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はじめに 

 

中小企業の会計に関する基本要領（以下、「中小会計要領」という）は、中小

企業・小規模事業者の皆様の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、会社

法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等を示したも

のです。 

 

経営者が自社の経営状況を適切に把握し、また利害関係者へ自社の情報を伝

えるためには、適切な記帳に基づく会計処理や注記が必要となります。 

しかし、非上場企業である中小企業・小規模事業者にとって、以下の実態に鑑

みると上場企業向けの会計ルールまでは必要がないと考えられます。 

 

（一般的な中小企業・小規模事業者の実態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、中小企業・小規模事業者の皆様が活用しやすいと思えるよう、理解し

やすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計ルールを示した中小会計要領が作

成されました。 

 

この中小会計要領に従った会計処理を行うことで、中小企業の経営力の強化

や資金調達力の強化等に繋がることが期待されており、本テキストでは、中小会

計要領の利用を前提とした経営に役立つ会計をテーマに、実際の会計の活用場

面なども説明していきます。 

 

会計というと難しい印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、経

営という大きな枠組みの中に会計というものはあります。 

ぜひ、本テキストを活用いただき、中小会計要領の大枠を理解し、会計を経営

に役立たせていただければと思います。  

① 経理人員が少なく、高度な会計処理に対応できる十分な能力や

経理体制を持っていない 

② 会計情報の開示を求められる範囲が取引先、金融機関、同族株

主、税務当局等に限定されている 

③ 主に法人税法上で定める処理を意識した会計処理が行われてい

る場合が多い 
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第１章 中小会計要領とは 

 

１．中小会計要領の概要 

中小会計要領は中小企業の実態を考えて作られた、新たな会計ルールです。

２０１２年（平成２４年）に策定されました。 

 

２．中小会計要領策定の経緯 

経済のグローバル化が進んだ結果、日本の会計基準が国際会計基準との整

合に向かうこととなりましたが、当時は大企業向けの会計基準が主に検討さ

れていました。 

複雑な会計処理や仕組みが国際会計基準に合わせて整理されましたが、多

くの中小企業にとっては実態と離れたものも多く、経営資源の面からも導入

が難しいものでした。そこで、中小企業の会計について、大企業とは異なる

視点で整備する必要が生じました。 

中小企業関係者が主体となり検討した結果、「中小企業の実態に即した新

たな会計処理のあり方を示すもの」として、中小会計要領が策定されました。 

中小会計要領は、まさに中小企業・小規模事業者の皆様のために作られた、

正式な会計ルールになります。 

 

会計ルールというと難しい印象を持たれる方も多いと思います。会計ルー

ルには様々なものがあり、確かに中小企業にとってなじみの薄い、理解しに

くいルールが存在します。その中でも「中小会計要領」は、中小企業が導入

することを前提として策定されていますので、比較的簡易で、導入しやすい

会計ルールとなっています。 

 

既に中小会計要領が策定され、１０年弱が経過しようとしています。税理

士の方々も要領の普及に努めているため、大半の中小企業が中小会計要領に

沿った会計ルールを導入し、その上で決算書を作成しています。 

  

「中小会計要領」は、中小企業・小規模事業者の皆様が導入することを 

  前提として策定された、比較的簡易で、導入しやすい会計ルールです。 

ポイント！ 
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ここで言う中小企業・小規模事業者のイメージ・特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、中小会計要領は、利用しやすいよう以下の工夫がされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイントとしては「継続性」と「記帳ルール」を重視していることです。 

 

継続性とは「会計処理の方法を毎期継続して同じ方法を適用すること」で

す。変更するにあたっては、合理的な理由を必要とし、変更した旨、その理

由及び影響の内容を注記する必要があります。 

取引の実態は同じにもかかわらず、毎期違う会計処理を行ってしまった場

合、各会計期間における比較可能性を害することになりますので、継続性の

ある会計処理を行う必要があります。 

記帳とは、決算書作成のもととなる帳簿に取引内容を記入することをいい、

中小会計要領では経営者が自社の経営状況を適切に把握するために正しい

記帳を行うことを前提としています。記帳は全ての取引に基づき正規の簿記

の原則に従って行い、適時に整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を

作成することが要求されています。 

 

 

「主に地域金融機関から資金調達しており、新株発行・起債など資本市場

で資金調達を行うことがほとんどない」 

「計算書類の開示先は限定的で、取引金融機関・主要取引先・既存株主等

に限られる」 

「税法を意識した会計処理を中心とし、税務申告が計算書類等作成の大き

な目的を占める」 

「限られた経理体制であり、高度な会計処理に対応できない」 

「経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把

握に役立つ」 

「金融機関や取引先などへの情報提供の際に役に立つ」 

「実務における会計慣行を十分考慮する」 

「税制との調和を図る」 

「会計計算規則に準拠する」 

「負担は最小限に留め、過重な負担を課さない」 
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「継続性」「記帳ルール」は特に重要ですが、これらとともに会計につい

