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講座のアウトライン

• 決算書のしくみ（Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌとは）

• 勘定科目は２：８で見る

• 見るべきポイント

• 融資を受けやすい決算書
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講師紹介

【お問い合わせ先】

佐藤一義税理士事務所

〒135-0024

東京都江東区清澄3-10-7-201

TEL：03-6316-7760

Mail：sato@miraiz-tax.com

URL：https://miraiz-tax.com/

佐藤一義（さとうかずよし）

経営革新等支援機関 佐藤一義税理士事務所 代表

税理士・中小企業診断士

【経歴】

千葉県匝瑳市出身。千葉大学文学部行動科学科卒業。学生時代は剣道、読書、
バンドに情熱を燃やす。大学卒業後、オーストラリアで１年間サーフィン中心
の生活を送る。

帰国後は学習塾業界に就職し、地域ナンバーワン化に貢献。事業拡大の喜びと
苦しみ、経営理念と人の和、リーダーシップの大切さを学ぶ。

退職後、経営を学び理解したいと考え、税理士を目標に定めて地元千葉の会計
事務所に就職。創業から事業承継・相続まで一通りの業務を経験し、小規模企
業から中堅企業まで累計400件以上の相談・申告を行う。担当した業種は、卸売
業・小売業・建設業・製造業・内装業・運送業・飲食業・美容室・学習塾・パ
ン屋・農業・畜産業・漁業・医療業・介護サービス業・不動産賃貸業・廃棄物
処理業・電力サービス業・協同組合・NPO法人など多岐にわたる。

2014年税理士試験に合格（消費税法・法人税法・相続税法）、2018年中小企業
診断士試験に合格。

2019年4月に日本橋にて独立開業、2020年に清澄白河に移転。税理士として税
務相談・申告を行いつつも、税務会計にとらわれず、補助金、融資、経営計画、
組織構築、リーダー育成など、経営者目線でビジネス全体を最適化するコンサ
ルティングを行っている。
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決算書のしくみ①

• 決算書は、次の４つの総称（会社法）

① 貸借対照表（Ｂ/Ｓ：Balance Sheet）

② 損益計算書（Ｐ/Ｌ：Profit and Loss statement）

③ 株主資本等変動計算書

④ 個別注記表
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決算書のしくみ②

決算書とは、企業の活動結果をお金で示したものである。

損 益 計 算 書
自 令和1年4月 1日 至 令和2年3月31日

科目 金額

売上高 400,000

売上原価

期首商品棚卸高 20,000

当期商品仕入高 130,000

期末商品棚卸高 -30,000 120,000

売上総利益 280,000

販売費および一般管理費 260,000

営業利益 20,000

営業外収益 4,000

営業外費用 9,000

経常利益 15,000

特別利益 1,000

特別損失 6,000

税引前当期純利益 10,000

法人税等 3,000

当期純利益 7,000

貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在

資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 1,300 買掛金 10,820

預金 20,800 短期借入金 6,800

売掛金 11,200 未払金 660

商品 30,000 未払法人税等 3,000

前払費用 280 預り金 1,260

【固定資産】 【固定負債】

［有形固定資産］ 長期借入金 25,260

車両運搬具 11,420 負債の部合計 47,800

器具備品 2,260 純資産の部

［無形固定資産］ 【株主資本】

ソフトウェア 340 資本金 5,000

［投資他の資産］ 利益剰余金 26,000

敷金・保証金 1,200 純資産の部合計 31,000

資産の部合計 78,800 負債・純資産合計 78,800

財政状態を表すのが「貸借対照表」 経営成績を表すのが「損益計算書」

今のおカネや財産は？
借金は？

今年はどれくらい
儲かった？



© 2020 JAIRO 5

決算書のしくみ③

• 決算書は６つの概念の組み合わせ

資産

負債

純資産

収益

費用

利益

<損益計算書>

資産 負債

純資産

収益費用

利益

（左）
借方

かりかた

（右）
貸方

かしかた

<貸借対照表>
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決算書のしくみ④

• 貸借対照表のしくみ
貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在

資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

【流動資産】 【流動負債】

現金 1,300 買掛金 10,820

預金 20,800 短期借入金 6,800

売掛金 11,200 未払金 660

商品 30,000 未払法人税等 3,000

前払費用 280 預り金 1,260

【固定資産】 【固定負債】

［有形固定資産］ 長期借入金 25,260

車両運搬具 11,420 負債の部合計 47,800

器具備品 2,260 純資産の部

［無形固定資産］ 【株主資本】

ソフトウェア 340 資本金 5,000

［投資他の資産］ 利益剰余金 26,000

敷金・保証金 1,200 純資産の部合計 31,000

資産の部合計 78,800 負債・純資産合計 78,800

【資産】
・財産
・換金価値の
あるもの

・費用の前払

（経営資源）

【負債】
・返済・支払
義務のある
もの

【純資産】
・元手
・過去の利益
の蓄積
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決算書のしくみ⑤

