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Ⅰ はじめに

　本講は「決算書を味方に付ける」というタ
イトルですが、皆さんは決算書を作る側では
なく作られた決算書を利用する側だというと
ころに重点を置いて、基本的に大きな視点で
ざっくり見られればよいという観点でお話し
します。ざっくり見るといっても細かいこと
を全く捨象するというわけではありませんが、
会計基準も毎年のように変わりますし、決算
書を利用するという観点では、細かい会計基
準や、経理の細かいところは知らなくても十
分だというのが私の思うところです。
　監査の現場でも、クライアントに行ってま
ず何をするかというと、会計帳簿をめくり始
めるわけではありません。現場に行ってまず
やることといったら、決算書を何期分か並べ
てみて、どういうところが大きく増えている
のか、大きく減っているのか、そういうとこ
ろを調べて、ここは何でこんなふうに増えた
んだろう、とどんどん細かいレベルにブレー
クダウンしていくという考え方でやっていま
す。例えば、決算書を何期分か並べてみて、
売上高がすごく増えている場合に、売上高が
何で増えたのかということは、決算書だけで
はよく分からない。決算書レベルの分析だと、
そこで止まってしまいます。会計帳簿には部
署別や商品別、相手先別の売上高のデータが
一緒になって入っているので、そういうデー
タでソートをかけると、この相手先に対する
売上げはすごく増えたんだとか、この部門の
売上げがすごく増えたんだということが分か
ってきます。仮に、ある特定の相手先に対す
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る売上げが増えたということが分かったら、
次は何月の売上げが増えたんだろうというと
ころに入るわけです。そうすると年間を通し
てずっと高い水準で売り上げているのか、決
算月の3月だけどかんと増えているのかという
ことが分かります。ここで3月だけどかんと増
えているということになると、売上げが足り
なくて3月ぎりぎりになって無理をしたんじゃ
ないか、ちょっとリスクが高そうなので注意
してみようと、そこから実際に帳簿をめくっ
たり、会社の人たちにヒアリングしたり、い
ろいろな資料を求めたりという監査手続が具
体的に始まってくるのです。
　監査の現場でも、今申し上げたように、大
きなところからある程度深掘りしていくとい
う形での分析が非常に大事です。上場企業の
取引数なんて何千、何十万とあるわけですか
ら、とうてい全部は見きれない。リスクのあ
るところだけを集中的に見なきゃいけない。
そういう観点は、決算書を利用して会社の状
況をがっとつかめればいいというスタンスと
通ずるものがあると近年感じています。ざっ
くり見られれば、たいていの会社の社長は経
理にあまり詳しくないという点では同じ目線
に立てるし、同じ悩みを共有できるところも
あります。また、相談に来られた会社が今後
も存続していけそうなのか、それとももう破
産しかないのかというような判断にも役に立
つのではないかと思います。

Ⅱ B/SとP/Lの
記載事項の概要

B/S1
　B/S（ 図表1 ）は大きく資産の部と負債の
部、純資産の部という3つに区分されています
が、右側の負債の部と純資産の部、これは資
本の調達源泉を示しているといわれています。
要するに会社がどこから金を引っ張ってきて
いるかというところによる区分です。
　負債というのは他人資本といわれる部分で、
借入金ですとか、掛けで買った場合も短期で

借金をしているのと一緒ですので、買掛金も
借入金と同じく負債の部というところに上が
っています。純資産の部というのは、今まで
の利益の積み上げや、資本金です。設立した
ときは資本金しかないわけです。
　この調達した資金、資本をどのような形で
運用しているかというのが資産の部というこ
とになります。例えば現金預金、売掛金、商
品、土地、こういうものが資産です。設立し
たばかりのときは資本金が入って、全部が現
金預金ということです。その預金を使って商
品を買って、商品を売り上げたら売掛金とい
う債権が増えて、そのお金で土地を買ったと
なれば土地になってということで、資本金と
して調達し現金預金だったものが商品になっ
たり売掛金になったり、それぞれの形態で運
用されているんだということが表現されてい
ます。