ては以下の６つの基本的考え方にも留意しておく必要があります。 

 

（真実性の原則） 

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供す

るものでなければならない。 

 

（資本取引と損益取引の区分の原則） 

資本取引と損益取引は明瞭に区別しなければならない。 

 

（明瞭性の原則） 

企業会計は、財務諸表によって利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に

表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。 

 

（保守主義の原則） 

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適

当に健全な処理をしなければならない。 

 

（単一性の原則） 

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等、種々の目的の

ために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は信

頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために

事実の真実な表示をゆがめてはならない。 

 

（重要性の原則） 

企業会計の目的は、企業の財務内容を明らかにし、企業の経営状況に関す

る利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。このため、重要性

の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで、他の簡便な方法に

より処理することも認められる。 

  

「中小会計要領」は、「継続性」と「記帳ルール」を重視しています。 

継続性：会計処理の方法を毎期継続して同じ方法を適用すること 

記帳ルール：正規の簿記の原則に従って会計帳簿を作成すること 

ポイント！ 
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中小会計要領では項目別・勘定科目別に 14の基本的会計処理が明示され

ていますが、その上位概念として既述の継続性・記帳ルール・その他の原則

があります。複数の会計処理があり、どの会計処理がいいか迷った際にはこ

の概念に立ち返って考えてみるといいでしょう。 

 

中小会計要領は、中小企業・小規模事業者の皆様のために策定された会計

ルールです。皆様に使いやすいよう、皆様の実情に合わせ、様々な工夫がさ

れています。皆様のために策定された「中小会計要領」の導入について、ぜ

ひとも積極的に検討してみてください。 

 

 

 
 

 

  

中小会計要領とは

財務経営力の強化や資金調達力の強化
が期待できます。

中小会計要領とは、中小企業の実態に即してつくられた新たな会計ルール
どんなルール？

収益費用の
計上ルール

資産負債の
計上ルール

金銭債権債務
の計上ルール

貸倒損失
貸倒引当金

有価証券の計
上評価ルール

棚卸資産の計
上評価ルール

経過勘定の
計上ルール

固定資産の計
上と減価償却

繰延資産

リース
取引

引当金

外貨建
取引等

純資産

注記

＜基本14項目＞

• 決算書の信頼性が向上します。
• 自社の財務状況が明らかになり、投資判断、経営改善等を的確にできるようになります。
• 金融機関、取引先等から信頼され、スムーズな資金調達や取引先拡大につながります。

中小会計要領活用による効果は？

つまり、、、
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【参考：中小会計要領の仕訳ルール】 

中小会計要領の勘定科目の仕訳ルールについて、参考までに抜粋してご紹

介します。 

 

 

 

 

 

【参考：中小会計要領と中小指針】 

中小企業の皆様には、中小会計要領のほかに「中小指針（中小企業の会計

に関する指針）」があり、こちらは中小会計要領よりもレベルの高いものと

なっています。中小指針は、会計参与設置会社の利用が推奨されています。 

 

 

 

  

貸倒引当金 法人税法上の中小法人に認められている方法を使用できます

有価証券
法人税法と同様に取得原価での計上を原則としています
（売買目的の有価証券は時価）

棚卸資産
原価法又は低価法による評価基準
個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入原価法、売価還
元法等による評価方法となります

引当金 退職給付引当金を企業の実態に合わせて合理的に計算できます

中小会計要領 中小指針 企業会計原則

対象
中小指針と比べ簡便な会計処

理を行う事業者

中小企業

会計参与設置会社

金融商品取引法の対象会社

会社法上の大会社

国際会計基準

との関係

安定的な継続利用を目的

国際会計基準の影響なし

国際会計基準とのコンバー

ジェンスを勘案

国際会計基準とのコンバー

ジェンスを実施

内容
必要な事項を簡素かつ可能な

限平易に記載

税効果会計・組織再編会計

等、詳細に規定
会計処理全般を網羅的に規定
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３．会計の必要性について 

決算書の作成だけが会計ではありません。会計とは「日々の活動」を「数

字（金額）」で表現することです。 

 

会計の仕組みを使うことで、活動（事業）実態を把握することができます。 

会社が小さいうちは自身の感覚で何とかなっていたとしても、事業が大き

くなればなるほど、取引（活動）が複雑になり量も増えます。自身が直接的

に関与しなない取引も多くなるでしょう。そんな時こそ、会計の仕組みを使

うことで自社の経営状況を把握することが必要となります。 

具体的には、会計の仕組みを使うことで「経営成績」「財政状況」を把握

することができます。 

 

（１）経営成績が分かる 

事業活動によりどのくらい儲けた（損した）かが分かります。 

 

・売上重視か利益重視か 

 
 

