
 

 
 

 1.会計とは 

 
 
 
 本章では経理・財務の業務知識を解説する前段階として，企業における会計の役割・

目的を明らかにするとともに，そのためには複式簿記が必要であることや，仕訳から

決算までの経理・財務の大きな業務の流れを解説します。また，最後にコンピュータ

システムとしての会計システムの役割・概略を，その歴史や現状多くのシステムが抱

えている問題点などを通して解説します。 
 

1.1 企業における会計の役割 

 企業は，購入・生産・販売などの活動を通じて，最終的には利益を獲得することを

目的としています。そして，企業の経営者は効率的な経営を行うため，いくら儲かっ

ているのか，いくら損しているのかといった経営の成績や，どのくらい資金や設備を

持っていて，どれくらい借金があるのかといった財政状態を正確に把握する必要があ

ります。これは個人商店も大企業もすべて同じであり，また今も昔も基本的には変わっ

ていません。ですから，中世のベニスの商人でも江戸時代の商人でも，記録の方法は

異なりますが，それぞれ帳簿をつけて自らの経済活動を測定・記録・評価していまし

た。このように，企業における購入，生産，販売などの経済活動を貨幣金額で測定・

記録・評価し，意思決定を行うのに有効な情報を提供する仕組みを「企業会計」とい

います。こうした点では，会計は一般家庭における家計簿と本質的には全く同じであ

るといえます。このようにして，企業会計は当初，企業内部の経営者に経営管理のた

めの情報を提供する「管理会計(内部報告会計)」として生まれました。 
 ところが，19 世紀前半のイギリスで起こった産業革命が会計の世界にも非常に大き

な変革をもたらしました。産業革命は機械による大量生産を可能にし，人々の暮しを

飛躍的に豊かにし，経済社会を大きく変えるものでした。しかし，機械による大量生

産をするためには工場や機械設備の購入，従業員の給与の確保など多額の資本を必要
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とします。そこで，こういった多額の資本調達に株式会社制度が利用されました。株

式会社制度は多数の投資家から多額の資金を調達するのに非常に適した制度であり，

これによって多くの会社が設立されました。 
 しかし一方で，十分な計画もなく会社を設立し，資金を集めるだけ集めておいて詐

欺同然に会社を倒産させる例が後を絶ちませんでした。このままでは株式会社制度自

体が信頼できないものとなり，株式による投資を行う人間が少なくなってしまいます。

そうなると資金の有効活用が行われず最終的には経済が停滞してしまうので，なんと

かして詐欺的な会社の設立・倒産から投資家を保護することが必要になりました。そ

こで，投資家が客観的かつ公平に会社を評価する手段として会計が選ばれました。会

社の業績・財政状態，つまり投資した資金の運用報告を会社に公表させ，資金提供者

である投資家に投資のための判断材料を提供するようにしたのです。 
 当然，この報告をそれぞれの会社が独自の方法で行っていたのでは，投資家が投資

の判断をすることはできません。同じ経済事象であれば同じ会計処理がなされ，同じ

形で報告される必要があります。したがって，その会計処理・報告方法が一定のルー

ルに従うようイギリスの会社法に定められました。また，さらにこの報告が嘘偽りの

ないものであるという信頼性を確保するために，第三者によって監査を行うようにも

義務付けられました。このように，企業の内部に対する報告ではなく，企業の外部に

対する報告を目的とする会計を「財務会計(外部報告会計)」といいます。現代では，

財務会計は投資家のみならず，債権者，取引先といった会社外の利害関係者すべてに

対して会社の業績・財政状況を報告するものとなっています(図 1.1)。 
 今日，日本では商法・証券取引法によって財務会計の会計処理や報告形式が定めら

れています。商法は主として株主への受託責任・債権者保護を目的としており，すべ

ての企業が対象です。証券取引法は一般投資家保護を目的としており，証券取引所に

関係している会社，つまり株式上場会社に適用されます。また，直接的に財務会計を

規定しているわけではありませんが，税法も財務会計に大きな影響を与えています。

税法は，商法や証券取引法のように債権者や投資家のために会計情報の公開を義務付

けているわけではないのですが，法人税(一種の所得税)として会社の利益に応じた税

金を支払うように定めています。この利益は，ほかならぬ財務会計によって計算され

るので結局財務会計を拘束している形になります。 
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1.1 企業における会計の役割 