P/L2
　P/L（ 図表2 ）は一番上の売上高から最後
の当期純利益までのそれぞれのところで、段
階利益と呼ばれるものが算定されるようにな
っています。よくいわれるのは、営業利益が
本業の利益で、経常利益はそれに営業外損益
を加減した経常的な利益だと。臨時巨額の利

記載事項の概要　貸借対照表（B/S）図表1

資産の部
資本の運用形態

例　 現金預金
売掛金
商品
土地  等

負債の部
資本の調達源泉
（他人資本）

例　 買掛金
未払金
借入金  等

純資産の部
資本の調達源泉
（株主資本、内部留保等）

例　 資本金
繰越利益剰余金
評価差額  等
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益や損失が出てきた場合には特別損益が計上
されて税引前当期純利益が出て、そこから法
人税等を引くと当期純利益ですよと。これが
最終利益と呼ばれるものです。
　上場会社などでは、法人税等の後に法人税
等調整額というような項目が並んでいますが、
これは会計基準が新しく適用になって税効果
会計というものを適用しなければいけなくな
ったということで出てきた科目です。税務の
話をすると少し複雑になってしまうのですけ
れども、法人税等調整額というのは、要は会
計上の収益・費用と、税務上の益金・損金と
いうのが全く一緒というわけではないので、
そのずれを調整するものです。典型的には、
債権の回収が滞ったとき、会計上は、保守的
な会計処理ということで、貸し倒れについて
は売掛金や貸付金ではなくて全部損金に落と
すということをやります。ただ、税務でそれ
を自由に認めてしまうと、どんどん損金が計
上されて税金が少なくなってしまうので、税
務上貸し倒れ処理をするにはすごく厳しい要
件があります。そうすると、会計上貸し倒れ
を損金処理した時点では税務上損金性が認め
られないことが多いので、そこでずれてくる
わけです。例えば、会計上利益が100あって、
税率が30％だとすると、あるべき法人税の額
というのは30になるはずです。ただ税務申告

書を作っていくと、税金の額が40とか50にな
るんですね。その30との差額を計上すれば、
会計上の利益に対応した税金費用というのが
このP/Lで表現できるということです。ちなみ
に法人税等というのは、法人税と法人住民税、
事業税を含んだ概念です。

Ⅲ 純資産の部

　B/Sの純資産の部（ 図表3 ）は非常に大事
で、ご覧になる機会も多いのではないかと思
います。資産と負債というのはイメージがつ
かみやすいのですが、純資産というのはなか
なか中身も難しいところでもあります。
　純資産の部は、昔は資本の部と呼んでいた
ところです。これが2007年の3月期から純資産
の部と名称が変更になっています。なぜ名前
が変わったかというと、今の純資産の部には、
負債でも資本でもないもの、そういうよく分
からない性質のものも入っているからです。
図表3 でいうと、下の方に「評価・換算差額
等」というものがあるのですが、これがそう
です。
　純資産の部の「株主資本」から見ていきま
すと、資本金が最初に来て、それから資本剰
余金と利益剰余金とに大きく分かれます。資
本剰余金の中には資本準備金とその他資本剰
余金、ほとんどの会社がこの2つだと思いま
す。資本準備金というのは法定準備金で、株
主から払い込みを受けたときに資本金に組み
入れなかった金額は資本準備金に計上しなけ
ればいけないと会社法が定めていますので、
それに従って計上されたものです。その他資
本剰余金というのは、資本準備金から取り崩
したりということで出てくるものです。自己
株式を処分したときに増減したりします。
　利益剰余金の中には大きく分けると利益準
備金とその他利益剰余金とがあって、その他
利益剰余金が別途積立金と繰越利益剰余金に
分かれて表示されているケースもあります。
中小企業ですと分かれていなくて、その他利
益剰余金だけで表示してあるものもあります。