• 損益計算書のしくみ

7 7

損 益 計 算 書
自 令和1年4月 1日 至 令和2年3月31日

科目 金額

売上高 400,000
売上原価

期首商品棚卸高 20,000
当期商品仕入高 130,000
期末商品棚卸高 -30,000 120,000

売上総利益 280,000
販売費および一般管理費 260,000
営業利益 20,000
営業外収益 4,000
営業外費用 9,000
経常利益 15,000
特別利益 1,000
特別損失 6,000
税引前当期純利益 10,000
法人税等 3,000
当期純利益 7,000

収益

収益

収益

費用

費用

費用

費用

費用

利益

収益
費用

利益

収益（売上）

実際にはこのような並びで表される

費用（売上原価）

費用（販管費）

費用（営業外）

費用（特別）

利益

・収益・・・収入
・費用・・・コスト、経費
・利益・・・もうけ

7
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決算書のしくみ⑥

• 損益計算書の全体像

8

88

損 益 計 算 書
自 令和1年4月 1日 至 令和2年3月31日

科目 金額

売上高 400,000
売上原価

期首商品棚卸高 20,000
当期商品仕入高 130,000
期末商品棚卸高 -30,000 120,000

売上総利益 280,000
販売費および一般管理費 260,000
営業利益 20,000
営業外収益 4,000
営業外費用 9,000
経常利益 15,000
特別利益 1,000
特別損失 6,000
税引前当期純利益 10,000
法人税等 3,000
当期純利益 7,000

販売費および一般管理費内訳書
自 令和1年4月 1日 至 令和2年3月31日

科目 金額

役員報酬 35,000
給与手当 90,000
賞与 25,000
法定福利費 19,000
福利厚生費 2,000
広告宣伝費 9,000
接待交際費 1,000
会議費 500
旅費交通費 1,900
通信費 6,500
消耗品費 7,600
修繕費 1,000
水道光熱費 3,700
新聞図書費 700
支払手数料 9,800
リース料 3,000
地代家賃 24,000
保険料 2,900
租税公課 5,000
寄付金 400
減価償却費 12,000
販売費及び一般管理費合計 260,000

単位：千円

販管費
内訳
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決算書のしくみ⑦

• 利益は大切なので、段階ごとに区分して表示する

売上高
売上原価

販売費及び
一般管理費
（販管費）

営業外収益
営業外費用

特別利益
特別損失

法人税など

400 ▲120

▲260

▲５

▲５

▲3

売上総利益
（粗利益）

280
営業利益

20
経常利益

15 税引前当期純利益

10 当期純利益 7

売れた商品にかかった仕入代金

通常営業するための諸経費

借入の利息や
本業以外の収入・費用など

その期だけ臨時的に
発生した利益や費用

粗利益 本業での利益 通常の利益 税引前の利益 最終的な利益
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勘定科目は２：８でとらえる①