 

投資家

資金

財務諸表

報告の
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監査の

義務
報告方法
義務

資金運用結果報告

 

会社

図 1.1 財務会計の誕生 

 
 これらの法令の内容は常に同じというわけではありません。時代の変化により企業

に対する要請も変わりますから，それに合わせて法令も変わります。現在の財務会計

は，これらの法令の改変とともに内容が次第に精緻化され，その結果複雑多岐にわた

る処理をしなければならなくなっています。このように，法令によって規定される会

計を「制度会計」といいます。財務会計と制度会計は非常に近い関係にありますが，

厳密には全く同一のものではありません。株主重要視などの観点から，法律に定めら

れていない会計情報でも企業が積極的に公表する場合があります。こういった場合は

管理会計ではなく財務会計に分類されますが，制度会計ではありません(図 1.2)。 
 ここで，会計はこれらの情報を報告するという役割のために，もう 1 つ大きな役割

を担うことになります。それは不正の防止(内部統制)です。会計で扱う情報は量が膨

大で多くの人が関わりを持つため誤りが発生しやすく，さらにお金に絡むデータです

から恣意的になったり不正を招いたりします。例えば，社員が私用の経費を会社に請

求したり，業者と結託して必要以上に高い金額で物品を購入したりする場合が考えら

れます。また，販売担当者が売上のノルマを達成しようと，4 月に出荷したものを 3
月の売上に計上するといったこともありえます。 
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会計

証券取引法

管理会計
(内部報告)

 

財務会計
(外部報告)

制度会計

商法

税法

図 1.2 会計の分類 

 
 このようなことが起こっていては正確な会計情報を得ることはできません。そこで

会計では，このような行動を未然に防ぎ，会計処理の客観性と信頼性を保つため，内

部統制の仕組みが組み込まれています。具体的には，経費であれば必ず本人以外に担

当の上司の承認を必要とするとか，購買であれば発注担当と支払担当を分けるといっ

た仕組みです。そしてこのため，会計処理には事実の発生を裏付ける証拠として，社

外とのやり取りでは領収書や納品書など(これを証憑といいます)，社内でのやり取り

では伝票が必要となります。コンピュータ化が進んで証憑や伝票の媒体が紙から電子

データに変わってもその証拠機能としては変わりません。このような内部統制の仕組

みは厳しくしすぎると業務の効率化を阻害する側面がありますが，かといって全くし

ないと大きな事故につながりかねません。事柄の軽重を考慮して適切な内部統制の仕

組みを組み込むことが必要になります(図 1.3)。 
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1.1 企業における会計の役割 

 

正しい情報の収
（内
集と不正の防止を図る
部統制）

効率的な経営
を行うための
情報を提供する
（管理会計）

 