例えば、売上高が月 600万円の A 店と月 500万円の B 店があったとし

ます。この情報だけだと、A 店のほうが売上高が大きいので A 店のほうが

儲かっていそうにも見えます。 

しかし、売上高からいろいろな費用を控除した利益に着目してみると、A

店は利益50万円に対し、B店は利益100万円ということが分かりました。 

よって、利益は B 店のほうが大きく、B 店のほうが儲かっているといえ

売上高600万円

売上高500万円

A店

B店

売上高だけなら

A店＞B店

A店のほうが儲
かっている？

A店

B店

売上高600万円
利益50万円

売上高500万円
利益100万円

売上高だけでな
く、利益という
指標で捉えるこ
ともできる

会計を取り入れ
ていれば、、

収益性を見るこ
とができる
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ます。 

一般的に売上高という指標を重視しがちな経営者の方が多いのですが、会

計の仕組みを使うことで利益という概念が出てきます。 

これによって、経営成績について売上だけでなく、利益という指標で捉え

ることができるのです。 

 

 

（２）財政状況が分かる 

儲けの源泉である資産がどれくらいあるのか、資産の調達源泉としての負

債（借金）や自己資本がどのくらいあるのかがわかります。 

 

・借入＋設備投資と無借金経営【貸借対照表（安全性）】 

 

A 社は立派な工場を持っていて、新しく建てたようで、見たところ 5 千

万円ほどの不動産価値はありそうです。一方の B 社は、自宅の一部を改装

した小さな工場で、古くから所有している物件のようで、不動産としての価

値はあまりなさそうです。 

会計の仕組みを使わず、外観の建物だけを見ると最新の工場がある A 社

のほうがいい会社のように見えるかもしれません。 

しかし、実は、A 社は 5 千万円の工場を建てるために 5 千万円借金して

いたようです。これに対して、B 社の工場は、もともと自宅として所有して

いた土地を利用したもので、借金ももう返済済みだったそうです。 

こうなると話は変わってきます。A 社はきちんと儲かって借金を返せれば
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いいのですが、もうからなくなった場合に多額の借金が残る可能性がありま

す。一方、B 社にはそういった借金がありません。 

別のテーマで話しますが、これを「安全性を見る」といい、会計の仕組み

を用いた決算書のうち貸借対照表というものからこういった財政状況を読

み取ることができるのです。 

 

このように会計という仕組みがあると、会社の経営成績、財政状況を数字

（金額）で表すことが可能となり、期間比較や他社（業界平均）との比較な

ど、経営にも大いに役立てることができます。 

 

 

さて、経営と会計についてですが、どうしても会計については会計士・税

理士任せという方も多いかもしれません。 

しかし、経営という大きな枠組みの中に会計があります。そのため、会計

については会計士・税理士任せではいけません。会計の細かい部分は専門家

に任せるとしても、自社の会計の数字に関連する部分については、経営者が

一番の専門家となる必要があります。 

本書では「経営に役立つ会計」として、次項以降で順番に説明します。 

 

中小会計要領に沿った決算書が作成されているという事は、正しいルール

に沿った会計の仕組みがあるということです。是非とも、税務書類としてだ

けでなく、実際の活動に利用してみてください。 

 

 

 

  会計の仕組みを使うことで「経営成績」「財政状況」を把握できます。 

中小会計要領に沿った決算書であれば、税務書類としてだけでなく 

経営にも大いに役立てることができます。 

ポイント！ 
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第 2 章 経営に役立つ会計とは 

１．会計の仕組み 

会計の仕組みで重要になるのが「取引の仕訳」です。仕訳をすることによ

り、様々な活動が会計の仕組みとして把握されます。 

全ての活動が会計の仕組みで把握される訳ではありません。そのため、「ど

のような活動に対してどのような仕訳をするか」という会計ルールが重要に

なります。 

 

上記は新人営業マンの日々の活動の一例です。この中で「売上」をいつ計

上すれば良いのかが問題になります。 

会計のルールが無ければ、その時の状況や各担当者の考え方により、バラ

バラのタイミングで売上が計上されてしまいます。 

実は正解という正解は無いのですが、会計のルールに則り、常に同じタイ

ミングで継続的に計上することになります。 

 

タイミングの問題ほか、「金額（評価）をどうするか」「そもそもの勘定科

目をどうするのか」といった問題もあります。 

 

これらの日々の活動が、会計の仕組みにより継続的に計上・記録されるこ

とにより、状況を具体的・客観的に把握することができます。 
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２．会計の流れ・財務諸表作成 

記録された日々の活動は、一定の事業期間（通常は１年）で集計・整理さ

れます。これが決算・決算書の作成です。決算時には特別な整理・修正が行

われ「貸借対照表」や「損益計算書」といった決算書類が作成されます。 

（「貸借対照表」「損益計算書」の詳細については、改めて説明します。） 

 