記載事項の概要　損益計算書（P/L）図表2

売上高
売上原価（・・・売上高との個別対応）
　売上総利益
販売費及び一般管理費（・・・期間対応）
　営業利益（・・・本業の利益）
営業外収益
営業外費用
　経常利益（・・・経常的な利益）
特別利益（・・・臨時巨額の利益）
特別損失（・・・臨時巨額の損失）
　税引前当期純利益
法人税等
法人税等調整額（・・・税効果会計）
　当期純利益
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利益準備金は資本準備金と同じく法定準備金
です。その他利益剰余金というのは、ここが
難しいところで、利益の内部留保といわれる
ものです。要するに会社が誕生してから今ま
での利益の蓄え、欠損填補などがなければ第1
期からずっと続いてきた利益、時には損が出
ているときもあったでしょうけれども、そう
いうものの累計ということになります。P/L
で当期純利益が最後に出てくるのですが、そ
の金額が毎年繰越利益剰余金のところにプラ
スマイナスされていくという関係になります。
P/Lとのリンクがあるというのは、そういう趣
旨です。
　利益剰余金は、毎年毎年赤字の会社は当然
プラスにはならないわけで、繰越利益剰余金
がどんどんマイナスになっていくということ
もあり得ます。繰越利益剰余金がマイナスだ
けれども純資産全体で見るとプラスという状
態を資本の欠損といいます。これは、資本金
や資本剰余金を一部食ってしまっているよう
な状況です。
　債務超過というのは、純資産の部の合計が
マイナスという状態で、純資産の部がマイナ

スということは負債の方が資産よりも大きい
という状態になります。

Ⅳ 決算書のつながり

　T1期のB/Sと、T2期のP/L、B/Sを並べてみ
ます（ 図表4 ）。今現在をT2期の期末だとい
うことにすると、T1期のB/Sは前期末、要す
るに当期首の残高を示していることになりま
す。
　T2期のB/SとP/Lを作るにあたり、T2期1年
間の取引は次のようなものでした。
①商品（原価150）を200で売り上げた
　T1期のB/Sを見ると商品が150とあります。
期首に持っていた商品150を全部売り、売り上
げた金額は200だと。T1期とT2期のB/Sを比べ
ていただくと、商品150がT2期にはなくなり、
T2期のP/Lには売上げの200が計上されていま
す。さらに売上原価としてこの商品の原価で
ある150が計上されています。

純資産の部図表3

株主資本
　資本金

　資本剰余金
　　資本準備金
　　その他資本剰余金

　利益剰余金
　　利益準備金
　　その他利益剰余金
　　　別途積立金
　　　繰越利益剰余金

　自己株式

評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金

「元手」を示す計数。

資本性の剰余金。
法定準備金。
自己株式処分時等に変動する。

利益性の剰余金。
法定準備金。
利益の内部留保（今までの利益の蓄え）。
特に目的を定めずに積み立てた積立金。
P/Lとのリンクがある。マイナスにもなり得る。

一時的な資本の払い戻しと考えて常にマイナス表示。

負債でも株主資本でもないもの。保有している有価証券の時価と簿価の差額。

「資本の欠損」＝利益剰余金がマイナスだが、純資産全体はプラスの状態
「債務超過」＝純資産の部合計がマイナス（総資産よりも負債合計が大きい）状態
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② 200の売上げのうち、期末までに170を
回収した
　先ほどの売上げのうち、現金で回収したの
が170でした。そうすると、30は売掛金で残っ
ているということですので、T2期のB/Sには
30の売掛金が残っています。
③ 借入金に対する利息2を支払った
　T1期のB/Sを見ると借入金が計上されてい
ます。これに対する利息2を払ったというのが
この取引です。T2期のP/Lに支払利息という
ことで2が計上されています。
④ 株主に対して配当金5を支払った
　これはB/SにもP/Lにも出てきません。決算
書にはB/SとP/Lだけではなくて、株主資本等
変動計算書というのがあります。そちらの方
に出てくるものです。ただ配当金5を支払った
ということなので、現金預金が出ていってい
ます。それは後で見ますけれども、T2期のB/
Sで表現されています。
⑤機械の減価償却費40を計上した
　T1期のB/Sを見ると機械は200あります。こ
れに減価償却という会計処理を取るというこ
とです。減価償却というのはご存じだと思い
ますけれども、固定資産は長年使うものだと5
年、10年と使うものですが、買った時に全部
費用にしてしまうと、その期はどばっと利益
が減ってしまい、その次の期は同じ機械を使
っているのにその前の期で全部費用にしてし
まっているから、今度は費用が全然計上され
ない。そうすると前期と当期で比較ができな
くなってしまうので、使用する期間に応じて
費用にしましょうということです。機械200の