会社の経営状態を
外部に報告する
（財務会計）

図 1.3 会計の役割 

 
 このように，会計はルールや制約の占める割合が多く，この点が他の業務に比べて

窮屈で形式ばったものとして敬遠される理由と思われます。実際，営業部門や製造部

門の人の中には，会計といえば伝票のチェックや細かい数字データの集計だけで，後

ろ向きの何も生まない仕事だと思っている人も少なくありません。しかし，これは会

計のある一面しか捉えていない誤った見方であると言わざるをえません。 
 会計情報というものは，企業のあらゆる活動が集約された，経営管理において最も

重要な情報です。そして実際の実務においては，細かい数字データを正確に積み重ね

なければ意思決定に役立つデータを得ることはできないのです。現実に，倒産をする

会社は会計が弱い会社であることが多いと言われています。これは，自分の健康診断

ができず，病気になっているのにも気づかず無理をして走り続けて倒れてしまうのと

同じです。健康診断を不正確な方法で行っていては病気を見つけることはできません。

また，これまで日本では株主が軽視されてきましたが，近年の金融機関の業績悪化，

金融市場のグローバル化などにより直接金融が中心となり，株主重視の経営が重要視

されてくるようになりました。そのため企業は，自らの経営内容を的確に開示する必

要があります。このような情勢からも，会計の占める重要性は今後も大きくなってい

くでしょう。 
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1.2 財務諸表と仕訳 

 財務会計では，会社の財政状態と経営成績を貸借対照表と損益計算書として報告す

るように定められています。これらを合わせて財務諸表というのですが，この財務諸

表は複式簿記によって作られます。ここでは，財務諸表というものはどのようなもの

か，なぜ複式簿記による財務諸表が必要なのかを説明します。なお，2000 年 4 月期

から，もう 1 つの財務諸表としてキャッシュ・フロー計算書を作成するようになりま

したが，これについては 3 章で説明します。 
 
1.2.1 家計簿式では会社の会計記録として不十分 

 まず，一番簡単な帳簿である，家計簿またはこづかい帳の形で会社の会計を行って

みましょう。家計簿式では，現金や預金の出納を収入と支出に分けて記録します。 
 

日付 摘要 収入

1/1 繰越

1/5 食費

1/6 光熱費

1/7 書籍

1/9 交際費

1/11 衣服

1/15 給料 300,000

1/15 家賃

1/15 外食

1/16 貯金

1/19 電話代

1/20 食費

合計 300,000 260,800

家計簿

 

支出 残高

150,000

12,000 138,000

8,000 130,000

12,000 118,000

20,000 98,000

30,000 68,000

368,000

120,000 248,000

8,000 240,000

30,000 210,000

9,800 200,200

11,000 189,200

図 1.4 家計簿の例 
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1.6 会計システムについて 

 図 1.4 の場合，収入の合計は¥300,000，支出の合計は¥260,800 で¥39,200 の収入

超過，つまり黒字ということになります。一見，これだけでも十分な気がしますが，

このような現金や預金の出納だけで会計記録をつけていくと，どうしても情報が足り

なくなってしまいます。例えば，200 万円の車を購入したとしましょう。この場合，

家計簿上の支出は 200 万円ですが，ではこの家庭は 200 万円の損をしているというこ

とになるのでしょうか？ 確かに 200 万円の現金はなくなっていますが，その代わり

200 万円の価値のある車を財産として所有することになります。また，逆に 300 万円

の借金をしたとしましょう。家計簿上は現金が 300 万円増えたので 300 万円の収入と

いうことになりますが，もちろん 300 万円を儲けたわけではありません。代わりに 300
万円の借金を背負っています。 
 このように，どのような財産または借金があるのかを無視して，現金が出入りした

部分だけを見て黒字だ赤字だといっても，その会社の状況は分かりません。帳簿上は

黒字でも，実は借金だらけということもありえます。また，現金や預金の出納を伴わ

ない経済活動というのもあります。 
 企業間の商品売買に対する入金や支払は取引量が多いため，取引のつど毎回代金を

支払うのではなく，いわゆるツケとして一定期間置いておき，あとでまとめて支払う

という形を取るのが一般的です。つまり，ある時点をとってみると，モノを販売した，

つまり売上は上がったけれども現金の収入はないという状態になります。現金や預金

の出納だけを記録していたのでは，こういった情報は抜け落ちてしまい，売上の総額

を正確に把握することができません。売上が分からなければ利益も分かりません。 
 このように，家計簿式の帳簿だけでは企業の活動状況をすべて表現することはでき

ず，このほかに財産目録や売上記録などを別途帳簿とは独立した形で記録する必要が

あります。もちろん，零細な企業であればこうした事柄を家計簿式の帳簿のほかにメ

モ帳に付けていれば分かるかもしれませんが，企業の規模が大きくなってくるとこれ

は不可能です。つまり，家計簿のように現金や預金といった特定の財産の増減という

一面だけをとらえて記録を行う方法は，営利企業の会計記録には不向きなのです。そ

こで，複式簿記による会計記録が必要になってくるのです。 
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1.2.2 貸借対照表と損益計算書 

