実際

に享受したのは誰か、という観点から図式化し

てあり、現物社会移転（支払）は、家計が実際

に享受した便益の額であり、調整可処分所得

（純）のうちの現実最終消費は、政府が実際に享

受した便益の額である。

これに対して、右端の可処分所得（純）から

左方にかけては、図表５の左端の最終消費支出

から右方にかけてと同様に、厳密にはその一部

の下段として、最終消費を実際に支出して負担

したのは誰か、という観点から図式化してあり、

政府が実際に支出した負担額が、最終消費支出

であり、これは、個別消費支出と集合消費支出

とから成る、ということになる。

何れにしても、可処分所得（純）から最終消

費を控除した後の残額が、貯蓄（純）である。

これはマイナスになっている。従って、これま

で、税収と社会負担で負担され支出されてきた、

と述べてきたことは、それらで負担されること

を予定されつつも、実際は、借入金によって支

出されてきた、ということになる。

２－３　貯蓄投資差額と資金過不足

以下、図表６に沿って述べる。

実物取引

1.6 貯蓄（純）は大幅なマイナスであり、1.7

資本移転（受取）は少額だが、それとて1.8 資

本移転（支払）が超過しているが、さらに、1.2

－ 132－

図表６　一般政府

（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

1.1 総固定資本形成 23,374.3

1.2 （控除）固定資本減耗 13,141.5

1.3 在庫品増加 20.5

1.4 土地の購入（純） 3,270.3

1.5 貯蓄投資差額（(1.6+1.7-1.8)-(1.1-1.2+1.3+1.4)） －39,308.3

資産の変動 －25,784.6

1.6 貯蓄（純） －23,926.5

1.7 資本移転（受取） 2,968.3

（１）居住者からのもの 2,967.8

うち資本税 1,570.8

（２）海外からのもの 0.5

1.8 （控除）資本移転（支払） 4,826.4

（１）居住者に対するもの 4,643.9

（２）海外対するもの 182.5

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 －25,784.6

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現金・預金 －15,257.7

2.2 貸出 －1,257.8

2.3 株式以外の証券 13,394.5

2.4 株式・出資金 6,204.8

うち株式 4,733.7

2.5 金融派生商品 －

2.6 その他の金融資産 12,031.9

資産の変動 15,115.7

2.7 資金過不足 －19,993.7

（(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)-(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)）

2.8 借入 2,948.0

2.9 株式以外の証券 30,176.7

2.10 出資金 1,180.6

2.11 金融派生商品 －

212 その他の負債 804.1

資金過不足および負債の変動 15,115.7

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）114-115頁。
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図表７　平成14年日本経済の循環
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固定資本減耗を超過する総固定資本形成が行わ

れ、貯蓄投資差額は一層大きくマイナスとなっ

て、投資超過となっている。

金融取引

この貯蓄投資差額は、主として、2.9 株式以

外の証券、つまり、国債と地方債の発行によっ

て資金調達が行われた。資産の変動を超過する

負債の変動が行われ、資金過不足は巨額のマイ

ナスで、資金不足を呈していた。

以上で、一般政府の分析を終えることにする。

３　日本経済の循環

３－１　はじめに

ここでは平成14年を例にとって、日本経済の

循環について述べる。具体的には、図表７につ

いて述べる。この図表の、それぞれ一部を切り

取って拡大して図示し、それについて述べるこ

とにする。相互に独立したものとしてではなく、

順を追って述べることにする。

予め、平成14年の年初のストックと１年間の

フローの関係、ならびに、１年間のフローと年

末の関係を、図表７からそれぞれ切り取って拡

大しておけば、図表８と図表９のようになる。

以下では、このフローについて、順を追って述

べてゆくことにする。

以下では、各制度部門を次のように略称する

ことにする。家計だけは略称はない。

非金融：非金融法人企業

金融：金融機関

政府：一般政府

家計：家計

非営利：対家計民間非営利団体

又、以下では、受取の合計の下に、支払を受

取が超過する額を計上することにする。尚、下

線の下に合計額を算出するが、煩瑣を極めるの

で、一々、合計額とは表記しないことにする。

－134－

図表９

固定資本減耗

98.6

総資本形成　119.1

・総固定資本形成　120.4

・在庫品増加　▲1.2

総資本形成　119.1

－固定資本減耗　98.6

20.5

平成13年末（残高）

非金融資産

2718.9

調整

非金融資産

▲115.2

非金融資産の増加

20.5

平成14年末（残高）

非金融資産

2624.1

資
本

図表８

財貨・サービス

の輸入

49.4

中間投入

421.4

産出額

914.4

493.1

付
加
価
値

生
産
要
素
の
投
入

労
働

資
本

平13年末（残高）

非金融資産

2718.9

平14年

就労者数

6530万人

うち雇用者数

5529万円

財貨・サービスの供給
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３－２　国民可処分所得

図表10から自明なように、国民可処分所得を

構成するのは、主として、営業余剰・混合所得

と、雇用者報酬と、生産・輸入品に課される

税－補助金の３つであるが、それぞれについて、

先の図表１と、図表11、12、13、15から、該当

のものを取り出せば、以下のようになり、その

合計額が、図表10の金額である。又、この合計

額は、それぞれ、図表17の金額である。ただ、

図表17の雇用者報酬（支払）が、10.0だけ大きく

なっているのは、支払と受取との差があるため

である（厳密には、この10.0は海外への支払であ

る）。

－135－

図表10

海外からの経常移転（純）

▲0.5493.1

付

加

価

値

402.2

国
民
可
処
分
所
得

海外からの所得（純）

8.2

生産・輸入品に課さ

れる税－補助金

37.7

固定資本減耗

98.6

雇用者報酬

265.4

営業余剰・混合所得

91.5

図表11 非金融法人企業

（１）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財産所得（支払） 26,120.2

（１）利子 13,640.1

（２）法人企業の分配所得 7,636.1

ａ．配当 6,910.0

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 726.1

（３）海外直接投資に関する再投資収益 188.7

（４）賃貸料 4,655.3

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3+1.4)-(1.1)）,（2.5） 30,856.9

