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中小会計要領から学ぶ会計動画 

問題 
 

 

 

 

 

 

中小会計要領への理解を深める目的で、 

テキストの内容に関連した問題を用意しました。 
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＜第 1章＞ 

 

（問題 1）中小会計要領の策定について 

 

中小会計要領は中小企業・小規模事業者の皆様が利用しやすいような工夫が

されており、以下のような方針で策定されています。 

 

⚫ 経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の（     ）

に役立つ 

⚫ 金融機関や取引先などへの（      ）の際に役立つ 

⚫ 実務における会計慣行を十分考慮する 

⚫ （   ）との調和を図る 

⚫ （        ）に準拠する 

⚫ 負担は最小限にとどめ、過重な負担を課さない 

 

 

 

 

 

（問題２）中小会計要領のポイント 

 

中小会計要領の内容のポイントとしては（    ）と（      ）を重

視しているところです。 

この他にも会計については、（     ）の原則、（      ）の原則、

（     ）の原則、（       ）の原則、（       ）の原則、 

（      ）の原則という 6つの基本的考え方があります。 
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＜第 2章＞ 

 

（問題１）会計仕訳その①_収益の認識 

 

A 社は、B 社から商品 5,000 千円の受注の内示を受け、見積書を作成した。

その後、正式に受注が決定し、B 社から半額の 2,500千円を前金として受け取

った。前金受領後、A 社は実際に商品を販売した。 

この場合、売上高を計上するタイミングとしては、どれが適切でしょうか。 

 

① 内示を受け、見積書を作成した時 

② 前金を受け取った時 

③ 商品を販売した時 

 

 

 

 

 

（問題２）会計仕訳その②_売上の仕訳 

 

前金の受取時は、まだ商品の販売は未了なので、売上高の計上はしません。 

しかし、前金受取時には、貸借対照表上の科目である現金及び預金が増加して

おり、会計上の取引は発生しているため、以下の仕訳を行います。 

 

（借）現金及び預金   2,500千円 （貸）前受金   2,500 千円 

 

では、実際の売上高計上時の仕訳はどのようになるでしょうか。 

A社は商品5,000千円を販売し、代金のうち2,500千円は前金で充当され、

残り 2,500千円のうち、1,000千円は現金、1,500千円については掛とした。 

仕訳にあたっては以下の勘定科目のうち、適切と思われるものを使ってくだ

さい。 

 

（勘定科目） 

仕入、売上高、現金及び預金、商品、受取手形、前払費用、売掛金、前受金 
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（問題３）会計仕訳その③_貸倒引当金 

 

A 社の決算日現在、売掛金残高は 1,500 千円となっています（買掛金等仕入

債務はゼロとします）。 

当該売掛金が将来的に回収できない貸倒れによる損失に備えるため、法人税

法上の規定に基づく法定繰入率「10/1000」（A 社は卸売業の前提）により貸

倒引当金を設定します。 

決算時の貸倒引当金設定時の仕訳はどのようになるでしょうか。 

なお、前期末に貸倒引当金は設定していない（貸倒引当金残高ゼロ）とします。 

 

仕訳にあたっては以下の勘定科目のうち、適切と思われるものを使ってくだ

さい。 

 

（勘定科目） 

買掛金、売上高、貸倒引当金繰入額、売掛金、貸倒引当金、仕入、前受金 

 

 

 

 

 

（問題４）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以下の

3つの大きな効果が見込めます。 

① （              ） 

② （              ） 

③ （              ） 
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＜第３章＞ 

 

（問題１）財務諸表 

 

決算書は、貸借対照表と損益計算書をメインとして構成されています。 

 

貸借対照表は、一定時点の（      ）を表します。左側と右側に分かれ

ており、左側は（      ）を表し、右側は（       ）を表します。 

損益計算書は、事業の（      ）を表します。通常は（  ）年の期間

で作成され、期間内の売上高・費用・各種の利益（      ）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。 

 

⚫ （      ）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 

⚫ （      ）利益 

管理に要した人件費などの経費も考慮し、会社本来の活動から生じた成果

を計算します 

⚫ （      ）利益 

本業以外の収支も含めた、通常の事業活動の成果を表します 

⚫ （      ）利益 

一時的な（臨時巨額な）損益なども含めた、当期の成果を表します 

⚫ （      ）利益 

税金計算なども踏まえた、当期の最終的な成果を表します 
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（問題２）財務分析_収益性分析 

 

A 社の×1 年 3 月期から×5 年 3 月期の損益計算書の推移は以下の通りで

す。 

 

 
 