また、正確な会計ルールによる継続的・適時に記録がされていれば、日次・

月次・四半期での把握も可能です。例として、月ごとに集計・整理されたも

のは「月次試算表」と呼ばれます。 

 

３．会計の効果 

中小会計要領に従い、正しい会計ルールで継続的に記録を行うことで、大

きな効果が見込めます。具体的に、下記の３点をご説明します。 

 

①決算書の信頼性向上 

②自社の財務状況の明確化 

③スムーズな資金調達・取引先の拡大 

 

①決算書の信頼性向上 

ルールに沿ったが記録が行われているので、作成された決算書は「客観性

を備えた信頼性のある資料」となります。 

取引先や金融機関など、第三者に自社を知ってもらいたい場合、パンフレ

ット・ホームページ同様に、事業内容を説明する強力な資料となります。 

 

②自社の財務状況の明確化 

第三者に提供するだけでなく、決算書や試算表、日々の記録を確認するこ

とで、自社の内容を把握することが可能です。 

内容は客観性のある数値で表されますので、感覚と現実の違いを正確に把

握することが可能です。 

 

③スムーズな資金調達・取引先の拡大 

決算書の信頼性の向上とも関係しますが、定性的な事業の説明と、定量的

な財務状況が一致すれば信頼性が高まり、スムーズな資金調達や取引先の拡

大にもつながります。  
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第３章 実際に活用してみよう 

 

１．財務諸表 

まずは「（１）損益計算書」「（２）貸借対照表」２つの財務諸表を説明しま

す。これらの財務諸表は、次項の財務分析でも活用することになります。 

 

（１）損益計算書 

損益計算書は、事業の経営成績を表します。通常は１年の期間で作成され、

期間内の売上高・費用・各種の利益（どれだけ儲けたか）を表します。 

損益計算書では、利益を段階的に５つに分け、どの段階で利益が出ている

のか（損失が発生しているのか）が分析しやすい形になっています。 

 
・売上総利益（粗利益） 

売上高から売上原価を引いて直接計算される、直接的な成果です。 

・営業利益 

人件費などの経費も考慮し、会社の本来の活動から生じた成果です。 

・経常利益 

本業以外の収支も含めた、通常の事業活動の成果です。 

・税引前当期純利益 

一時的な損益なども含めた、当期の成果です。 

・当期純利益 

税金計算などを踏まえた、当期の最終的な成果です。  

売上高

　売上原価

売上総利益 売上高から売上原価を引いて直接計算される、直接的な成果

販売費・一般管理費

人件費

減価償却費

その他経費

営業利益 会社の本来の活動から生じた成果

　営業外収益

　営業外費用

経常利益 本業以外の収支も含めた、通常の事業活動の成果

　特別利益

　特別損失

税引前当期純利益 一時的な損益なども含めた、当期の成果

　法人税等

当期純利益 税金計算などを踏まえた、当期の最終的な成果
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（２）貸借対照表 

会社の一定時点の財政状況を表します。左側と右側に分かれて記載されて

おり、左側（借方）は資産の運用状況、右側（貸方）は資産の調達源泉を表

します。 

 

 

・資産の分類（左側） 

流動資産 

現金や売掛金、棚卸資産といった換金が比較的容易なもの 

固定資産 

土地建物や機械設備など、長期間にわたって利用されるもの 

 

・負債の分類（右側） 

負債の部 

買掛金や借入金など 

他人の協力を得て調達した将来的に支払義務のあるもの 

純資産の部 

資本金や利益の蓄積など 

返済義務のない財産 

資産総額から負債を引いたものと表現することも可能 

持っている資産から返さなければいけない負債を控除しても残る財産 

 

・流動性配列法 

表への記載方法ですが、一般的に、借方であれば現金化しやすいもの、貸

方であれば現金支払いが近いものから順番に記載されます。また、通常の営

業活動で発生する項目を優先して（上から）記載します。 

 

 

貸方

流動資産 流動負債

有形固定資産 固定負債

無形固定資産 資本金

投資その他資産 資本剰余金

繰延資産 利益剰余金

固
定
資
産

借方

負債

資本

資産
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・引当金 

中小会計要領では、将来の情報も表すことができるため、負債の部に、将

来必要な費用や損失の発生を見積もった金額を示す場合があります。 

一時に発生する費用を、あらかじめ毎年発生している分だけ備えて引き当

てておきます（退職給付引当金、貸倒引当金、賞与引当金など）。 

 

 

２．財務分析 

中小会計要領に沿った財務諸表であれば、財務諸表の数値を分析し、実際

の活動に落とし込んで活用することができます。 

 

財務分析は、損益計算書と貸借対照表の両方を使います。損益計算書を重

視してしまいがちですが、貸借対照表の内容も確認するようにしましょう。 

分析の手法ですが、「過去との比較」や「同業他社との比較」を主に行っ

ていきます。 

 