（再掲）第１次所得バランス（総） 90,061.3

（控除）固定資本減耗 59,204.4

支　払 56,977.0

1.3 営業余剰（純） 48,154.0

（再掲）営業余剰（総） 107,358.4

（控除）固定資本減耗 59,204.4

1.4 財産所得（受取） 8,823.0

（１）利子 2,768.0

（２）法人企業の分配所得 3,166.6

ａ．配当 3,164.8

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 1.7

（３）海外直接投資に関する再投資収益 728.9

（４）保険契約者に帰属する財産所得 27.7

（５）賃貸料 2,131.9

受　取 56,977.0

（単位：10億円）

（２）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 11,559.5

（１）所得に課される税 11,073.0

（２）その他の経常税 486.5

2.2 無基金雇用者社会給付（支払）（2.6） 8,089.0

2.3 その他の経常移転（支払） 3,744.3

（１）非生命純保険料 1,427.4

（２）他に分類されない経常移転 2,316.9

ａ．その他の経常移転 2,250.6

ｂ．罰金 66.3

2.4 可処分所得（純）（(2.5+2.6+2.7)-(2.1+2.2+2.3)）,（3.2） 19,159.9

（再掲）可処分所得（総） 78,364.3

（控除）固定資本減耗 59,204.4

支　払 45,552.6

2.5 第１次所得バランス（純）（1.2） 30,856.9

（再掲）第１次所得バランス（総） 90,061.3

（控除）固定資本減耗 59,204.4

2.6 帰属社会負担（受取）（2.2） 8,089.0

2.7 その他の経常移転（受取） 3,606.7

（１）非生命純保険料 1,450.9

（２）他に分類されない経常移転 2,155.9

受取 42,552.6

（単位：10億円）

（３）可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 貯蓄（純） 19,159.9

（再掲）貯蓄（総） 78,364.3

（控除）固定資本減耗 59,204.4

支　払 19,159.9

3.2 可処分所得（純）（2.4） 19,159.9

（再掲）可処分所得（総） 78,364.3

（控除）固定資本減耗 59,204.4

受取 19,159.9

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）92-93頁。

（注）財産所得（受取）のうち、賃貸料は、金融機関を含む。
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営業余剰・混合所得（純）

支払 受取

非金融 48,154.0

金融 -8,354.7

政府

家計 51,662.1

非営利

91,461.4

雇用者報酬

支払 受取

非金融

金融

政府

家計 265,358.0

非営利

265,358.0

－ 136－

図表12 金融機関

（１）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財産所得（支払） 43,346.9 

（１）利子 32,371.6

（２）法人企業の分配所得 870.4

ａ．配当 858.5

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 11.8

（３）海外直接投資に関する再投資収益 0.0

（４）保険契約者に帰属する財産所得 9,862.4

（５）賃貸料 242.5

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3+1.4)-(1.1)）,（2.5） 17,577.8

（再掲）第１次所得バランス（総） 20,585.0

（控除）固定資本減耗 3,007.2

支　払 60,924.8

1.3 営業余剰（純） －8,354.7

（再掲）営業余剰（総） －5,347.5

（控除）固定資本減耗 3,007.2

1.4 財産所得（受取） 69,279.5

（１）利子 66,118.5

（２）法人企業の分配所得 2,849.0

ａ．配当 2,846.5

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 2.5

（３）海外直接投資に関する再投資収益 302.4

（４）保険契約者に帰属する財産所得 9.7

受　取 60,924.8

（参考）帰属利子 26,815.1

（単位：10億円）

（２）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 2,591.2

（１）所得に課される税 2,552.5

（２）その他の経常税 38.7

2.2 現物社会移転以外の社会給付（支払） 6,964.9

（１）年金基金による社会給付 6,179.6

（２）無基金雇用者社会給付（2.6(2)） 785.2

2.3 その他の経常移転（支払） 6,131.3

（１）非生命純保険料 743.0

（２）非生命保険金 5,357.9

（３）他に分類されない経常移転 30.4

ａ．その他の経常移転 18.6

ｂ．罰金 11.9

2.4 可処分所得（純）（(2.5+2.6+2.7)-(2.1+2.2+2.3)）,（3.3） 16,592.8

（再掲）可処分所得（総） 19,600.0

（控除）固定資本減耗 3,007.2

支　払 32,280.1

2.5 第１次所得バランス（純）（1.2） 17,577.8

（再掲）第１次所得バランス（総） 20,585.0

（控除）固定資本減耗 3,007.2

2.6 社会負担（受取） 8,224.0

（１）現実社会負担 7,438.8

ａ．雇主の自発的現実社会負担 5,491.9

ｂ．雇用者の自発的社会負担 1,946.9

（２）帰属社会負担（2.2(2)） 785.2

2.7 その他の経常移転（受取） 6,478.3

（１）非生命純保険料 5,357.9

（２）非生命保険金 742.8

（３）他に分類されない経常移転 377.6

受　取 32,280.1

（単位：10億円）

（３）可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 年金基金年金準備金の変動（支払） 1,259.2

3.2 貯蓄（純）（3.3-3.1） 15,333.7

（再掲）貯蓄（総） 18,340.9

（控除）固定資本減耗 3,007.2

支　払 16,592.8

3.3 可処分所得（純）（2.4） 16,592.8

（再掲）可処分所得（総） 19,600.0

（控除）固定資本減耗 3,007.2

受　取 16,592.8

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）94-95頁。

（注）財産所得（受取）のうち、賃貸料は、非金融法人企業を含む。
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これら３つに、海外からの所得（純）を加え、

海外からの経常移転（純）を減じて、算出した

結果が、国民可処分所得である。

前者の、海外からの所得（純）については、

次のように、財産所得を、先の図表１と、図表

生産・輸入品に課される税（支払は補助金）

支払 受取

非金融

金融

政府

家計 3,781.9 41,464.1

非営利

3,781.9 41,464.1

37,682.2

図表13 家計

（１）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財産所得（支払） 14,940.3

（１）利子 14,553.9

ａ．消費者負債利子 6,576.8

ｂ．その他の利子 7,977.1

（ａ）農林水産業 323.8

（ｂ）その他の産業（非農林水産・非金融） 2,095.1

（ｃ）持ち家 5,558.2

（２）賃貸料 386.3

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3+1.4+1.5)-(1.1)）,（2.5） 323,399.5