① ×1 年 3 月期から×2 年 3 月期にかけて、売上高は何%増加または減少

しているでしょうか。 

 

② ×1年 3月期の売上高総利益率、材料費対売上高比率、営業利益率を求め

てください。 

 

③ ×5年 3月期の売上高総利益率、材料費対売上高比率、営業利益率を求め

てください。 

 

④ ①～③の計算結果により、A 社の収益性についてどのようなことが推測さ

れるでしょうか。 

 

 

  

×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 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820

材料費 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 13,500 12,500 11,500 11,700 10,320

勘定科目
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（問題３）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、（             ）という算式で示されます。 

ただし、（         ）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、（          ）の代わりに

簡便的に（                ）で計算することもあります。 

この債務償還年数ですが、業種ごとに異なるので一概には言えませんが、一般

に概ね（  ）年以内であれば、債務償還能力に問題はないと言われます。 

 

 

 

 

 

以下の事例の会社の債務償還年数を求めてください。 

ただし、キャッシュ・フロー計算書は作成していないので、簡便的な方法によ

り計算することとしてください。 

 

A 社は、金融機関からの借入を行っており、当期末時点の金融機関からの借

入金残高は 1,500 となっている。 

なお、A 社の当期の経常利益は 150、減価償却費は 20、法人税等は 45 と

なっており、ここ数期安定的に利益を計上できているため、この利益水準で金融

機関借入金の返済を行う予定である。 
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（問題４）経営改善_事業計画書 

 

A 社は、今後の事業展開のために金融機関から 100,000 千円の資金調達を

行うにあたり、事業計画書を作成することになりました。 

×1年の実績、及び計画書作成の前提条件に基づき、×2年の損益計算書計画

（売上総利益まで）を作成してください。 

 

（計画書作成の前提条件） 

⚫ 売上高計画 

×1年の売上高は200,000千円でその内訳は、A製品100,000千円、

B 製品 80,000 千円、C製品 20,000千円です。 

A 製品は既に成熟市場で成長が見込めず、類似製品も多いため、×2年は

×1年の 20％減の売上を見込んでいます。 

B 製品は、過去数年安定推移で、今後も数年は安定推移が見込まれます。

したがって、×2年も×1年同額の横ばい推移を見込んでいます。 

C製品は、×1年途中に市場導入した新製品で、競合少なく、今後も増加

が見込まれます。販売力強化で×2 年は、×1 年の 3 倍の売上高を見込

んでいます。 

なお、A 製品、B 製品、C製品の材料費対売上高比率は、それぞれ 40%、

30%、25%となっており、×2年計画でも同様の材料費対売上高比率を

想定しています。 

 

⚫ 人件費計画（労務費計画） 

A 社の製造人員は×1 年 10 名であったが、×2 年は C 製品の生産増に

あわせ 1名採用。労務費は採用 1名分 4,000千円、×1年より増加を見

込んでいます。 

 

⚫ 設備投資計画 

C 製品の生産力増強のために、金融機関から調達予定の借入資金で

100,000千円の機械設備を購入する予定です。 

当該機械設備により、製造経費の中の減価償却費が×2 年に 10,000 千

円増加する見込みです。 
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（×1年の損益計算書実績） 

 

 

  

×1年3月期 ×2年3月期

実績 計画

売上高 200,000

A製品 100,000 競合多く、成熟市場で×2年は×1年の20%減

B製品 80,000 安定推移で×2年も横ばい

C製品 20,000 新商品で、販売強化により×2は、×1年の3倍の売上を見込む

売上原価 159,000

材料費 69,000

A製品 40,000 A製品の材料費対売上高比率は40%

B製品 24,000 B製品の材料費対売上高比率は30%

C製品 5,000 C製品の材料費対売上高比率は25%

労務費 40,000 ×1年の製造人員10名から×2年には1名増加

経費 50,000 新規設備投資の減価償却費分だけ増加

売上総利益 41,000

（単位：千円） 備考
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＜第 1章＞ 

 

（問題 1）中小会計要領の策定について 

 

中小会計要領は中小企業・小規模事業者の皆様が利用しやすいような工夫が

されており、以下のような方針で策定されています。 

 

⚫ 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 

⚫ 負担は最小限にとどめ、過重な負担を課さない 

 

 

 

 

 

（問題２）中小会計要領のポイント 

 

中小会計要領の内容のポイントとしては（継続性）と（記帳ルール）を重視し

ているところです。 

この他にも会計については、（真実性）の原則、（資本取引と損益取引の区分）

の原則、（明瞭性）の原則、（保守主義）の原則、（単一性）の原則、 

（重要性）の原則という 6つの基本的考え方があります。 

 