比較のポイントとして、いきなり細かく見ないことが重要です。損益計算

書であれば、まずは売上高や売上原価、販売費及び一般管理費など、利益に

直結する大項目をみて、自社のトレンドを大まかに理解します。貸借対照表

であれば、資産・負債のバランスや、流動資産・固定資産、現預金水準、有

利子負債（借入金）残高などの大項目を確認します。 

 

大項目でトレンドを確認出来たら、気になった点について、もう少し細か

い科目単位で確認します。金額の大きなものなどからチェックしていくと良

いでしょう。 

金額変動が大きい場合、「その背景としてどのような取引があったのか」

「自分の経営感覚と会計数値の推移に違和感がないか」などを確認します。 

違和感があった場合、可能な限り違和感の原因を追究することが重要です。

場合によっては、数値として把握されたタイミング以前に戻って、会計の枠

を離れて実際の活動を確認する必要があるかもしれません。 

 

過去の推移の確認については、季節ごとの特性や異常な推移の有無がチェ

ックのポイントになります。業界平均との比較をすることで、自社の特徴、

強み・弱みなどを把握できる場合もあります。 

分析については、この内容を確認すれば良いという絶対的なものはありま

せん。比較や推移を確認しながら、実際の活動をイメージしつつ内容を確認
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するようにできると良いと思います。 

また、決算書は、年に１回しか作成されません。そのため、決算書だけで

なく、月次ベースで試算表を作成しておくと便利です。 

決算書のみの比較では、事業環境の変化に迅速に対応できない場合もあり

ますので、月次ベースの試算表を適時に作成し、毎月の数字の変化を比較し

て分析できると良いでしょう。 

 

 

（月次損益推移表） 

 

  

月次損益推移

• 金額の大きな科目をチェック
• 過去実績、業界平均との比較
• 季節変動（異常な推移）をチェック

• 自社の強み弱みの把握
• 経営改善

〇年4月 〇年5月 〇年6月 〇年7月 〇年8月 〇年9月 〇年10月 〇年11月 〇年12月 〇年1月 〇年2月 〇年3月

売上高 19,000 17,000 30,000 28,000 21,000 18,000 17,000 17,000 17,000 22,000 16,000 20,000

（前期売上高） 24,000 21,000 26,000 22,000 24,000 21,000 15,000 14,000 18,000 19,000 21,000 25,000

材料費 6,000 5,600 9,600 9,000 5,500 5,800 5,000 5,100 5,200 6,100 5,600 6,600

労務費 6,000 5,000 9,000 9,000 5,500 5,800 5,000 5,000 5,000 6,000 5,600 6,600

賃金給料

××費

経費 2,000 1,800 3,400 2,300 4,200 2,300 2,200 2,000 2,800 2,200 2,000 2,000

外注費

減価償却費

××費

売上原価 14,000 12,400 22,000 20,300 15,200 13,900 12,200 12,100 13,000 14,300 13,200 15,200

売上総利益 5,000 4,600 8,000 7,700 5,800 4,100 4,800 4,900 4,000 7,700 2,800 4,800

役員報酬

給与手当

旅費交通費

××費

販売費及び一般管理費 4,000 4,000 5,000 5,500 6,000 4,600 5,400 4,500 4,500 5,000 4,000 4,000

営業利益 1,000 600 3,000 2,200 -200 -500 -600 400 -500 2,700 -1,200 800

勘定科目

分析には「損益計算書」「貸借対照表」の両方を使います。 

大項目でトレンドを確認したうえで、細かい科目単位を確認します。 

比較や推移を確認しながら、実際の活動をイメージしつつ内容を 

確認するようにしましょう。 

ポイント！ 
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財務分析にはいくつかの視点があります。ここでは「（１）収益性分析」「（２）

安全性分析」「（３）資金繰り分析」の視点について説明します。 

 

（１）収益性分析 

収益性分析は、事業活動の儲け（利益）を生み出すことのできる力（利益

創出力）を表した指標分析です。 

損益計算書を用いた収益性分析の代表的な手法として、売上高総利益率、

売上高営業利益率、売上高経常利益率などがあります。 

これらは、各段階の利益（売上総利益、営業利益、経常利益）を売上高で

除したものとなり、これらの利益率が高いほど、少ない費用で効果的に高い

売上高を実現していると言えます。 

この他にも ROA（Return On Assets）といって、利益を総資産で除し

た指標を用いることもあります。これは、貸借対照表の左側の総資産、つま

り運用している資産に対して、損益計算書上の利益（儲け）がどれくらい出

たのかを示す指標となり、損益計算書と貸借対照表を組み合わせて算出する

手法です。 

 

事例（収益性の分析） 

 