（再掲）第１次所得バランス（総） 345,462.2

（控除）固定資本減耗 22,062.7

支　払 338,339.8

1.3 営業余剰・混合所得（純） 51,662.1

（１）営業余剰（持ち家）（純） 31,648.9

（２）混合所得（純） 20,013.3

（再掲）営業余剰・混合所得（総） 73,724.9

（１）営業余剰（持ち家）（総） 47,307.9

（２）混合所得（総） 26,417.0

（控除）固定資本減耗 22,062.7

1.4 雇用者報酬（受取） 265,358.0

（１）賃金・俸給 225,087.6

（２）雇主の社会負担 40,270.4

ａ．雇主の現実社会負担 28,185.6

ｂ．雇主の帰属社会負担（2.2(2)) 12,084.8

1.5 財産所得（受取） 21,319.7

（１）利子 4,998.6

（２）配当 3,145.0

（３）保険契約者に帰属する財産所得 9,824.3

（４）賃貸料 3,351.7

受　取 338,339.8

（単位：10億円）

（２）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 25,275.4

（１）所得に課される税 23,380.0

（２）その他の経常税 1,895.4

2.2 社会負担（支払） 68,563.1

（１）現実社会負担 56,478.3

ａ．雇主の現実社会負担 28,102.0

（ａ）雇主の強制的現実社会負担 22,610.1

（ｂ）雇主の自発的現実社会負担 5,491.9

ｂ．雇用者の社会負担 28,376.3

（ａ）雇用者の強制的現実社会負担 26,429.4

（ｂ）雇用者の自発的現実社会負担 1,946.9

（２）帰属社会負担（1.4(2)）,（2.6(3)） 12,084.8

2.3 その他の経常移転（支払） 22,378.3

（１）非生命純保険料 3,135.8

（２）他に分類されない経常移転 19,242.5

ａ．その他の経常移転 19,075.2

ｂ．罰金 167.3

2.4 可処分所得（純）（(2.5+2.6+2.7)-(2.1+2.2+2.3)），（3.2），（4.3）296,059.4

（再掲）可処分所得（総） 318,122.1

（控除）固定資本減耗 22,062.7

支　払 412,276.3

2.5 第１次所得バランス（純）（1.2） 323,399.5

（再掲）第１次所得バランス（総） 345,462.2

（控除）固定資本減耗 22,062.7

2.6 現物社会移転以外の社会給付（受取） 69,969.3

（１）現金による社会保障給付 44,127.9

（２）年金基金による社会給付 6,179.6

（３）無基金雇用者社会給付（2.2(2)） 12,084.8

（４）社会扶助給付 7,576.9

2.7 その他の経常移転（受取） 18,907.5

（１）非生命純保険料 3,118.4

（２）他に分類されない経常移転 15,789.1

受　取 412,276.3

（単位：10億円）

（注）１．現物社会移転以外の社会給付のうち、社会扶助給付には、現

物を含む。

２．所得の第２次分配勘定においては、第１次所得の配分勘定「雇主の

現実社会負担」のうち、事務費掛金分については、「他に分類され

ない経常移転」に計上され、「雇主の自発的現実社会負担」からは

除かれている。

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）100-101頁。
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11、12、13、15から取出し、受取計から支払計

を差し引いた後の残額として算出される。

又、これらの支払計と受取計とは、それぞれ、

図表18に計上されている。財産所得の大部分は、

国内で相殺され、その差額が、海外からの所得

（純）なのである。図表18において、財産所得は

大部分が相殺され、海外からの所得（純）のみ

が、1.2 第１次所得バランス（純）に含まれて

いることになる。

後者の、海外からの経常移転（純）について

は、次のように、その他の経常移転を、先の図

表１と、図表11、12、13、15から取出し、受取

計から支払計を差し引いた後の残額として算出

される。

財産所得

支払 受取

非金融 26,120.2 8,823.0

金融 43,346.9 69,279.5

政府 15,485.7 8,583.5

家計 14,940.3 21,319.7

非営利 436.0 527.1

100,329.1 108,532.8

海外からの所得（純）8,203.7

図表14 家計

（３）現物所得の再分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 調整可処分所得（純）（5.3） 351,626.5

（再掲）調整可処分所得（総） 373,689.2

（控除）固定資本減耗 22,062.7

支　払 351,626.5

3.2 可処分所得（純）（2.4） 296,059.4

（再掲）可処分所得（総） 318,122.1

（控除）固定資本減耗 22,062.7

3.3 現物社会移転（受取） 55,567.1

（１）現物社会給付 29,267.6

ａ．払い戻しによる社会保障給付 864.7

ｂ．その他の現物社会保障給付 28,402.9

（２）個別的非市場財・サービスの移転 26,299.4

受　取 351,626.5

（単位：10億円）

（４）所得の使用勘定
ａ．可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

4.1 最終消費支出（個別消費支払） 278,307.0

4.2 貯蓄（純）（(4.3+4.4)-(4.1)） 19,011.5

（再掲）貯蓄（総） 41,074.3

（控除）固定資本減耗 22,062.7

支　払 297,318.6

4.3 可処分所得（純）（2.4） 296,059.4

（再掲）可処分所得（総） 318,122.1

（控除）固定資本減耗 22,062.7

4.4 年金基金年金準備金の変動（受取） 1,259.2

受　取 297,318.6

（参考）貯蓄率 6.4

（単位：10億円）

（注）貯蓄率＝貯蓄（純）÷（可処分所得（純）＋年金基金年金準備金

の変動（受取））

（４）所得の使用勘定
ｂ．調整可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

5.1 現実最終消費（現実個別消費） 333,874.1

5.2 貯蓄（純）（(5.3+5.4)-(5.1)） 19,011.5

（再掲）貯蓄（総） 41,074.3

（控除）固定資本減耗 22,062.7

支　払 352,885.6

5.3 調整可処分所得（純）（3.1） 351,626.5

（再掲）調整可処分所得（総） 373,689.2

（控除）固定資本減耗 22,062.7

5.4 年金基金年金準備金の変動（受取） 1,259.2

受　取 352,885.6

（参考）調整貯蓄率 5.4

（単位：10億円）

（注）調整貯蓄率＝貯蓄（純）÷（可処分所得（純）＋年金基金年金準

備金の変動（受取））

出典）『国民経済計算年報』102-103頁。
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図表15 対家計民間非営利団体