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 6 つの原則

の考え方に立ち返って考えてみることもいいでしょう。 
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＜第２章＞ 

 

（問題１）会計仕訳その①_収益の認識 

 

A 社は、B 社から商品 5,000 千円の受注の内示を受け、見積書を作成した。

その後、正式に受注が決定し、B 社から半額の 2,500千円を前金として受け取

った。前金受領後、A 社は実際に商品を販売した。 

この場合、売上高を計上するタイミングとしては、どれが適切でしょうか。 

 

（回答） 

③商品を販売した時 

収益（売上高）は原則として製品、商品の販売又はサービスの提供を行い、

かつ、これに対する現金及び預金、売掛金、受取手形等を取得した時に計上（仕

訳）します。 

 

 

 

（問題２）会計仕訳その②_売上の仕訳 

 

前金の受取時は、まだ商品の販売は未了なので、売上高の計上はしません。 

しかし、前金受取時には、貸借対照表上の科目である現金及び預金が増加して

おり、会計上の取引は発生しているため、以下の仕訳を行います。 

 

（借）現金及び預金   2,500千円 （貸）前受金    2,500千円 

 

では、実際の売上高計上時の仕訳はどのようになるでしょうか。 

A社は商品5,000千円を販売し、代金のうち2,500千円は前金で充当され、

残り 2,500千円のうち、1,000千円は現金、1,500千円については掛とした。 

 

（回答） 

（借）現金及び預金   1,000千円 （貸）売上高     5,000千円 

（借）売掛金      1,500千円 

（借）前受金      2,500千円  
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（問題３）会計仕訳その③_貸倒引当金 

 

A 社の決算日現在、売掛金残高は 1,500 千円となっています（買掛金等仕入

債務はゼロとします）。 

当該売掛金が将来的に回収できない貸倒れによる損失に備えるため、法人税

法上の規定に基づく法定繰入率「10/1000」（A 社は卸売業の前提）により貸

倒引当金を設定します。 

決算時の貸倒引当金設定時の仕訳はどのようになるでしょうか。 

なお、前期末に貸倒引当金は設定していない（貸倒引当金残高ゼロ）とします。 

 

（回答） 

（借）貸倒引当金繰入額 15千円 （貸）貸倒引当金  15 千円 

 

受取手形、売掛金、貸付金等の金銭債権については、決算時に将来の貸し倒れ

に備えて、貸倒引当金（負債）を設定することができます。 

貸倒引当金の設定方法としては、対象金銭債権別に見積もる方法もあります

が、本問では、中小法人に認められている税法上の法定繰入率を用いています。 

この方法は、金銭債権総額（本問では 1,500 千円）に対して、法定繰入率

「10/1000」を乗じて、15千円を貸倒引当金として設定しています。 

 

 

 

（問題４）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以下の

3つの大きな効果が見込めます。 

 

（回答） 

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 
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＜第３章＞ 

 

（問題１）財務諸表 

 

決算書は、貸借対照表と損益計算書をメインとして構成されています。 

 

貸借対照表は、一定時点の（財政状態）を表します。左側と右側に分かれてお

り、左側は（資産の運用状況）を表し、右側は（資産の調達源泉）を表します。 

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 

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 

⚫ （営業）利益 

管理に要した人件費などの経費も考慮し、会社本来の活動から生じた成果

を計算します 

⚫ （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を表します 

⚫ （税引前当期純）利益 

一時的な（臨時巨額な）損益なども含めた、当期の成果を表します 

⚫ （当期純）利益 

税金計算なども踏まえた、当期の最終的な成果を表します 
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（問題２）財務分析_収益性分析 

 

A 社の×1 年 3 月期から×5 年 3 月期の損益計算書の推移は以下の通りで

す。 

 
①×1年 3月期から×2年 3月期にかけて、売上高は何%増加または減少して

いるでしょうか。 

（回答）10% 

 

②×1 年 3 月期の売上高総利益率、材料費対売上高比率、営業利益率を求めて

ください。 

（回答） 売上高総利益率＝40,000÷200,000＝20% 

     材料費対売上高比率＝70,000÷200,000＝35% 

     営業利益率＝13,500÷200,000＝6.75％ 

 

③×5 年 3 月期の売上高総利益率、材料費対売上高比率、営業利益率を求めて

ください。 

（回答） 売上高総利益率＝43,820÷292,820＝約 15% 

     材料費対売上高比率＝143,000÷292,820＝約 49% 

     営業利益率＝10,320÷292,820＝3.5２％ 

 

