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簿記と決算書を学ぶにあたって

この本を読まれている方には「決算書の読み方がわからない」「決算書はとっつきにくい」

「なんだか数字ばかりで難しそう」といった感想をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

決算書は簿記とよばれる経済活動の記録に基づいて作成されます。決算書や簿記にはルー

ルがあるので、「専門知識がないとわからない」と誤解されがちですが、決算書を読めるよう

になるために押さえておくべきルールは、実はそれほど多くはありません。まずは、簿記の

基本を押さえること、それから実務で慣れていくことが、決算書の読み方を身につける早道

です。この節では決算書を読むための簿記の基本を説明します。

簿記の意義と目的

簿記の語源は諸説ありますが、「帳簿記録」が短縮されたとする説や、英語の簿記を表す

「book keeping」が語源との説があります。この語源の話からもわかるように、帳簿に法人

や個人の経済活動、すなわち、お金の出入りやモノの出入りを記録することを簿記といいま

す。そして、簿記には次の２つの目的があります。

お金やモノの出入りを記録し、法人や個人の「財政状態」を明らかにすること

財政状態とは、現金や預貯金、商品、土地、建物のような「資産」（財産）と、借入金や経

費の未払金のような「負債」（債務・マイナスの資産）が、どのようになっているかを表した

ものです。

お金やモノの出入りを記録し、法人や個人の「経営成績」を明らかにすること

経営成績とは、「儲け」（利益）がいくらであるのかを表したものです。

目的①

目的②
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第１節 簿記とは

Key Message

簿記の基本的なルールを押さえれば、法人や個人の
経済活動を記録することができます

図表１－１　簿記の目的

法人や個人の「財政状態」を明らかにする

法人や個人の「経営成績」を明らかにする

簿　記
（お金やモノの出入りを
記録すること）



単式簿記と複式簿記

簿記を考えるにあたって、一番身近な現金の出入りを記録する帳簿である「現金出納帳」

を例に考えてみましょう。家計簿のような現金出納帳では、現金の収入と支出（例えば、給

料による現金収入や電気代・水道代・食費等といった家計の支出）が記録されます。このよ

うに現金という特定の財産の増減を記録する簿記を単式簿記といいます。特定の財産の増減

（現金出納帳の場合は「現金」）に着目していることがポイントです。

現金出納帳では現金の収支が赤字なのか黒字なのか、今現金がいくらあるのかということ

はわかります。しかし、現金が使われた結果どのような財産が増えたのか、あるいは借入金

のような負債がいくら残っているのかといったことは、別途集計しなければ把握することが

できません。

個人の家計であれば、家計簿で現金の残高を管理しておけば必要な情報は概ね収集できま

すが、さまざまな経済活動を行っている法人や個人事業主にとっては、現金の収支のみでは

事業経営にあたって十分な情報とはいえません。そのため、情報量が多く、取引記録を財政

状態と経営成績に集約できる簿記の方法である複式簿記を採用するのが一般的です。決算書

は通常、複式簿記を前提に作成されており、本書でも複式簿記を前提に説明を行います。

第
１
章

簿
記
と
決
算
書
の
関
係
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第１節　簿記とは

参考１　単式簿記だけでは経営成績と財政状態が把握できない理由

設例：ある法人は現金1,000万円を元手に設立されました。設立後１年間の現金収支は以下
のとおりです。法人の経営成績（利益）と財政状態（資産と負債）を計算してください 。
・収入：3,000万円（現金売上1,000万円、売掛金回収1,000万円、借入金1,000万円）
・支出：1,700万円（商品仕入1,000万円、水道光熱費支払100万円、備品購入500万円、借

入金返済100万円）
設例の記載から、１年間の現金収支が1,300万円（3,000万円－1,700万円）であること、手

元現金残高が2,300万円（1,000万円＋1,300万円）であることはわかりますが、経営成績（利
益）や財政状態（資産と負債）となるとこれだけでは集計ができません。なぜでしょうか。

利益を計算するためには、売上高－（売上原価＋経費）＝利益という計算式で計算を行うこ
とになり、１年間の売上高、売上原価、経費を把握する必要があります。

まず、売上高ですが、現金売上が1,000万円となっていますが、実はこれ以外にも掛販売し
た売上（後日入金される条件で販売した売上）が存在しています。掛売上の回収金額1,000万
円とありますが、未回収額がいくらなのかここからは読み取ることができません。売上高の総額
を把握するには、掛売上が総額でいくらあるのかという情報が必要です。

次に、売上原価（販売した売上の原価）についてはどうでしょうか。売上原価は商品仕入高
から売れ残っている在庫を差し引いて計算しますが、掛で仕入れた金額や売れ残った在庫の金
額を帳簿から把握できないため、こちらも集計することができません。

経費では、水道光熱費で請求書は届いているが未払いになっているものがある場合、この金
額を経費に加えなければなりません。また、備品が複数年にわたって使用できる場合には、購
入した年度に支出額全額を利益の計算に含めることは適切ではないといえます。

このように、現金出納帳のような単式簿記では情報が少なく、経営成績や財政状態を把握する
ことができません。複式簿記により経済活動に関する幅広い情報を収集する必要があります。