（１）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財産所得（支払） 436.0

（１）利子 421.8

（２）賃貸料 14.2

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3-1.1）,（2.4） 91.2

（再掲）第１次所得バランス（総） 1,244.2

（控除）固定資本減耗 1,153.0

支　払 527.1

1.3 財産所得（受取） 527.1

（１）利子 494.3

（２）配当 1.7

（３）保険契約者に帰属する財産所得 0.5

（４）賃貸料 30.6

受　取 527.1

（単位：10億円）

（２）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現物社会移転以外の社会給付（支払） 602.1

（１）無基金雇用者社会給付（2.5） 388.6

（２）社会扶助給付 213.5

2.2 非生命純保険料 35.1

2.3 可処分所得（純）（(2.4+2.5+2.6)-(2.1+2.2)）,（3.3）,（4.3） 6,381.4

（再掲）可処分所得（総） 7,534.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

支　払 7,018.6

2.4 第１次所得バランス（純）（1.2） 91.2

（再掲）第１次所得バランス（総） 1,244.2

（控除）固定資本減耗 1,153.0

2.5 帰属社会負担（純）（2.1(1)） 388.6

2.6 その他の経常移転（受取） 6,538.8

（１）非生命純保険料 29.2

（２）他に分類されない経常移転 6,509.6

受　取 7,018.6

（単位：10億円）

（注）１．現物社会移転以外の社会給付のうち、社会扶助給付には、現

物を含む。

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）104-105頁。

図表16 対家計民間非営利団体

（３）現物所得の再分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 個別的非市場財・サービスの移転（支払）（4.1） 6,316.0

3.2 調整可処分所得（純）（3.3-3.1）,（5.2） 65.4

（再掲）調整可処分所得（総） 1,218.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

支　払 6,381.4

3.3 可処分所得（純）（2.3） 6,381.4

（再掲）可処分所得（総） 7,534.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

受　取 6,381.4

（単位：10億円）

（４）所得の使用勘定
ａ．可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

4.1 最終消費支出（個別消費支出）（3.1） 6,316.0

4.2 貯蓄（純）（4.3-4.1） 65.4

（再掲）貯蓄（総） 1,218.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

支　払 6,381.4

4.3 可処分所得（純）（2.3） 6,381.4

（再掲）可処分所得（総） 7,534.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

受　取 6,381.4

（単位：10億円）

（４）所得の使用勘定
b．調整可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

5.1 貯蓄（純）（5.2） 65.4

（再掲）貯蓄（総） 1,218.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

支　払 65.4

5.3 調整可処分所得（純）（3.2） 65.4

（再掲）調整可処分所得（総） 1,218.4

（控除）固定資本減耗 1,153.0

受　取 65.4

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）106-107頁。
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又、これらの支払計と受取計とは、それぞれ、

図表19に計上されている。その他の経常移転の

大部分は、国内で相殺され、その差額が、海外

からの経常移転（純）なのである。図表19にお

いて、その他の経常移転は大部分が相殺され、

その他の経常移転

支払 受取

非金融 3,744.3 3,606.7

金融 6,131.3 6,478.3

政府 56,641.2 52,933.3

家計 22,378.3 18,907.5

非営利 35.1 6,538.8

88,930.2 88,464.6

海外からの所得（純）▲465.6

図表17 一国経済（その１）

（１）所得の発生勘定

項　目
平成14暦年

2002

0.1 雇用者報酬（支払） 265,368.4

（１）賃金・俸給 225,098.0

（２）雇主の社会負担 40,270.4

ａ．雇主の現実社会負担 28,185.6

ｂ．雇主の帰属社会負担 12,084.8

0.2 生産・輸入品に課される税（支払）（1.5） 41,464.1

（１）生産物に課される税 22,992.6

ａ．付加価値型税（ＶＡＴ） 12,156.4

ｂ．輸入関税 847.7

ｃ．その他 9,988.4

（２）生産に課されるその他の税 18,471.6

0.3 （控除）補助金（受取）（1.6） 3,781.9

0.4 営業余剰・混合所得（純）（1.3） 91,461.4

（１）営業余剰（純） 71,448.2

（２）混合所得（純） 20,013.3

（再掲）営業余剰・混合所得（総） 190,030.2

（１）営業余剰（総） 163,613.2

（２）混合所得（総） 26,417.0

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 394,511.9

0.5 付加価値（純）／国内純正産（0.1+0.2-0.3+0.4） 394,511.9

（再掲）付加価値（総）／国内総生産 493,080.7

（控除）固定資本減耗 98,568.8

受　取 394,511.9

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）84-85頁。

図表18 一国経済（その２）

（２）第１次所得の配分勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 財産所得（支払） 100,329.0

（１）利子 76,145.7

（２）法人企業の分配所得 8,506.4

ａ．配当 7,768.5

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 737.9

（３）海外直接投資に関する再投資収益 188.7

（４）保険契約者に帰属する財産所得 9,862.4

（５）賃貸料 5,625.7

1.2 第１次所得バランス（純）（(1.3+1.4+1.5-1.6+1.7)-1.1）,（2.6）402,705.3

（再掲）第1次所得バランス（総） 501,274.1

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 503,034.3

1.3 営業余剰・混合所得（純）（0.4） 91,461.4

（１）営業余剰（純） 71,448.2

（２）混合所得（純） 20,013.3

（再掲）営業余剰・混合所得（総） 190,030.2

（１）営業余剰（総） 163,613.2

（２）混合所得（総） 26,417.0

（控除）固定資本減耗 98,568.8

1.4 雇用報酬（受取） 265,358.0

（１）賃金・俸給 225,087.6

（２）雇主の社会負担 40,270.4

ａ．雇主の現実社会負担 28,185.6

ｂ．雇主の帰属社会負担（2.2(2)） 12,084.8

1.5 生産・輸入品に課される税（受取）（0.2） 41,464.1

（１）生産物に課される税 22,992.6

ａ．付加価値型税（ＶＡＴ） 12,156.4

ｂ．輸入関税 847.7

ｃ．その他 9,988.4

（２）生産に課されるその他の税 18,471.6

1.6 （控除）補助金（支払）（0.3） 3,781.9

1.7 財産所得（受取） 108,532.8

（１）利子 82,277.8

（２）法人企業の分配所得 9,808.7

ａ．配当 9,174.4

ｂ．準法人企業所得からの引き出し 634.3

（３）海外直接投資に関する再投資収益 1,031.3

（４）保険契約者に帰属する財産所得 9,862.4

（５）賃貸料 5,552.5

受　取 503,034.3

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）86-87頁。
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海外からの経常移転（純）のみが、2.5 可処分