 経済活動を記録する際には，ストックとフローという考え方が適用されます。先ほ

どの家計簿は，ある時点で現金がいくらあって，それがある一定期間に様々な要因に

より流出・流入し，そして最終的に残高がいくらになったかを記録したものです。こ

のときは，現金の残高がストック，流出・流入がフローとなります。ところが，現金

の残高と増減だけでは不十分なことが分かりました。そこで，一体何に対する残高と

増減を記録すればよいのでしょうか？ それは，企業が所有している財産すべてとい

うことになります。財産には貨幣や預金，土地といったプラスの財産だけではなく，

借金のようにマイナスの財産もあります。これらのすべてを記録してはじめて企業の

財政状態が把握できるのです。プラスの財産には現金や預金，債権，土地，建物，機

械，車，特許権，証券など様々あり，会計用語でこれを「資産」と呼びます。一方，

マイナスの財産には，銀行など金融機関からの借入金やローンのほかにも，未払いと

なっている代金などもあり，これらを「負債」と呼びます。 
 さて，ここでこの資産と負債という財産の本質についてもう少し掘り下げて考えて

みます。資産は企業が所有する財産ですが，これは何もないところから生まれるわけ

ではありません。この資産を保有するには資金が必要ですが，それはどのように調達

されたのでしょうか。その 1 つは負債です。分かりやすいところでは，借金をして現

金を手に入れたり，ローンで車を購入したりする場合ですが，商品を購入してその代

金が未払いといった場合も含まれます。 
 そして，負債のほかにもう 1 つ資産の調達元があります。それは，会社を設立する

ときや増資をしたときに株主が出資した資金です。そのほかにも，例えば 30 万円で

購入した商品を 50 万円で販売したときに生まれる 20 万円の利益も資産の調達元にな

りますが，この利益は会社の所有者である株主のものであり，株主が利益を配当とし

て受け取らずにそのまま追加で出資しているということになります。このように株主

が出資している資金を「資本」といいます。別の言葉では純財産とか純資産というよ

うにも呼びます。つまり，プラスの財産からマイナスの財産を引いた金額で，会社と

しては返済する必要のない，本当に会社(株主)が持っている財産といえます。 
 このように，会社に関わる資金(財産)について，ただ残高がいくらあるのかという

情報だけでなく，どのようにして資金を調達したのか(負債と資本)，そしてその資金

をどのように運用しているのか(資産)，という解釈を加えて資産・負債・資本の残高

を同時に表したものが「貸借対照表」です(図 1.5)。 

 22
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資産

現金
預金

未入金の代金
債権
土地
建物

器具備品
有価証券

etc.

負債

借入金
未払いの代金

etc.

資本

株主の出資金

利益

借方 貸方

資金の
運用形態

（ブロックの高さは金額を表す）  

資金の
調達源泉

図 1.5 貸借対照表 

 
 貸借対照表では， 
 
  資産－負債＝資本 
 
という式が常に成り立つので，これを表現するために資産の金額を左側に，負債と資

本の金額を右側に並べて記載します。すると，左側の資産金額の合計と右側の負債金

額と資本金額の合計が一致します。会計では左側を借方，右側を貸方と呼び，これを

左右対称に表示するので貸借対照表というわけです。英語では Balance Sheet という

名前で，よく B/S と略されます。この略語は日本の会社でも頻繁に使用されますので

覚えておいてください。 
 なお，貸借の意味と左右の配置については，お金を貸している側を借方といい，お

金を借りている側を貸方というので最初のうちは非常に混乱するのですが，これは昔

帳簿の左側に当方にお金を借りていた人の名前を，右側にお金を貸していた人の名前

を記載していたのが由来です。つまり，この借方・貸方は当方から借りている，当方

に貸している，という意味なのです。貸借の左右の覚える有名な方法としては，右利

きの人のキャッチボールになぞらえてボールという資産をキャッチする，つまり資産
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が増える方を左，投げる，つまり資産が減る方を右という覚え方があります。 
 貸借対照表に記載する項目は，すべてある時点の残高であり，ストックにあたりま