うち40が今期の減価償却費ということで、P/
Lに40を計上します。40の分だけ費用化してい
ますので、T1期とT2期では減価償却費で計上
した分だけ機械の簿価が減っています。P/Lは
今までのところで、税前利益8というところま
で計算ができています。
⑥T2期の利益に対する法人税等4を計上した
　これに対して今度は法人税等を計上するわ
けです。ここでは4としていますので、最終
利益（当期純利益）は4で、今期のP/Lは完成
します。この法人税等というのは、決算が終
わってから計算して2か月以内に納付するので、
決算日現在は未払金という形になります。T2期のB/S
では未払金4が負債の部に計上してありますが、
これが法人税等の未払いを示しています。
　ところで利益剰余金ですけれども、先ほど
毎期の利益がどんどんチャージされていくと
いうようなお話をしました。T1期は利益剰余
金が10あり、当期純利益は4でした。そうする
と14になるんですけれども、株主資本等変動
計算書で配当金5というのが出ていっています
ので、14から5を引いて、T2期のB/Sだと利益
剰余金は9ということになります。
　それともう1つ、現金預金が100から263と増
えています。T2期は売上げ入金が170あり、そ
れから利息2を払い、配当金5を払ったという
ことで、残った金額は163。これが現金預金の
増加額ということになります。数字は合って
いると思います。
　現金預金がどういうふうに増えたかという
情報は、キャッシュフロー計算書を見れば分か
りますが、上場会社でないと作成義務がないの

決算書のつながり図表4

T1期BS T2期PL T2期BS

資産の部
　現金預金 100
　商品 150
　機械 200

負債の部
　借入金 140

純資産の部
　資本金 300
　利益剰余金 10

売上高 200
売上原価 150
減価償却費 40
支払利息 2

資産の部
　現金預金 263
　売掛金 30
　機械 160

負債の部
　借入金 140
　未払金 4

純資産の部
　資本金 300
　利益剰余金 9

税前利益 8
法人税等 4

　　合計 450 　　合計 450 当期純利益 4 　　合計 453 　　合計 453
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人が日々どういう業務をしているかは全然分か
りませんでした。分からないけれども、監査法
人に入った次の日ぐらいから現場に投入され
て、会社にどういう資料があるのかということ
を、何がおかしいのかおかしくないのかも分か
らない中で、いろいろやってきました。決算書
の作成過程は意外と分からないけれども、知っ
ていると役に立つかなと思います（ 図表5 ）。
　まず日々の取引というものがあります。こ
れを記帳するルールが仕訳です。仕訳のルー
ルに従って記帳していきます。記帳といって
も、今は手書きで書くというのではなくて、
全部パソコンに打ち込んでというような話で
す。具体的には取引の年月日と相手方、金額
や勘定科目を会計システムにどんどん入れて
いくという作業になります。
　この記帳で出てくるのが会計帳簿で、大き
くは総勘定元帳と補助元帳とがあります。総
勘定元帳は勘定科目ごとの増減、補助元帳は
勘定科目の内訳ごとの増減で、勘定科目とい

で、金融庁の「EDINET」（http://disclosure.
edinet-fsa.go.jp/EKW0EZ0001.html）等を見て
いただければと思います。キャッシュフロー計
算書を見ると、入金と出金という形では表示
されていません。キャッシュフロー計算書の
作り方には直接法と間接法の2つがあります。
入金や支出を直接足し引きしていくのを直接
法といいますが、これを作るのが結構大変なの
で、ほとんどの会社は間接法で作っています。
間接法というのは、当期の利益から逆算して
キャッシュフローの増減を見ていくという形
です。ですからちょっと分かりづらいんです
けれども、作るのは比較的簡単です。直接法
でも間接法でも、結果は当然一緒になります。