所得（純）に含まれていることになる。

各制度部門には計上されているが、全体とし

ては窮極的には消去され、先の図表10には現れ

ないものがある。一つは、所得・富等に課され

る経営税であり、もう一つは、主として社会保

険に関わるもので、社会負担、現物社会移転以

外の社会給付、現物社会移転である。結論から

先に言えば、これらは支払と受取とが同一で、

完全に相殺されるのである。これらは、所得の

第２次分配であり、現物所得の再分配であるか

ら、当然といえば当然である。

先ず、所得・富等に課される経常税を、先の

図表１と、図表11、12、13、15から取出せば次

のようになる。(図表15には該当するものはない

が、以下、その場合でも、取出すと称すること

にする)。
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図表19 一国経済（その３）

（３）所得の第２次分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 所得・富等に課される経常税（支払） 39,426.1

（１）所得に課される税 37,005.5

（２）その他の経常税 2,420.5

2.2 社会負担（2.8） 68,563.1

（１）現実社会負担 56,478.3

ａ．雇主の現実社会負担 28,102.0

（ａ）雇主の強制的現実社会負担 22,610.1

（ｂ）雇主の自発的現実社会負担 5,491.9

ｂ．雇用者の社会負担 28,376.3

（ａ）雇用者の強制的社会負担 26,429.4

（ｂ）雇用者の自発的社会負担 1,946.9

（２）帰属社会負担（1.4(2)b.）,（2.8(2)）,（2.9(3)） 12,084.8

2.3 現物社会移転以外の社会給付（支払）（2.9） 69,969.3

（１）現金による社会保障給付 44,127.9

（２）年金基金による社会給付 6,179.6

（３）無基金雇用者社会給付（2.8(2)）,（2.9(3)） 12,084.8

（４）社会扶助給付 7,576.9

2.4 その他の経常移転（支払） 88,930.1

（１）非生命純保険料 5,357.9

（２）非生命保険金 5,357.9

（３）一般政府内の経常移転 51,319.7

（４）経常国際協力 335.1

（５）他に分類されない経常移転 26,559.6

2.5 可処分所得（純） 402,239.8

（(2.6+2.7+2.8+2,9+2.10)-(2.1+2.2+2.3+2.4)）,（3.3）,（4.4）

（再掲）可処分所得（総） 500,808.6

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 669,128.4

2.6 第１次所得バランス（純）（1.2） 402,705.3

（再掲）第１次所得バランス（総） 501,274.1

（控除）固定資本減耗 98,568.8

2.7 所得・富等に課れる経常税（受取） 39,426.1

（１）所得に課される税 37,005.5

（２）その他の経常税 2,420.5

2.8 社会負担（受取）（2.2） 68,563.1

（１）現実社会負担 56,478.3

ａ．雇主の現実社会負担 28,102.0

（ａ）雇主の強制的現実社会負担 22,610.1

（ｂ）雇主の自発的現実社会負担 5,491.9

ｂ．雇用者の社会負担 28,376.3

（ａ）雇用者の強制的社会負担 26,429.4

（ｂ）雇用者の自発的社会負担 1,946.9

（２）帰属社会負担（2.2(2)）,（2.3(3)） 12,084.8

2.9 現物社会移転以外の社会給付（受取）（2.3） 69,969.3

（１）現金による社会保障給付 44,127.9

（２）年金基金による社会給付 6,179.6

（３）無基金雇用者社会給付（2.2(2)）,（2.3(3)） 12,084.8

（４）社会扶助給付 7,576.9

2.10 その他の経常移転（受取） 88,464.6

（１）非生命純保険料 5,357.9

（２）非生命保険金 5,357.9

（３）一般政府内の経常移転 51,319.7

（４）経常国際協力 360.0

（５）他に分類されない経常移転 26,069.2

受　取 669,128.4

（単位：10億円）

（注）１．現物社会移転以外の社会給付のうち、社会扶助給付には、現

物を含む。

２．所得の第２次分配勘定においては、第１次所得の配分勘定「雇主の

現実社会負担」のうち、事務費掛金分については、「他に分類され

ない経常移転」に計上され、「雇主の自発的現実社会負担」からは

除かれている。

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）88-89頁。
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見られるように、合計は等しくなっている。

そして、この合計はそれぞれ、図表19に計上さ

れており、同額なので相殺され、2.5 可処分所

得（純）には含まれていない。この2.5 可処分

所得（純）の金額が、先の図表10に、国民可処

分所得として計上されており、先に述べたよう

に、この図表には、所得・富等に課される経常

税は含まれていないのである。

次に、主として社会保険に関わるもので、先

ず、社会負担を、先の図表１と、図表11、12、

13、15から取出せば、次のようになっている。

見られるように、合計は等しくなっている。

そして、この合計はそれぞれ、図表19に計上さ

れており、同額なので相殺され、2.5 可処分所

得（純）には含まれていない。この2.5 可処分

所得（純）の金額が、先の図表10に、国民可処

分所得として計上されており、先に述べたよう

に、この図表には、社会負担は含まれていない

のである。

さらに、主として社会保険に関わるもののう

ち、現物社会移転以外の社会給付を、先の図表

１と、図表11、12、13、15から取出せば、次の

ようになる。

見られるように、合計は等しくなっている。

そして、この合計はそれぞれ、図表19に計上さ

れており、同額なので相殺され、2.5 可処分所

得（純）には含まれていない。この2.5 可処分

所得（純）の金額が、先の図表10に、国民可処

分所得として計上されており、先に述べたよう

に、この図表には、現物社会移転以外の社会給

付は含まれていないのである。

主として社会保険に関わるもののうち、最後

に、現物社会移転を、先の図表２と、図表11、

12、14、16から取出せば、次のようになる。

現物社会移転以外の社会給付

支払 受取

非金融 8,089.0

金融 6,964.9

政府 54,313.3

家計 69,969.3

非営利 602.1

69,969.3 69,969.3

社会負担

支払 受取

非金融 8,089.0

金融 8,224.0

政府 51,861.5

家計 68,563.1

非営利 388.6

68,563.1 68,563.1

所得・富等に課される経常税

支払 受取

非金融 11,559.5

金融 2,591.2

政府 39,426.1

家計 25,275.4

非営利

39,426.1 39,426.1
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見られるように、合計は等しくなっている。