④①～③の計算結果により、A 社の収益性についてどのようなことが推測され

るでしょうか。 

（回答例） 

 A 社の売上高は年間 10％程度の増収であるが、売上獲得にかかった費用（材

料費など）が売上高の伸び以上に増加したため、営業利益率は低下しており、収

益性が低下傾向にあると推測される。  

×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 200,000 220,000 242,000 266,200 292,820

材料費 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 13,500 12,500 11,500 11,700 10,320

勘定科目
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（問題３）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）という算式で示されます。 

ただし、（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

りに簡便的に（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。 

この債務償還年数ですが、業種ごとに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ないと言われます。 

 

 

 

以下の事例の会社の債務償還年数を求めてください。 

ただし、キャッシュ・フロー計算書は作成していないので、簡便的な方法によ

り計算することとしてください。 

 

A 社は、金融機関からの借入を行っており、当期末時点の金融機関からの借

入金残高は 1,500 となっている。 

なお、A 社の当期の経常利益は 150、減価償却費は 20、法人税等は 45 と

なっており、ここ数期安定的に利益を計上できているため、この利益水準で金融

機関借入金の返済を行う予定である。 

 

債務償還年数＝借入金残高 1,500÷簡易営業キャッシュ・フロー 

125（150＋20-45）＝12年  
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（問題４）経営改善_事業計画書 

 

A 社は、今後の事業展開のために金融機関から 100,000 千円の資金調達を

行うにあたり、事業計画書を作成することになりました。 

×1年の実績、及び計画書作成の前提条件に基づき、×2年の損益計算書計画

（売上総利益まで）を作成してください。 

 

（計画書作成の前提条件） 

⚫ 売上高計画 

×1年の売上高は200,000千円でその内訳は、A製品100,000千円、

B 製品 80,000 千円、C製品 20,000千円です。 

A 製品は既に成熟市場で成長が見込めず、類似製品も多いため、×2年は

×1年の 20％減の売上を見込んでいます。 

B 製品は、過去数年安定推移で、今後も数年は安定推移が見込まれます。

したがって、×2年も×1年同額の横ばい推移を見込んでいます。 

C製品は、×1年途中に市場導入した新製品で、競合少なく、今後も増加

が見込まれます。販売力強化で×2 年は、×1 年の 3 倍の売上高を見込

んでいます。 

なお、A 製品、B 製品、C製品の材料費対売上高比率は、それぞれ 40%、

30%、25%となっており、×2年計画でも同様の材料費対売上高比率を

想定しています。 

 

⚫ 人件費計画（労務費計画） 

A 社の製造人員は×1 年 10 名であったが、×2 年は C 製品の生産増に

あわせ 1名採用。労務費は採用 1名分 4,000千円、×1年より増加を見

込んでいます。 

 

⚫ 設備投資計画 

C 製品の生産力増強のために、金融機関から調達予定の借入資金で

100,000千円の機械設備を購入する予定です。 

当該機械設備により、製造経費の中の減価償却費が×2 年に 10,000 千

円増加する見込みです。 
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（×２年の損益計算書計画） 

 

（回答） 

 

 

売上高は、可能な限り、得意先別、商品別などのセグメントごとに積み上げて作

成することがポイントです。 

材料費は、製品ごとの売上高に材料費対売上高比率を乗じて算出します。 

この損益計画に基づき、前問の借入金の債務償還年数等を算出し、償還能力があ

るあるかどうかを確認することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本教材は、ユナイト法律会計事務所の久朗津大樹が執筆を担当し、髙木経営

相談所の髙木伸治の協力のもと、作成したものである。 

本教材の著作権は、独立行政法人中小企業基盤整備機構人材支援部に帰属す

る。 

×1年3月期 ×2年3月期

実績 計画

売上高 200,000 220,000

A製品 100,000 80,000 競合多く、成熟市場で×2年は×1年の20%減

B製品 80,000 80,000 安定推移で×2年も横ばい

C製品 20,000 60,000 新商品で、販売強化により×2は、×1の3倍の売上を見込む

売上原価 159,000 175,000

材料費 69,000 71,000

A製品 40,000 32,000 A製品の材料費対売上高比率は40%

B製品 24,000 24,000 B製品の材料費対売上高比率は30%

C製品 5,000 15,000 C製品の材料費対売上高比率は25%

労務費 40,000 44,000 ×1年の製造人員10名から×2年には1名増加

経費 50,000 60,000 新規設備投資の減価償却費分だけ増加

売上総利益 41,000 45,000

（単位：千円） 備考