す。この残高の情報から，会社が現時点でどのような状態にあるのかは分かるのです

が，どのような活動によってこうなったのかが分かりません。つまり，ある期間に利

益が 100 万円生まれたとしても，その利益がどのように生まれたのか，900 万円使っ

て 1,000 万円稼いだのか，9,900 万円使って 1 億円稼いだのかは分かりません。これ

を把握するには，ストックに対してフローの情報が必要になります。フローですから，

ある時点の残高を表すものではなく，一定期間の流入・流出もしくは増加・減少を表

します。フローの結果が利益または損失，つまり損益ですから，このフローの情報を

表したものを損益計算書といいます。これも英語名の Profit and Loss Statement を
略して P/L と呼ばれます。貸借対照表はある時点の財政状態を表し，損益計算書はあ

る期間の経営成績を表します(図 1.6)。 
 

資産

負債

資本

費用 収益

利益

期首貸借対照表
（財政状態）

一定期間の

損益計算書
（経営成績

期間内の資金
減少（流出）分

 

資産

負債

期首
資本

期末貸借対照表
（財政状態）

利益

経過

）

期間内の資金
増加（流入）分

図 1.6 貸借対照表と損益計算書 

 
 損益計算書は，その名のごとく利益または損失を計算するものです。というのも，

利益または損失というものはそれに対応する具体的なものがあるわけではなく，次の

計算式によって導かれるものだからです。 
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1.6 会計システムについて 

  損益＝収益－費用 
 
 収益とは日常生活で言う収入とほぼ同じもので，売上や手数料収入，家賃や利息に

よる収入などがあります。一方，費用は収益を上げるためにかかった費用のことで，

販売した商品の仕入額にあたる売上原価や給料，広告費などです。 
 
(1) 貸借対照表について 

 貸借対照表についてさらに詳しく見てみますと，貸借対照表では資産を流動資産と

固定資産に，負債を流動負債と固定負債に分類します。また，資本については大きく

資本金と当期純利益に分類します(資本については，本当はもう少し別の分類をするの

ですが，ここでは話を簡単にするため 2 つだけとします)(図 1.7)。 
 

(資産の部)
Ⅰ流動資産
    ××× xxx,xxx,xxx
    ××× xxx,xxx,xxx
    ××× xxx,xxx,xxx

Ⅱ固定資産
    ××× xxx,xxx,xxx
    ××× xxx,xxx,xxx
    ××× xxx,xxx,xxx

           資産合計 xxx,xxx,xxx

(負債
Ⅰ流動
    ××
    ××
Ⅱ固定
    ××
    ××
           

(資本
Ⅰ資本
Ⅱ当期
           

   負債

貸借対照表
平成○年○月○日

 

の部)
負債
× xxx,xxx,xxx
× xxx,xxx,xxx
負債
× xxx,xxx,xxx
× xxx,xxx,xxx
負債合計 xxx,xxx,xxx

の部)
金 xxx,xxx,xxx
利益 xxx,xxx,xxx
資本合計 xxx,xxx,xxx

資本合計 xxx,xxx,xxx

図 1.7 貸借対照表の様式(勘定式) 

 
 資産と負債の流動・固定というのは，ワン・イヤー・ルールによって分類されます。

これは，今後 1 年以内に資金の流出入を伴うものは流動，1 年を超えて後に流出入を

伴うものを固定とします。例えば資産で言えば，現金や預金，近い将来に入金の対象

となる未入金の代金，商品などが流動資産となり，土地や建物，特許権などが固定資

産となります。一方負債では，未払いの代金や短期の借入金が流動負債となり，長期
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1. 会計とは 