そして、この合計はそれぞれ、図表20に計上さ

れおり、同額なので相殺され、3.2 調整可処分

所得（純）には含まれていない。相殺されるの

で、この3.2 調整可処分所得（純）は、3.3 可

処分所得（純）と同額となっており、この3.3

可処分所得（純）は、先の図表10では国民可処

分所得として計上されているのであるから、結

局、この国民可処分所得には、現物社会移転は

含まれていない、と言ってよい。

現物社会移転

（１）現物社会給付

支払 受取

非金融

金融

政府 29,267.6

家計 29,267.6

非営利

（２）個別的非市場財・サービスの移転

支払 受取

非金融

金融

政府 19,983.5

家計 26,299.4

非営利 6,316.0

(26,299.5) (26,299.4)

55,567.1 55,567.0

図表20 一国経済（その４）

（４）現物所得の再分配勘定

項　目
平成14暦年

2002

3.1 現物社会移転（支払）（3.4） 55,567.1

（１）現物社会給付 29,267.6

ａ．払い戻しによる社会保障給付 864.7

ｂ．その他の現物社会保障給付 28,402.9

（２）個別的非市場財・サービスの移転 26,299.4

3.2 調整可処分所得（純）（(3.3+3.4)-3.1）,（5.4） 402,239.8

（再掲）調整可処分所得（総） 500,808.6

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 457,806.9

3.3 可処分所得（純）（2.5） 402,239.8

（再掲）可処分所得（総） 500,808.6

（控除）固定資本減耗 98,568.8

3.4 現物社会移転（受取）（3.1） 55,567.1

（１）現物社会給付 29,267.6

ａ．払い戻しによる社会保障給付 864.7

ｂ．その他の現物社会保障給付 28,402.9

（２）個別的非市場財・サービスの移転 26,299.4

受　取 457,806.9

（単位：10億円）

（５）所得の使用勘定
ｂ．調整可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

5.1 現実最終消費 372,595.9

（１）現実個別消費 333,874.1

（２）現実集合消費 38,721.8

5.2 年金基金年金準備金の変動（支払）（5.5） 1,259.2

5.3 貯蓄（純）（(5.4+5.5)-(5.1+5.2)） 29,644.0

（再掲）貯蓄（総） 128,212.7

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 403,499.0

5.4 調整可処分所得（純）（3.2） 402,239.8

（再掲）調整可処分所得（総） 500,808.6

（控除）固定資本減耗 98,568.8

5.5 年金基金年金準備金の変動（受取）（5.2） 1,259.2

受　取 403,499.0

（単位：10億円）

（５）所得の使用勘定
ａ．可処分所得の使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

4.1 最終消費支出 372,595.9

（１）個別消費支出 333,874.1

（２）集合消費支出 38,721.8

4.2 年金基金年金準備金の変動（支払）(4.5) 1,259.2

4.3 貯蓄（純）（(4.4+4.5)-(4.1+4.2)） 29,644.0

（再掲）貯蓄（総） 128,212.7

（控除）固定資本減耗 98,568.8

支　払 403,499.0

4.4 可処分所得（純）（2.5） 402,239.8

（再掲）可処分所得（総） 500,808.6

（控除）固定資本減耗 98,568.8

4.5 年金基金年金準備金の変動（受取）(4.2) 1,259.2

受　取 403,499.0

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）90-91頁。
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３－３　最終消費支出と貯蓄

図表21の各項目について以下、述べる。

国民可処分所得から最終消費支出が行われ、

残額が貯蓄であるが、先の図表２と、図表11、

12、14、16から、最終消費支出と貯蓄とをそれ

ぞれ取出せば、次のようになり、この合計が、

図表21に計上されており、又、先の図表20に計

上されている。

最終消費支出 個別消費支出 集合消費支出

非金融

金融

政府 87,972.9 49,251.1 38,721.8

家計 278,307.0 278,307.0

非営利 6,316.0 6,316.0

372,595.9 333,874.1 38,721.8

－ 144－

図表22 非金融法人企業

（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

1.1 総固定資本形成 69,900.1

1.2 （控除）固定資本減耗 59,204.4

1.3 在庫品増加 －1,421.6

1.4 土地の購入（純） －7,020.4

1.5 貯蓄投資差額 19,782.8

（(1.6+1.7-1.8)-(1.1-1.2+1.3+1.4)）

資産の変動 22,036.6

1.6 貯蓄（純） 19,159.9

1.7 資本移転等（受取） 3,754.8

（１）居住者からのもの 3,640.3

（２）海外からのもの 114.5

1.8 （控除）資本移転等（支払） 878.1

（１）居住者に対するもの 523.7

（２）海外に対するもの 354.4

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 22,036.6

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現金・預金 －1,709.8

2.2 貸出 3,193.4

2.3 株式以外の証券 －12,228.4

2.4 株式・出資金 7,637.8

うち株式 7,635.8

2.5 金融派生商品 －

2.6 その他の金融資産 －7,290.2

資産の変動 －10,397.2

2.7 資金過不足 12,096.1

（(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)-(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12)）

2.8 借入 －17,288.7

2.9 株式以外の証券 －5,468.7

2.10 株式・出資金 2,922.3

うち株式 2,649.2

2.11 金融派生商品 －

2.12 その他の負債 －2,658.2

資金過不足および負債の変動 －10,397.2

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）110-111頁。

図表21
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海外からの資本移転（純）

▲0.4

統計上の不突合

5.0

海外からの資本移転（純）

統計上の不突合

5.0

▲0.4

貯蓄29.6
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次に、先の図表６と、図表22、23、24、25か