上記の事例では、A 社はこの数期、売上高は順調に毎期 10%の伸びを見

せてます。 

いわゆる増収基調ですが、損益計算書を少し下のほうまで見てみてくださ

い。営業利益、すなわち本業の営業で稼いだ利益は、それほど伸びておらず、

A社

記号 ×1年3月期 ×2年3月期 ×3年3月期 ×4年3月期 ×5年3月期

売上高 A 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820

材料費 B 70,000 85,000 102,000 121,000 143,000

労務費 80,000 83,000 85,000 87,000 92,000

経費 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000

売上原価 160,000 179,000 199,000 221,000 249,000

売上総利益 40,000 41,000 43,000 45,200 43,820

役員報酬・給与手当 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

広告宣伝費 8,000 10,000 13,000 15,000 15,000

その他 500 500 500 500 500

販売費及び一般管理費 26,500 28,500 31,500 33,500 33,500

営業利益 C 13,500 12,500 11,500 11,700 10,320

勘定科目

収益性分析
売上は10%UP（増収）

（収益性分析指標）

材料費対売上高比率 B/A 35% 39% 42% 45% 49%

営業利益率 C/A 7% 6% 5% 4% 4%

営業利益は伸び悩む
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逆に減少してしまっているようです。いわゆる、増収、減益という状態です。 

これは売上獲得にかかった費用、売上原価や販売費及び一般管理費が、売

上の伸び以上に増加してしまっていることが一つの要因と考えられます。 

具体的な収益性の指標としては、営業利益率などがあります。売上高と営

業利益の割合を表したものです。 

今回の例では、営業利益率は7%→6%→5%→4%と下がってきてしまっ

ています。売上は増加しているのですが、収益性は落ちてきてしまっている

ようです。 

 

なぜ収益性が落ちてきたのかについては、数字だけで一概には言えません

が、少し細かく見ていくと材料費率が上がっています。 

材料費比率上昇については、仕入値が上がったのかもしれませんし、販売

単価が競争激化で下がったのかもしれません。または、利益率の高い製品が

売れなくなって、利益率の低い商品が売れるようになったのかもしれません。 

この段階の更なる深堀の分析になると、会計以外の内部管理資料等も見な

がらになるかと思いますが、その気づきの出発点はやはり会計数値となって

きます。 

 

 

 

 

  
収益性分析は、事業活動の儲け（利益）を生み出すことのできる力 

（利益創出力）を表した指標分析です。 

まず「売上高総利益率」「売上高営業利益率」「売上高経常利益率」など

各段階の利益（売上総利益、営業利益、経常利益）を売上高で除したも

のを確認します。 

そのほか、損益計算書と貸借対照表を組み合わせて算出する手法もあり

ます。 

ポイント！ 
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（２）安全性分析 

安全性分析は、主として貸借対照表を用いた倒産リスクを評価する指標分

析です。より具体的には支払能力の分析と言い換えることができます。 

この安全性が低いとスムーズな資金調達に支障をきたしビジネスチャン

スを逸しかねないだけでなく、最悪の場合、債務の支払いができずに倒産に

追い込まれる可能性もあります。 

代表的な安全性分析の指標として自己資本比率や債務償還年数などがあ

ります。 

 

・自己資本比率 

自己資本は、資産から負債を引いた金額（返さなくてもいい資産）であり、

自己資本が大きいほど安全性が高いと言えます。 

逆に自己資本マイナス（債務超過）になると安全性は非常に低いというこ

とになり、債務超過状態が続くと最悪の場合、倒産に至るケースもあります。 

この自己資本については、絶対値だけでなく割合でも確認することが有用

であり、自己資本を総資産で除したものが自己資本比率となります。 

 

自己資本比率＝自己資本/総資産 

 

自己資本比率の高い会社は、一般的には経営を堅実に行い、内部留保の充

実に努めてきた会社といえます。金融機関などからみても融資の際に自己資

本比率の高い会社は少々の環境変化があっても耐えうる体力がある会社と

して評価が高いといえます。 

このように自己資本比率は高ければ高いほど安全性が高いといえますが、

経営にはリスクがつきもので、借入などをして一時的に自己資本比率を下げ

てでも積極的に事業展開をする局面もあるかと思います。 

したがって、自己資本比率何％程度が望ましいのかについては一概には言

えませんが、一般的に中小企業では 50％程度が目安（目標）と言われてい

ます。 

 

・債務償還年数 

債務償還年数は、損益計算書と貸借対照表を組み合わせて分析する手法で、

金融機関等で調達した借入金を事業により生み出されるキャッシュによっ

て何年で返済できるかを示した指標です。 

一般的には、「有利子負債/営業キャッシュ・フロー」で示されます。 

営業キャッシュ・フローとは、営業により稼ぎ出したお金です。ただし、
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この営業キャッシュ・フローを算出するにはキャッシュ・フロー計算書とい

うものを作成しなければならないので、営業キャッシュ・フローの代わりに

便宜的に「経常利益＋減価償却費－法人税等」で計算することもあります。 

 

 
 

事例では、金融機関からの借入金 1,500 で営業キャッシュ・フローが

125なので、債務償還年数は1,500÷125で 12年となります。 

 

