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会 概観
会計について 私なりにまとめてみました

第1回１-1
会計概観図

会計について、私なりにまとめてみました
(学問的には諸説あります)

３制度会計 財務諸表分析 国際会計基準

今日は、基礎知識を学ぶ
財務諸表の見方は2回目以降に

財務会計
３制度会計

原価計算制度

財務諸表分析 国際会計基準

全部原価計算
3制度とは？
全部原価計算
標準原価計算制度は管理会計

会
計

予算制度

月次決算制度

中期計画 ゼロベース予算
(≠学校法人会計）

日次、週次決算 (≠4半期決算）

計
制
度

業績評価会計
責任会計制度

内部振替価格

事業部制、カンパニー制
A.B.B.のマトリックス組織

社内金利；企業内部でのやりとり

管理会計

直接原価計算

(B S C , A B C)

⇒損益分岐点(Break Even Point)

(Balanced Score  Card)
(Activity Based Costing)

今日は、後半で
基本問題による実践訓練

意思決定会計
特殊原価計算

損益分岐点

(短期)

付加価値(限界利益)、固定費

特殊原価計算とは？

投資決定論

損益分岐点 付加価値(限界利益)、固定費
固定費の変動費化

(長期) キャッシュフロー、年金原価
企業価値 資本コスト オプション理論



今日、身今日、身に着けてほしい考え方に着けてほしい考え方第1回3-1

右下の3つの考え方は、製造業のみで活用されるのではない

企業で判断の際に
頻繁に登場

特殊原価特殊原価 計算計算
（短期意思決定会計）（短期意思決定会計）

埋没原価って聞いたことは？
頻繁に登場

（短期意思決定会計）（短期意思決定会計）

では機会損失は？

基本を知らないと
間違えやすい

（ＢＥＰ）（ＢＥＰ）損益損益分岐点（ＢＥＰ）分岐点（ＢＥＰ）

固定費に注意！！
計算で売上高を出すだけでは
何の役にも立たない。

学校でほとんど訓練
されてこない 複利計算的発想複利計算的発想

年金原価等でも応用範囲は広い※以下のケースは講義用に作成したもので、
経営の評価等を目的とするものではありません。



今日、身今日、身に着けてほしい考え方に着けてほしい考え方
第1回3-2 第 回3

1 機会損失

Ａさんは、今日駅前に開店の家電量販店で、目玉商品
として人気ゲーム機が半額の8000円で売られている
のを新聞広告で見て、帰りに買おうと家を出た。新聞広告 見 帰り 買 う 家 出

２割引 会社での昼休み。同僚がまさにそのゲーム機で遊んでいる。
聞くと 隣のスーパーで、２割引の12800円で買ったという。
一刻も早く欲しかったので 飛んで行って買ってしまった刻も早く欲しかったので、飛んで行って買ってしまった。

質問：Aさんはいくら得をしたのか、あるいは損をしたのか

解答： 解解答：

機会損失の典型的な問題。是非解答のように考えてもらいたい。‥‥

解
説
!!

機会損失(Opportunity Loss) 機会損失(Opportunity Loss) 
機会損失（費用）は特殊原価の中でも も重要な事項である。ある案件を採用した
ために、他の代替案を採用していたら得られたであろう利益を失った金額を云う。



今日、身今日、身に着けてほしい考え方に着けてほしい考え方
第2回４- 2 第2回４ 2 

損益分岐点の基礎 単価(表)は恐ろしい

質問質問：：11個個99万円のコストのものを、万円のコストのものを、1010万円で売ったらいくら儲かるか万円で売ったらいくら儲かるか

答え：「１万円儲かる」は正しいですか答え：「１万円儲かる」は正しいですか 10万円で10個売った場合の
経済計算をしてみましょう

管理会計の損益計算書

経済計算をしてみましょう

財務会計の損益計算書ではマネジメントは難しい
売上高売上高 １００１００

売上原価売上原価

財務諸表の損益計算書(全部原価計算)
単位；万円

質問質問：：1111個売った場合は？個売った場合は？管理会計の損益計算書
(直接原価計算)

限界利益率60％と仮定=変動費比率40％

売上原価売上原価 ６０６０

売上総利益売上総利益 ４０４０

販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費 ３０３０

営業利益営業利益 １０１０

答え：答え：

質問質問：：1111個売った場合は？個売った場合は？

営業利益営業利益 １０１０

営業外収益営業外収益

営業外費用営業外費用

経常利益経常利益

質問質問：では、売り上げが２個減ったらどうなるか：では、売り上げが２個減ったらどうなるか

経常利益経常利益

特別利益特別利益

特別損失特別損失

税引き前当期純利益税引き前当期純利益

答え：答え：

税引き前当期純利益税引き前当期純利益

法人税など法人税など

当期純利益当期純利益
※「儲けるための会計」田中靖浩著 日本経済新聞社を参考に作成



財務諸表を読むための基礎知識(1)第2回４- 1

決算日( 時点)の

貸借対照表 (Ｂ/Ｓ Balance Sheet；ビー・エス)
と損益計算書(Ｐ/Ｌ Profit and Loss Statement；ピー・エル)