ら、資本移転等を取出せば、次のようになる。

この資本移転等については、その殆ど大半が

国内では相殺され、差額が、海外からの資本移

転等（純）となる。この、海外からの資本移転

等（純）が、図表21に計上されている。ただ、

この図表21では、海外からの資本移転等（純）

が、貯蓄に付加されるように図示されているが、

たまたま、この年には、これは、マイナスであ

ったので、図表21の下部に図示したように、貯

蓄から削減されるように図示するのが望ましい。

３－４　貯蓄投資差額と資金過不足

図表26の各項目について、以下、述べる。さ

しあたり、各項目をそれぞれ、先の図表６と、

図表22、23、24、25から取出すと次のようにな

る。

貯蓄投資差額

非金融 19,782.8

金融 16,215.6

政府 －39,308.3

家計 12,393.5

非営利 －386.9

8,696.7

固定資本減耗

控除

非金融 59,204.4

金融 3,007.2

政府 13,141.5

家計 22,062.7

非営利 1,153.0

98,568.8

在庫品増加

非金融 －1,421.6

金融

政府 20.5

家計 65.5

非営利

－1,335.6

総固定資本形成

非金融 69,900.1

金融 3,115.9

政府 23,374.3

家計 22,528.7

非営利 1,510.7

120,429.7

資本移転等

支払 受取

非金融 878.1 3,754.8

金融 549.4 906.7

政府 4,826.4 2,968.3

家計 2,244.1 396.8

非営利 0.0 49.5

8,498.0 8,076.1

海外からの資本移転等（純）▲421.9

貯蓄（純）

非金融 19,159.9

金融 15,333.7

政府 －23,926.5

家計 19,011.5

非営利 65.4

29,644.0
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これらの各合計から、さらに、次のようになる。

先の貯蓄（純）などから、次のようになる。

この貯蓄投資差額は、直ぐ上の、貯蓄投資差

額の合計と同額になるのは当然である（0.1の違

いは計算上の違いであって、基本的には同一に

なるものである）。これが、図表26に計上されて

いるものである。これと、資金過不足の合計と

は、定義的に等しくなる筈であるが、等しくな

らないのは、単に、統計上の不突合によるもの

でしかない。この資金過不足は、定義によって、

海外に対する債権の変動となる。国内において

は、各制度部門の資金過不足は相殺されて、残

額は、海外に対する債権の変動となるのである。

各制度部門の実物取引の資産の変動の中に、

総固定資本形成、（控除）固定資本減耗、在庫品

増加と並んで、土地の購入（純）があるが、こ

れは完全に相殺される。直ぐ上で、いわば合計

に当たる欄に、ゼロではなく、相殺と記したの

は、空事象の意味を込めたのである。

貯蓄 29,222.1

投資 20,525.3

貯蓄投資差額 8,696.8

貯蓄（純） 29,664.0

海外からの資本移転等（純）－421.9

貯蓄 29,222.1

総資本形成 119,094.1

固定資本減耗 －98,568.8

投資 20,525.3

総固定資本形成 120,429.7

在庫品増加 －1,335.6

総資本形成 119,094.1

資金過不足

非金融 12,096.1

金融 11,464.9

政府 －19,993.7

家計 6,614.5

非営利 3,536.1

13,717.9

－ 146－

図表23 金融機関

（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

1.1 総固定資本形成 3,115.9

1.2 （控除）固定資本減耗 3,007.2

1.3 土地の購入（純） －633.3

1.4 貯蓄投資差額（(1.5+1.6-1.7)-(1.1-1.2+1.3)） 16,215.6

資産の変動 15,691.0

1.5 貯蓄（純） 15,333.7

1.6 資本移転等（受取） 906.7

1.7 （控除）資本移転等（支払） 549.4

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 15,691.0

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現金・預金 －42,309.3

2.2 貸出 －38,664.4

2.3 株式以外の証券 41,219.7

2.4 株式・出資金 1,668.0

うち株式 1,349.4

2.5 金融派生商品 －

2.6 その他の金融資産 6,268.6

資産の変動 －31,817.4

2.7 資金過不足 11,464.9

（(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)-(2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14)）

2.8 現金・預金 －43,332.7

2.9 借入 －13,833.8

2.10 株式以外の証券 7,562.9

2.11 株式・出資金 7,056.0

うち株式 6,740.2

2.12 金融派生商品 －

2.13 保険・年金準備金 －1,534.6

2.12 その他の負債 799.9

資金過不足および負債の変動 －31,817.4

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）112-113頁。
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土地の購入（純）

非金融 －7,020.4

金融 －633.3

政府 3,270.3

家計 4,239.3

非営利 144.1

（相殺）

図表24 家計

（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

1.1 総固定資本形成 22,528.7

1.2 （控除）固定資本減耗 22,062.7

1.3 在庫品増加 65.5

1.4 土地の購入（純） 4,239.3

1.5 貯蓄投資差額（(1.6+1.7-1.8)-(1.1-1.2+1.3+1.4)） 12,393.5

資産の変動 17,164.2

1.6 貯蓄（純） 19,011.5

1.7 資本移転等（受取） 396.8

1.8 （控除）資本移転（支払） 2,244.1

うち資本税 1,570.8

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 17,164.2

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現金・預金 11,862.5

2.2 株式以外の証券 －10,377.9

2.3 株式・出資金 －1,555.2

うち株式 －1,535.5

2.4 金融派生商品 －

2.5 保険・年金準備金 －1,534.6

2.6 その他の金融資産 1,690.7

資産の変動 85.5

2.7 資金過不足 6,614.5

（(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)-(2.8+2.9+2.10)）

2.8 借入 －6,822.7

2.9 金融派生商品 －

2.10 その他の負債 293.7

資金過不足および負債の変動 85.5

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）116-117頁。

図表25 対家計民間非営利団体

（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

1.1 総固定資本形成 1,510.7

1.2 （控除）固定資本減耗 1,153.0

1.3 土地の購入（純） 144.1

1.4 貯蓄投資差額（(1.5+1.6-1.7)-(1.1-1.2+1.3)） －386.9

資産の変動 114.9

1.5 貯蓄（純） 65.4

1.6 資本移転等（受取） 49.5

1.7 （控除）資本移転等（支払） 0.0

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 114.9

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

2.1 現金・預金 584.6

2.2 貸出 －659.4

2.3 株式以外の証券 2,724.4

2.4 株式 4.0

2.5 金融派生商品 －

2.6 その他の金融資産 －6.0

資産の変動 2,647.6

2.7 資金過不足 3,536.1

（(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)-(2.8+2.9+2.10+2.11)）

2.8 借入 －889.6

2.9 出資金 2.5

2.10 金融派生商品 －

2.11 その他の負債 －1.4

資金過不足および負債の変動 2,647.6

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）118-119頁。

図表26
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（＝資金過不足）
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３－５　統合勘定