Ⅴ 決算書の作成過程

　私が監査法人に入った時は会計士試験は受
験し終わっていましたけれども、実際に経理の

取  引

記  帳 集  計 決算整理 表示の組替

取  引

総勘定元帳＝勘定科目ごとの増減
補助元帳＝勘定科目の内訳ごとの増減

会計帳簿
  総勘定元帳
  補助元帳

決算書  等

決算整理前
試算表

決算整理後
試算表

決算書の作成過程図表5

試算表（T/B）のイメージ

資産 453

負債 140

純資産 305

収益 200費用 192
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うのは現金とか預金とか売掛金とか、そうい
う会計単位ということです。
　全ての勘定科目に補助元帳があるわけでは
ないのですが、例えば売掛金ですと、売掛金
の請求と紐付かないといけませんので、相手
先別に必ず把握する必要があります。売掛金
勘定でかつ相手先別となっているのが補助元
帳ということになります。ですから、会社の
人に資料をお願いするときも、Aという売り
先であればAの売掛金の補助元帳をください
と言うと、それだけをプリントアウトして持
ってきてくれます。
　記帳は日々行われ、決算で集計します。集
計すると決算整理前試算表というのが出てき
ます。試算表というのは、B/SとP/Lが合体し
たような形の表になっています。これに決算
整理を加えると決算が終わるのですが、決算
整理というのは、要するに日々は起こらない
ような決算特有の処理ということになります。
例えば減価償却などは、決算の時だけ計算す
ればいいですし、税金計算も当然年に1回です
よね。それから賃借料を前払いしているよう
な場合は、普通は家主に振り込んだ時に費用
で立てていると思うんですけれども、決算の
時は例えば3月に払ったものは4月分ですので、
これは費用から1回抜いて前払いの処理をした
りします。給与なんかも、20日締めで25日払
いとかいう場合、3月に払った給料というのは
20日締めなので20日までの分ですよね。そう
すると3月21日から月末までの分がどこにも反
映されていないことになりますので、その最
後の10日分を計算して、これがまだ未払いに
なっていることを出さなきゃいけない。こう
いうものは毎月やっていると面倒くさいので
決算の時だけ忘れないようにするという処理
になります。
　決算整理が終わると決算整理後試算表という
のが出てきて、表示の組替というんですけれど
も、決算整理後試算表を開示用の決算書に作り
替えていく。B/SとP/Lに分けるところから始
まって、科目もあまり小さい金額のものはその
他というふうにくくっちゃおうとかくくらない
とか、そういう処理をして決算書ができます。

　上場企業ですと、決算日から45日以内に開
示レベルの決算を発表しなさいと東証が要請
しています。ですから、3月決算ですと5月の
中旬には多くの上場企業が決算発表をしてい
るということです。逆に上場してない会社で
すと、税務申告さえすれば終わりというとこ
ろもあり、税務申告は決算日から2か月以内で
すので、それに合わせて決算を進めていくと
いうことになります。ですから、多くの上場
企業では4月の頭から5月の中旬がすごくばた
ばたしていて、6月になると今度は株主総会で
ということで、その辺でいつも経理の人は忙
しくしているというようなことになります。
　会計システムにどういう情報が入っている
かというと、年月日は当然入りますし、相手
方とか金額とか勘定科目とか、あとは短いコ
メントみたいな形で摘要が入るときもありま
す。そういうようなところを知っていると、
ソートのかけ方で欲しい情報が取れるはずな
んですね。相手先ごとというのも取れますし、
金額の大きい順という形で取ることもできま
す。今はいろいろな明細をフレキシブルに打
ち出せるようになっていますので、会社の人
に資料をお願いするときも、そういう思いを
はせてもいいのかなと思います。