債務償還年数ですが、業種などにより異なるので一概には言えませんが、

一般に概ね 10 年以内であれば債務償還能力に問題は無いと言われます。 

 

 

  

債務償還年数

営業キャッシュ
・フロー

営業により稼ぎ出したお金
※：簡易営業キャッシュ・フロー＝経常利益＋減価償却費－法人税等

債務償還年数（年）＝
営業キャッシュ・フロー

有利子負債

有
利
子
負
債
（
借
入
金
）

借入金を何年で
返済できるか

1,500

125

（債務償還年数）

営業キャッシュ・フロー125

有利子負債1,500

＝12年

安全性分析は、主として貸借対照表を用いた倒産リスクを 

評価する指標分析です。代表的な安全性分析の指標として 

「自己資本比率」や「債務償還年数」を確認しましょう。 

ポイント！ 
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（３）資金繰り分析 

資金繰り表は、一定期間の全ての現預金収入と支出とを分類・集計し、そ

の収支の動きや現預金過不足の実態などを把握できる表です。 

資金繰り表は決算書には含まれていませんが、資金繰り表を適時に作成す

ることで、資金不足となる状況を予測することができます。 

資金不足になる前に、金融機関から借入を行う、支払条件の変更を検討す

るなど前もって手を打つことができます。 

また、資金繰り表上の現預金の収支と損益計算書上の利益は完全には一致

していないので、利益が出ていても資金繰りが安全とは言えない点にも注意

が必要です。 

 

・資金繰り表の作成 

資金繰り表は、大きく収入と支出の項目に分けられます。 

作成の際は、それぞれの項目について実際の金額を確認していきます。主

に月単位で、数ヶ月分を作成します。一年後の事は細かく分からなくても、

数ヶ月後までの数字であれば、ある程度は追い掛けることが可能です。ヒア

リングや帳簿、伝票などから積み上げて資金繰り表を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資金繰り表を作成することで、資金不足となる状況を事前に 

  予測することができ、余裕を持って対応することが可能です。 

ポイント！ 
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資金繰り表（資金繰り予定表）は決まった形はありませんが、以下のよう

な形式が一般的です。 

 

縦軸に収入、支出の項目をならべ、横軸に時間軸をもってきます。通常月

次ベースが多いですが、資金繰りがひっ迫して日繰りで状況把握する必要が

あるのであれば、日次ベースの資金繰り表を作成することもあります。 

 

上記の資金繰り表を見ると、前月繰越時点では 5 百万円の現金を保有し

ていますが、翌々月末には底をついてしまうことが予想されます。 

この予想を元に、売上の回収を強化したり、仕入を抑制したり、資産を処

分したり、金融機関などからの資金調達を検討したりします。 

資金繰り表により、何かしらの策を打つ必要がある事を前もって確認する

ことができます。必要な資金額を具体的な金額で把握することもできます。 

 

この資金繰り表も会計情報を正確に記録していれば作成できますので、中

小会計要領を活用した会計処理によって利益だけでなく、資金の把握も可能

となります。 

 

 

 

  

単位：千円

当月見込 翌月見込 翌々月見込

5,000 1,000 2,000

現金回収 5,000 7,000 7,000

売掛金回収 10,000 15,000 12,000

手形期日落ち 1,000 2,000 1,000

16,000 24,000 20,000

現金仕入 8,000 10,000 10,000

買掛金支払い 4,000 5,000 4,000

5,000 5,000 5,000

3,000 3,000 3,000

20,000 23,000 22,000

▲ 4,000 1,000 ▲ 2,000

1,000 2,000 0

収支差額

翌月繰越

前月繰越

収
入

売上

合計

支
出

仕入

諸経費

借入金返済

合計

 中小会計要領に沿って、日々の会計情報を継続的に記録することで 

月次・日次の資金繰りも確認することができます。 

ポイント！ 
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３．経営改善 

事業計画書は、会社の理念、将来目標（ビジョン）、達成すべき数値計画、

その過程などを示した文書です。 

理念や将来目標を事業計画書に落とし込むことで、従業員とも方針（ベク

トル）を合わせ、経営資源を特定方向に集約することもできます。 

また、金融機関の融資判断にあたり、文書に落とし込んだ事業計画書を要

求されることがあります。スムーズな資金調達のために、決算書に加え、事

業計画書も作成できるようにしておくことは重要です。 

 

事業計画書の作成においては、経営者の思い、将来目標を示すことが必要

となります。 

しかし一方で、外部・内部の事業環境の変化にも目を向け、これらの影響

も考慮したうえで、実現可能な水準での事業計画を作成していく必要があり

ます。 

具体的には、過去の実績や今後の外部・内部の環境変化に伴う将来の見通

しを元に事業計画の数字部分を作成していきます。 

特に数字に落とし込んでいくうえで重要になるのが「売上高計画」「人件

費計画」「設備投資計画」です。業種にもよりますが、これらが事業計画作

成のキーポイントになることが多いです。 

 