以上のような過程を経て得られた結果が、図

表27から29までの統合勘定である。特に、各制

度部門には存在していた項目が統合勘定では完

全に消去され、又、項目の差額のみが統合勘定

に現出しているのは、以上のような過程による

ものである。これまで述べてきたことの繰り返

しになるので、これ以上は述べない。

ただ、図表29の海外勘定では受払いが、これ

図表28 総合勘定（その２）

３．資本調達勘定
（１）実物取引

項　目
平成14暦年

2002

3.1 国内総固定資本形成（1.9） 120,429.7

うち無形固定資産 10,830.3

3.2 （控除）固定資本減耗（1.3） 98,568.8

3.3 在庫品増加（1.10） －1,335.5

3.4 海外に対する債権の変動（4.2） 13,717.9

資産の変動 34,243.3

3.5 貯蓄（2.3） 29,644.0

3.6 海外からの資本移転等（純）（6.3-6.2） －421.9

3.7 統計上の不突合（1.6） 5,021.3

貯蓄・資本移転による正味資産の変動 34,243.3

（単位：10億円）

（２）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

4.1 対外資産の変動（7.3） 13,220.5

対外資産の変動 13,220.5

4.2 海外に対する債権の変動（3.4） 13,717.9

4.3 対外負債の変動（7.1） －497.4

海外に対する債権の変動および対外負債の変動 13,220.5

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）78-79頁。

図表27 統合勘定（その1）

１．国内総生産と総支出勘定

項　目
平成14暦年

2002

1.1 雇用者報酬（2.4） 256,368.4

1.2 営業余剰・混合所得（2.6） 91,461.4

1.3 固定資本減耗（3.2） 98,568.8

1.4 生産・輸入品に課される税（2.8） 41,464.1

1.5 （控除）補助金（2.9） 3,781.9

1.6 統計上の不突合（3.7） 5,021.3

国内総生産 498,102.0

1.7 民間最終消費支出（2.1） 284,623.0

1.8 政府最終消費支出（2.2） 87,972.9

（再掲）

家計現実最終消費 333,874.1

政府現実最終消費 38,721.8

1.9 国内総固定資本形成（3.1） 120,429.7

うち無形固定資産 10,830.3

1.10 在庫品増加（3.3） －1,335.5

1.11 財貨・サービスの輸出（5.1） 55,829.1

1.12 （控除）財貨・サービスの輸入（5.6） 49,417.2

国内総支出 498,102.0

（参考）海外からの所得 12,791.9

（控除）海外に対する所得 4,598.5

国民総所得 506,295.4 

（単位：10億円）

２．国民可処分所得と使用勘定

項　目
平成14暦年

2002

2.1 民間最終消費支出（1.7） 284,623.0

2.2 政府最終消費支出（1.8） 87,972.9

（再掲）

家計現実最終消費 333,874.1

政府現実最終消費 38,721.8

2.3 貯蓄（3.5） 29,644.0

国民可処分所得／国民調整可処分所得の使用 402,239.8

2.4 雇用者報酬（1.1） 265,368.1

2.5 海外からの雇用者報酬（純）（5.2-5.7） -10.4

2.6 営業余剰・混合所得（1.2） 91,461.4

2.7 海外からの財産所得（純）（5.3-5.8） 8,203.8

2.8 生産・輸入品に課される税（1.4） 41,464.1

2.9 （控除）補助金（1.5） 3,781.9

2.10 海外からのその他の経常移転（純）（5.4-5.9） -465.5

国民可処分所得／国民調整可処分所得 402,239.8

（参考）国民所得（要素費用表示） 365,023.2

国民所得（市場価格表示） 402,705.3

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）76-77頁。
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までとは逆符号になっている点について述べて

おく。例えば、5.1 財貨・サービスの輸出は、

日本から海外への輸出を意味するが、その金額

は、海外の日本への支払額を表示し、又、5.6

財貨・サービスの輸入は、日本の海外からの輸

入を意味するが、その金額は、海外の日本から

の受取額を表示する。又、6.1 経常対外収支は、

プラス符号は、海外の日本に対する黒字を意味

するが、実際はマイナスなので、海外の日本に

対する赤字を意味する。7.2 資金過不足も同様

で、実際はマイナスなので、海外が日本に対し

て資金不足であることを意味する。

以上で、日本経済の循環の分析を終えること

にする。

４．おわりに

アメリカでは、連邦政府の財政赤字と、特に、

年金財政の赤字と、国際収支の赤字ひいてはド

ル安とが、直結されて議論される。日本ではそ

ういうようには議論されない。日本では国際収

支は黒字だからである。しかし、関連がない訳

ではない。例えば、一般政府の赤字が縮小した

ら、国際収支の黒字が拡大するか否か、という

形で議論されうるし、そもそも、一般政府の赤

字と国際収支の黒字の併存それ自体も議論の対

象になりうる。

そのためには、やはり、固有の財政と、マク

ロ経済における一般政府の関係、さらには、一

般政府の、日本経済の循環における位置を明確

にする必要がある。本稿はそのような研究のた

めの一環である。
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図表29 総合勘定（その３）

４．海外勘定
（１）経常取引

項　目
平成14暦年

2002

5.1 財貨・サービスの輸出（1.11） 55,829.1

5.2 雇用者報酬（支払）（2.5+5.7） 22.6

5.3 財産所得（支払）（2.7+5.8） 12,769.3

5.4 その他の経常移転（支払）（2.10+5.9） 1,858.1

5.5 経常対外収支（6.1） －14,139.8

支　払 56,339.3

5.6 財貨・サービスの輸入（1.12） 49,417.2

5.7 雇用者報酬（受取）（5.2-2.5） 33.0

5.8 財産所得（受取）（5.3-2.7） 4,565.5

5.9 その他の経常移転（受取）（5.3-2.10） 2,323.6

受　取 56,339.3

（単位：10億円）

（２）資本取引

項　目
平成14暦年

2002

6.1 経常対外収支（5.5） －14,139.8

6.2 資本移転等（受取）（6.3-3.6） 536.9

6.3 （控除）資本移転等（支払）（3.6+6.2） 115.0

経常対外収支・資本移転による正味資産の変動 －13,717.9

（単位：10億円）

（３）金融取引

項　目
平成14暦年

2002

7.1 資産の変動（4.3） －497.4

資産の変動 －497.4

7.2 資金過不足（4.2） －13,717.9

7.3 負債の変動（4.1） 13,220.5

資金過不足および負債の変動 －497.4

（単位：10億円）

出典）『国民経済計算年報』（平成16年版）80-81頁。
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