• 主な勘定科目

10

分類 B/S勘定科目 内容・例 分類 P/L勘定科目 内容・例

資産

現金・小口現金 会社の手許現金、区分した少額現金 収益 売上高 売上

普通預金・当座預金 金融機関に預入してある資金

費用

仕入高 仕入（材料や原料、商品などの購入）

定期預金・定期積金 上記のうち一定期間引出が制限されるもの 役員報酬 役員の給与

売掛金・未収入金 商品・サービス代金の請求権 給与手当 従業員の給与やボーナス

商品・製品 商品や製品の在庫、未販売分 法定福利費 社会保険料や雇用保険、労働保険の支払い

前払金 まだ受けていない商品・サービスの支払代金 福利厚生費 従業員のための慶弔金、お茶代など

短期貸付金 原則一年以内に返済をうけるべき貸付 租税公課 税金（自動車税、固定資産税、印紙代など）

建物 事業用の建物等 水道光熱費 電気・ガス・水道料金

機械装置 事業用の機械・装置等 旅費交通費 電車代、タクシー代、出張費、通勤代など

車両運搬具 事業用の車両・トラック等 通信費 電話代、ネット料金、郵便代など

器具備品 事業用の工具器具・什器・備品等 広告宣伝費 チラシ、DM、ネット広告、販促品など

土地・借地権 事業用の土地・借地権 接待交際費 事業関係者への慶弔金・贈答品・会食代など

ソフトウェア プログラムやアプリ、システムソフト 保険料 自動車保険、事務所等の火災保険など

敷金・保証金 不動産賃貸等の際に預けた預託金 修繕費 建物や備品の修理代など

負債

買掛金 購入した商品・サービスの未払分 消耗品費 １点10万円未満の備品等

短期借入金 原則一年以内に返済する借入金 外注費 外部業者に支払った作業代金

未払金 諸経費や購入した固定資産の未払分 地代家賃 家賃（事務所等）、地代（土地など）

仮払金 支出の内容金額が未確定の場合の一時的処理 支払手数料 振込料、税理士や弁護士などの費用など

預り金 天引した源泉所得税や社会保険料など リース料 機械や車両、OA機器のリース代

未払法人税等 法人税等の未払分 燃料費 ガソリン代など

長期借入金 原則一年超に返済期限が到来する借入金 新聞図書費 新聞代、書籍代など

純資産
資本金 株主が会社に投入した元手資金 雑費 上記のどれにも該当しない費用

繰越利益剰余金 累積した利益 支払利息 借入金の利息



© 2020 JAIRO 11

勘定科目は２：８でとらえる②

• パレートの法則（２：８の法則）
全体の数値の大部分は、一部の構成要素が生み出している
– 売上の８割を生み出すのは、２割の顧客である。
– 売上の８割を生み出すのは、２割の社員である。
– 仕事の成果の８割は、全体時間の２割で生み出している。
– ウェブサイトのアクセスの８割は、２割のページから。

決算書でいうと・・・
重要なのは金額の大部分を占める２割の勘定科目
である。
（影響の小さい勘定科目はあまり気にしない。）
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勘定科目は２：８でとらえる③

• ＡＢＣ分析（販管費）
「重点分析」とも呼ばれ、重要度別に管理する。
科目 金額

役員報酬 35,000
給与手当 90,000
賞与 25,000
法定福利費 19,000
福利厚生費 2,000
広告宣伝費 9,000
接待交際費 1,000
会議費 500
旅費交通費 1,900
通信費 6,500
消耗品費 7,600
修繕費 1,000
水道光熱費 3,700
新聞図書費 700
支払手数料 9,800
リース料 3,000
地代家賃 24,000
保険料 2,900
租税公課 5,000
寄附金 400
減価償却費 12,000
合計 260,000 重点管理 ある程度管理 管理効果が低い
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勘定科目は２：８でとらえる④

• ＡＢＣ分析の応用
– ①売上先のＡＢＣ分析

– ②仕入先のＡＢＣ分析

– ③在庫管理のＡＢＣ分析

• ＡＢＣ分析の目的

人間の「時間」は有限
会社の経営資源（ヒト・モノ・カネ）は有限

最も効果の大きいところに優先的に手を打つ
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経営者が見るべきポイント①

• 決算書（試算表）は、毎月見る。

① 毎月見るメリット

② 毎月見るために

1．変化に早く気付き、機会や問題の早期発見ができる。

2．早めに対策を打つことができる。

1．毎月見る日を決める（第二月曜日の午前中など）。

2．毎月会計処理をする。会計処理をする日を決める。
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経営者がみるべきポイント②

• 決算書（試算表）は前月と比べる。

– 「月次推移表」で毎月の推移見て、変化をとらえる。
※ほとんどの会計ソフトに月次推移表が備わっている。

売上増えた！
何があった？
何が効いた？

6月消耗品費が
激増！？
何が原因？

科目 前期５月 当期６月 当期7月
売上高 33,000 28,000 38,000
売上原価 10,000 8,200 12,200
売上総利益 23,000 19,800 25,800
役員報酬 2,900 2,900 2,900
給与手当 6,900 7,700 7,400
賞与 0 11,000 0
福利厚生費 160 200 220
旅費交通費 150 0 150
通信費 550 560 580
消耗品費 600 1,800 380
修繕費 320 1,100 150



© 2020 JAIRO 16

経営者がみるべきポイント③

• 決算書（試算表）は前年と比べる。

– 「前期比較」で前年との違い見て、変化をとらえる。
※ほとんどの会計ソフトに前期比較が備わっている。

売上増えた！
何があった？
何が効いた？

昨年より１人営業を
増やした結果か？
成果はどうか？

科目 前期7月 差額 当期7月
売上高 33,000 5,000 38,000
売上原価 10,000 2,200 12,200
売上総利益 23,000 2,800 25,800
役員報酬 2,900 0 2,900
給与手当 6,900 500 7,400
賞与 0 0 0
福利厚生費 160 60 220
旅費交通費 150 0 150
通信費 550 30 580
消耗品費 600 -220 380
修繕費 320 -170 150
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経営者が見るべきポイント④