の借入金や社債などが固定負債となります。このように資産と負債を固定と流動に分

類するのは会社の安全性を把握しやすくするためです。 
 例えば，資産が負債に比べてずっと多ければ一見安全な会社に見えます。ところが，

その中身を見て流動資産に比べて流動負債が多い場合には，その会社は 1 年以内に返

済しなければならないお金を 1 年以内に用意することができないということになり，

固定資産を売却するなどのなんらかの対応を取る必要があることが分かります。また

一方で，固定資産については投下した資金が長期間固定されますから，そのための資

金は自己資本でまかなうのが最善です。自己資本でまかない切れない場合でも，少な

くとも自己資本と固定負債でまかなえなければなりません。そうしないと，常に資金

を借り続けなければならない自転車操業の状態になってしまうからです。このような

把握を容易にするため資産と負債は流動と固定に分類されるのです。また資本につい

ては，株主からの出資による資本金と会社が当期の経営活動で得た当期利益に分類し

ます。 
 
(2) 損益計算書について 

 損益計算書は，最終の利益である当期純利益がどのようなプロセスで生み出された

かを表す説明書です。したがって，トータルの収益からトータルの費用を差し引いて

最終利益を算出するのではなく，経済活動の区分ごとに中間過程の損益を算出しなが

ら最終利益に至ります(図 1.8)。 
 損益計算書では，会社の活動の最も基本的な利益としてまず売上総利益を計算しま

す。これは，商品の売上からその原価を差し引いたもので別名で粗利ともいいます。

原価とは購入した商品であればその仕入値ですし，製造した製品であればその製造に

使用した費用，つまり原材料費や燃料費，製造要員の人件費などの合計額です。売上

総利益は，企業の商品の競争力を表しています。通常，企業の利益の源泉はこの売上

総利益で，ここから企業を運営する様々な費用を支払います。 
 次に家賃や給与，交通費や消耗品の購入など，販売や一般的な管理などのために使

用した費用を販売費および一般管理費として売上利益から差し引き，営業利益を算出

します。この営業利益は企業が本業でどのくらい儲けているのかを表します。 
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1.6 会計システムについて 

 

Ⅰ売上高
Ⅱ売上原価

売上総利益

Ⅲ販売費及び一般管理費
営業利益

Ⅳ営業外収益
Ⅴ営業外費用

経常利益

Ⅵ特別利益
Ⅶ特別損失

税引前当期利益
法人税及び住民
当期利益

損益計算書
自  平成○年○月○日      

 

xxx,xxx,xxx
     －） xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx

     －） xxx,xxx,xxx
xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx
     －） xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx
     －） xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx
税     －） xxx,xxx,xxx

xxx,xxx,xxx

至  平成○年○月○日

図 1.8 損益計算書の様式(報告式) 

 
 そして利息や配当金などの財務活動，平たく言えば財テクを中心とした本業以外で

通常発生する収益・費用を営業外収益・営業外費用として，営業利益にプラス・マイ

ナスして経常利益を算出します。経常利益は，企業が継続的に行っている企業活動に

おける利益で，会社の総合的な業績を表しているといえます。 
 特別利益・特別損失は当期にだけ発生する特別な損益で，土地や建物を売却したり，

災害などによるものです。経常利益に特別利益・特別損失をプラス・マイナスして税

引前当期利益を計算します。税引前当期利益から法人税や住民税を差し引いた額が当

期利益として貸借対照表の当期利益と一致します。 
 なお，損益計算書も貸借対照表と同じように借方に費用，貸方に収益として表示す

る形式もありますが，図 1.8 のように上から順に並べていく形式が一般的です。貸借

を左右に並べる形式を勘定式といい，上から順に並べる形式を報告式といいます。 
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