Ⅵ 仕訳の基礎

仕訳の考え方1
　仕訳は帳簿を付けるルールです。皆さんが
仕訳を切ることは業務としてはないですので、
知らなくてもいいところではあるのですが、
決算書を全体としてざくっと分析するだけで
はなくて、個々の取引レベルでどういう処理
になるんだろうということを考える場合もあ
るのではないかと思います。また税理士や会
計士とミーティングすることもあるかと思い
ますけれども、彼らは物事を仕訳で考えます
ので、ホワイトボードなんかにいきなり仕訳
を書き始めて、これで分かっただろうという
感じになることもあるんです。そういうとき
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に基本的なルールが分かっていれば理解でき
るし、理解できなければ聞いてもおかしくな
いだろうということです。
　仕訳の考え方ですが、まず1つの取引を2つの
側面に分解することがスタートです。これは複
式簿記なのでそうなのですが、単式簿記という
のもあります。単式簿記というのは、要はお小
遣い帳を付けるようなものです。複式簿記は取
引を2つの側面に分解して、B/SとP/Lの各要素
である資産、負債、資本、収益、費用のどれか
に割り振ります。よく借方、貸方といいます
けれども、その言葉にはあまり意味はなくて、
借方というのは左側、貸方というのは右側と
いうことです。例えば、資産、費用は借方科
目というのは、資産、費用を計上するときは
左側に書くというぐらいの意味合いです。逆
に負債、資本、収益は貸方だというのは、負
債が増えたり、資本が増えたり、収益を計上
するときには右側に書くということです。借
方科目でも例えば現金を受け取ったという場
合は借方に出しますけれども、現金を払った
という場合は貸方に計上されることになって
います。つまり、借方科目である資産の増加、
費用の計上は借方（左側）に、それらの減少
は貸方（右側）に計上します。貸方科目であ
る負債、資本、収益はその逆になります。

具体的な仕訳の形2
① 会社設立にあたり1,000万円の現金出資を
受けた
　これを2つの側面に分けると、出資を受けた
ということは預金が増えたということになり
ます。預金は資産、借方科目なので増えたら
借方に、出資は資本、貸方科目なので増えた
ら貸方に仕訳けます。
　（仕訳）現金預金1000 ／資本金1000
②土地を購入した（代金は300万円・翌末払）
　これは土地を取得したという側面と、代金
債務を負担したという側面がありますので、
土地という資産が増えたことと、未払金とい
う負債を負担したことを仕訳で表します。
　（仕訳）土地300 ／未払金300

③上記未払金を振り込みにより支払った
　この取引は債務が消滅したという側面と、
預金によって払ったので預金が減少したとい
う側面があります。仕訳は、先ほど計上した
未払金を打ち消すような形で借方に計上しま
す。また現金預金という資産を失っています
ので貸方に現金預金300万円を計上します。
　（仕訳）未払金300 ／現金預金300
④ 上記土地（300）を200万円で売却した
（代金200万円、払込み払い）
　売却したので預金を得たという側面と、土
地を引き渡したという側面があります。差額
がありますが、仕訳は左側と右側の合計額が
合わないということは絶対ないので、この差
額は何だろうということを考えます。この差
額は土地の売却損ですので、勘定科目的にい
うと固定資産売却損が100万円ということで
す。ここでは3つの側面になるので、2段に分
かれた仕訳となります。
　（仕訳）現金預金200 ／土地300
　固定資産売却損100 ／
⑤商品（価格80万円）を100万円で掛売りした
　売上げを計上したという側面と、代金債権
を取得したという側面がありますので、売掛
金（資産）と、売上高（収益）を計上します。
80万円の商品については、原価（費用）が発
生したという側面と、商品を引き渡したとい
う側面がありますので、次の仕訳になります。
　（仕訳） 売掛金100 ／売上高100

原価80 ／商品80
　なお、上の取引をP/Lで集計すると、売上高
が100万円、売上原価は80万円、粗利が20万円
というような形のP/Lができます。
　（仕訳）売掛金100 ／商品80

 ／商品売却益20
　ですので、上の2本の処理にするか、下の1
本だけの処理にするかという関係になります。
　仕訳にはいろいろなパターンがあるのです
が、基本的にはこのようなものばかりです。
仕訳のルール自体はここからほとんど変わり
ません。あとは複雑になるだけですので、取
りあえずここまでご理解いただければ問題あ
りません。 （次号へつづく）
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