• Ｐ/Ｌは「率」（構成比）を見る
科目 前期 （差額） 今期

売上高 385,000 15,000 400,000
売上原価 107,800 12,200 120,000
売上総利益 277,200 2,800 280,000
役員報酬 35,000 0 35,000
給与手当 86,000 4,000 90,000
賞与 20,000 5,000 25,000
法定福利費 16,000 3,000 19,000
福利厚生費 1,800 200 2,000
広告宣伝費 12,000 -3,000 9,000
租税公課 4,600 400 5,000
寄附金 300 100 400
減価償却費 14,000 -2,000 12,000
販管費合計 250,700 9,300 260,000
営業利益 26,500 -6,500 20,000

前期 構成比 （差額） 今期 構成比
385,000 100% 15,000 400,000 100%
107,800 28.0% 12,200 120,000 30.0%
277,200 72.0% 2,800 280,000 70.0%
35,000 9.1% 0 35,000 8.8%
86,000 22.3% 4,000 90,000 22.5%
20,000 5.2% 5,000 25,000 6.3%
16,000 4.2% 3,000 19,000 4.8%
1,800 0.5% 200 2,000 0.5%

12,000 3.1% -3,000 9,000 2.3%
4,600 1.2% 400 5,000 1.3%

300 0.1% 100 400 0.1%
14,000 3.6% -2,000 12,000 3.0%

250,700 65.1% 9,300 260,000 65.0%
26,500 6.9% -6,500 20,000 5.0%

原価率が２％も上昇！
結果として粗利率が２％ダウン。
原因をつかんで早急に手を打たないと
まずい。
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経営者が見るべきポイント⑤

• 減価償却費とは？

– 減価償却…固定資産の取得に要した支出を、その資産が
使用できる期間にわたって費用配分すること

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

車両 取得価額
240万円
法定耐用年数
６年

減価償却費
40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円

ＰＯＳレジ
100万円

５年

20万円 20万円 20万円 20万円 20万円 ０円

店舗
4,400万円

22年

200万
円

200万
円

200万
円

200万
円

200万
円

200万
円
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経営者が見るべきポイント⑤

• 減価償却費と返済可能額
– 以下の場合、いくらまで返済できるでしょうか？

勘定科目 金額
売上高 15,000
売上原価 4,500
売上総利益 10,500
役員報酬 5,000
法定福利費 800
地代家賃 1,800
減価償却費 1,000

税引前利益 1,000
法人税等 300
当期純利益 700

1.税引後利益
返済は経費に落ちない。
税引後の利益から返済する。

2.減価償却費
減価償却費は現金支出の伴わ
ない経費。

返済可能額と捉えるもの

返済可能額＝税引後利益+減価償却費
700 + 1,000
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融資を受けやすい決算書①

• 融資を受けやすい決算書の条件とは？

①

②

利益が出ていること
営業利益・経常利益がプラスなら商売がうまく回っていると判断。

【対策】
・営業外収入（雑収入）の中に「売上」として計上できるものがない
かチェックする。

・臨時的・偶発的な費用や損失は「特別損失」に計上する。
⇒営業利益、経常利益の数値が改善される。

きちんと作られた決算書であること
【対策】
・毎月きちんと経理処理をして、正しい決算書を作る。
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融資を受けやすい決算書とは②

• 融資を受けづらい決算書とは？
①２期以上連続で赤字であること
【対策】・黒字になるように経営改善の努力をする。

・節税のしすぎで赤字になることがないように注意する。

②

③

役員貸付金や仮払金が多すぎること
役員貸付金や仮払金は、私的流用や使途不明などと疑われる。

【対策】・役員貸付金や仮払金はなるべく早めに精算する。

売掛金や棚卸資産が不自然に多すぎること
売上の架空計上や不良債権の発生による資金繰りの悪化が疑われる。
商品在庫などの棚卸資産の増加は、粉飾決算や不良在庫が疑われる。

【対策】・売上の架空計上や架空在庫はご法度。
・不良債権や不良在庫は早めに損失処理する。
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融資を受けやすい決算書とは？

• 融資面談でのポイント

①

②

経営者が決算書や試算表の内容を明確に説明できる
【対策】
・毎月決算書（試算表）をチェックすることで、内容の理解が深まる。

過去～現在の状況と、未来の展望を語れる
【対策】
・決算書から今までの状況を把握し、これからどう事業を展開するか
考え、まとめる（事業計画を立てる）。
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まとめ

• 決算書のしくみ（Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌとは）
⇒Ｂ/Ｓは財政状態、Ｐ/Ｌは経営成績を表す。

• 勘定科目は２：８で見る
⇒金額の大部分を占める２割の科目に注目。

• 見るべきポイント
⇒毎月・比較して・金額だけでなく「率」も見る。

• 融資を受けやすい決算書
⇒融資をうけづらくなる要素をなくす。
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