簿記と決算書

複式簿記で経済活動を記録する際に使用する数値には、フローとストックという考え方が

あります。フローとは一定期間（計算期間）の取引額のことで、ストックは一定時点におけ

る金額を意味します。例えば、１年間の売上高やその売上原価、支払手数料といったものは

フロー、決算日時点（期末ともいいます）の現金残高や商品金額、借入金の残高はストック

というように用います。

簿記には一定時点の財政状態を明らかにする目的と一定期間の経営成績を明らかにする目

的があると説明しましたが、決算書はこの目的に合うように作成されています。

決算書のうちストックの数値を使って一定時点の財政状態を表すために作成されるのが貸

借対照表で、フローの数値を使って一定期間の経営成績を表すために作成されるのが損益計
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参考２　経営成績と財政状態を計算してみましょう

参考１の設例に以下の追加の情報があるとして、経営成績と財政状態を計算してみましょう。
売掛金未回収額は1,000万円、商品在庫（売れ残った商品）500万円、掛による商品仕入の
未払額1,000万円、請求書は到着しているが支払未了の水道光熱費200万円、備品の減価償
却費（１年間の資産価値の目減り額）50万円です。

〈経営成績の計算〉
売上高3,000万円*1、売上原価1,500万円*2、経費350万円*3 ⇒利益1,150万円

＊１　現金売上1,000万円＋掛売上2,000万円（回収済1,000万円＋未回収額1,000万円）

＊２　商品仕入高2,000万円（現金仕入1,000万円＋掛仕入1,000万円）－商品在庫500万円

＊３　現金支払経費100万円＋請求書到着分200万円＋減価償却費50万円

〈財政状態の計算〉
現金2,300万円、売掛金1,000万円、商品500万円、備品450万円*1 ⇒資産合計4,250万円
借入金900万円*2、買掛金1,000万円、未払金200万円 ⇒負債合計2,100万円

＊１　500万円－減価償却費50万円

＊２　借入収入1,000万円－返済額100万円

設立

収入

元手 1,000

借入金 1,000
商品仕入  1,000
現金売上 1,000
売掛金回収 1,000
水道光熱費支払  100
備品購入  500
借入金返済  100

掛での仕入分はいくら？
仕入れた商品は、すべて売れた？
どれだけ残っている？

掛での売上分はいくら？

売掛金は、すべて回収されている？

今年度分の水道光熱費は、すべて支払った？

購入した備品は、１年間で全部使った？

支出

１
年
間
の
活
動

結局、１年間で、いくら儲かった？？ 商品や掛での取引は、どれくらい残っている？？



算書です。貸借対照表と損益計算書は、決算書のなかで最も重要です。

なお、法人には、貸借対照表と損益計算書を作成する際の基本的なルールとして、「企業会

計原則」という基準が存在します。

複式簿記の５要素

複式簿記では、法人や個人事業主のすべての経済活動を「資産」「負債」「純資産（資本）」

「費用」「収益」の５つの要素に分解し、その５つの要素の増減を記録することにより、簿記

の目的である財政状態と経営成績の計算を行います。

この５つの要素のうち、資産・負債・純資産はストックの数値として貸借対照表の構成項

目となり、財政状態を表します。また、収益と費用はフローの数値として損益計算書の構成

項目となり、経営成績を表します。

貸借対照表に関連する３つの要素には「資産＝負債＋純資産」という関係が成立します。

これは貸借対照表等式とよばれます。損益計算書に関連する収益、費用については、「費用＋

純利益＝収益」という関係が成立します。これは損益計算書等式とよばれます。

複式簿記では、あらゆる経済活動が５つの要素に分解されて、その増減が記録されます。

例えば、現金の増加が800万円あった場合、単式簿記では現金の増加のみを記録しますが、

複式簿記では、なぜ現金が増加したか（例えば、売掛金を回収した場合は資産が減少したこ

とにより現金が増加した、借入により現金が増加した場合には負債が増加したことにより現

金が増加した等）の原因を考え、現金の増加という結果とその原因に整理して記録します。

単式簿記では現金の収入、支出の側面に注目した記録が行われなかったことと比較して、

複式簿記では、現金がなぜ動いたのかという原因についても記録されることが大きな違いと

なります。これにより、常に結果と原因が複式簿記の５要素に分解して記録されることにな

ります。
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第１節　簿記とは

図表１－２　簿記の目的と使用数値、決算書の関係

財政状態を明らかにする

経営成績を明らかにする

目　的

ストック（時点）

フロー（期間）

使用する数値

貸借対照表

損益計算書

決算書の名称

図表１－３　複式簿記の５要素

資　産

負　債

収　益

費　用

５要素

現金、預貯金、商品、土地や建物等の不動産等の財産

買掛金、未払金、預り金、借入金といった債務

個人事業主や株主が拠出した元手

売上、預貯金利息、資産売却益等の利益を増やす項目

売上原価、支払利息、経費等の利益を減少させる項目

貸借対照表

損益計算書

説　明 決算書の構成

純資産
（資　本）
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