 

そして重要なことが、この事業計画は過去の実績数字がスタート・土台に

なってくる点です。過去の決算書を事業計画の土台として決算書が会社の実

態をきちんと表しているものでないとその延長線上にある事業計画もうま

くいく可能性は低くなってしまいます。 

その意味でも、過去の数値を正確に把握することは重要となってきます。  

売上高計画 得意先別、商品別などのセグメントごとに積み上げで作成します

人件費計画 人員計画（採用・退職）、給与ベースアップの有無、役員報酬など決めていきます

設備投資計画
売上・利益を伸ばす計画であれば、投資が足りているか検討します
売上高の伸張・維持に必要な投資は事業計画に反映させる必要があります
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【参考：財務諸表の裏にあるもの】 

 

財務諸表の数値は、直接的に計算されるものではありません。 

様々な過程を経て、様々な数値が集約され整理されたものが、皆様が目に

する「財務諸表」です。そのため、財務諸表の下には様々な有象無象の数値・

事象が存在します。 

財務諸表という表面的な部分のみを確認・検証して終わりではなく、必要

に応じて財務諸表の数値として計算された経緯についても検証しなければ

なりません。 

 

 

 

 

 

 

 

まず初めに数値にできない（会計の仕組みとして認識できない）様々な活

動が存在します。営業で取引先と人間関係を築いたり、新しい商品を企画開

発したり、従業員のコミュニケーションを活性化したり、広告宣伝で事業が

広く知られるようになったり、事業を続けていくうえで必要な様々な活動で

す。これらは、数値にできるものもありますが、会計の仕組みとして把握さ

れることはありません。 

 

次に、様々な活動が、何かしらのタイミングで、会計の仕組みとして把握

されます。専門的には「仕訳」や「記帳」と言います。商品を販売して直に

代金を受け取ったり、物を購入して代金を支払ったりした場合、データとし

て集計されたり、伝票といった形で記録を残します。 

 

中小会計要領では、仕訳・記帳のタイミングのほか、金額・分類などにつ

いてもルールが定められています。分類とは、皆様が良く聞く「勘定科目」

の事です。「どのような取引が、どのような勘定科目として処理されるのか」

「どのタイミングで、いくらで処理されるのか」といったルールが決められ

ていないと、正確な数値は確認できません。 

  

財務諸表

様々な数値
活動
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そして、項目ごとに「台帳」や「帳簿」といった形でデータが集められま

す。ここでも、「仕訳」「記帳」がルールに則っていないと、そもそもの情報

にバラツキが生じることになり、集計しても意味が薄いものになってしまい

ます。 

そして最後に、決算時点で台帳・帳簿を元に勘定科目を集計し、調整等を

行って財務諸表が完成します。 

財務諸表、会計情報を活用しようとする場合、これらの「財務諸表が作成

されるまでの流れ」と「会計上のルール」の理解が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値にできない
会計の仕組みで把握できな

い活動

仕訳・記帳され、伝票等の形で
何かしらの勘定科目として把握される

帳簿・台帳といった形で
勘定科目ごとに集計・整理される

決算時に帳簿・台帳を基に整理を行い
必要な調整等を行って財務諸表を作成する
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財務諸表は、事業の全体を大きく見る場合に非常に有効なツールです。財務諸

表は、様々な活動が集約されて、見やすくコンパクトに整理されています。 

その中から、問題のありそうな部分を見つけ、ピンポイントで確認します。や

みくもに調べるのではなく、整理・体系立てて調べることで、効率化します。 

 

これらの積上げの構造（会計の仕組み）は、非常に分析に適した形と言えます。

財務分析では、その場で「何かしらの最終結果」を求めるのではなく、「特徴が

ありそうなものを抽出する、問題ない項目を割愛する」といった視点で考えると、

次の分析に進みやすくなると思います。 

 

中小会計要領に則った会計処理をしていない場合でも財務分析は可能ですが、

財務諸表を作成する過程（結果の数値を計算する経緯）自体に不明瞭・不確定な

部分が存在するため、数値の詳細な確認ができなくなります。 

数値の積み上げがしっかりしていないので、頂点に該当する財務諸表も不明

瞭なものになりますし、なにより前工程に戻って数値を確認することが不可能

になります。その都度その都度、仕訳・記帳のルール（タイミング・金額・時期

など）が異なってしまっては、財務情報を活用することができません。 

 

更に問題なのは、形式的に財務諸表は完成しているので、財務諸表上のみの財

務分析は問題なく実施できますし（意味のあるなしは別として）、関係機関への

報告も可能であるということです。 

 

皆様には、ぜひ中小会計要領に則った会計処理をしてもらい、正しいルールで、

正しい数値の財務諸表を作成してもらえればと思います。 
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