損益計算書が原因 貸借対照表が結果

(当期)
貸借対照表

決算日(一時点)の
財政状態(ストック)

損益計算書が原因、貸借対照表が結果
という考え方があるが疑問

※「経営が見える会計」田中靖浩日本経済新聞社

(前期)
貸借対照表

(当期)
損益計算書

期間損益期間損益
(フロー) 年間(本決算)

四半期 (第一)
(第二)
第

※中間報告書

※上記のように、日本は年間予想がしやすいと
いわれる累計方式である点に注意

(第三)



会計を理解する上で

変 難
特別版

少し(大変？)難しい3つの問題
• 年金問題；第2回の研修でも触れましたが Ａ新聞に特集が連載されま

特別版

• 年金問題；第2回の研修でも触れましたが、Ａ新聞に特集が連載されま
した。Ｂ社についても第3回で取り上げられています。皆さんは、今は
他人事かもしれませんが、この機会の会計面だけでなく、基本的な仕
組みも理解するチャンスだと思 て読んでください組みも理解するチャンスだと思って読んでください。

• 包括利益；これも研修で触れましたが、若干説明不足だと思います。
意外と早く日本の会計制度に導入されることに決定しました。その影
響は、企業経営をも変えるかもしれませんので充分理解してください。

上記資料は、Ａ新聞が素材です。Ａ新聞で充分に会計の先端が学べます

• 税効果会計と繰延税金資産の取り崩し；これは、研修でも触れていま
せんが、企業決算が悪くなると今後も必ず問題となる重要問題です。
しかし 会計(収益 費用 利益)と税(益金 損金 課税所得)との違いしかし、会計(収益－費用＝利益)と税(益金－損金＝課税所得)との違い、
そして税効果会計の理解が前提となり、今回の研修期間中にとても説
明しきれません。後のほうは、実際の東芝の前期決算の解説です。若
干私なり 修正してありますが 是非読みとおしてみてくださ干私なりに修正してありますが、是非読みとおしてみてください。



財務諸表分析へこれまでの基礎知識を踏まえ第3回
• 経営数値分析には、数値の絶対額自体を見る方法と比率に加工して比較す

る方法とがある。
※比率による方法がよく使われるが、少子化により市場が縮小するような時代には、

１- 1

比率による分析だけでは縮小均衡に陥り危険であり、絶対額をもっと重視すべき。

• また時系列で見る方法(トレンド分析)と断面を切って、企業間、産業間、
国別等の相対的な位置付けを見る方法(比較分析)があるが、両者を組み合
わせてみることも可能であるわせてみることも可能である。

• 企業の財務比率は100前後あるが、実際は10いくつしか使われず他の財務
比率は主要指数の逆数、それから誘導できるもの、いくつかの組み合わせ
であったりして 実際には同義のものが多いようであるであったりして、実際には同義のものが多いようである
したがって、まずは大きくつかんでから細部に入っていくべきである

• 財務データは過去データである。したがって、今日現在の状況すら表して
はいないことを十分に認識しておく必要があるはいないことを十分に認識しておく必要がある。

• 業績予測データは、未来の予測である。したがって、過去の事実である財
務データ分析とは全く性質の異なるものであると認識すべき。株式市場等
はこれに も関心を示すが 市場・自社の対応能力の予知能力を示すととはこれに も関心を示すが、市場・自社の対応能力の予知能力を示すとと
もに、会社の性格をも表す

• 決算数値情報だけでなく、非定形＆非数値情報が重要であることは言うま
でもない。数値分析結果に疑問を感じたら非数値情報に当たるべきであるでもない。数値分析結果に疑問を感じたら非数値情報に当たるべきである
ただ、決算数値情報以上に真偽の見分けが難しいことは心得ておくべき



セグメント情報を利用した記事第3回
１ 3

上場企業のアジア売上高 ４～９月 米を抜く 全利益の４６％に
2009年12月15日付け日経ネットは、日本経済の構図が変わってきたことを示
すデータを報告している。

１- 3

すデ タを報告 て る。
『日本の上場企業の収益回復をアジア地域がけん引する構図が鮮明になってき
た。主要グローバル企業の地域別収益を分析したところ、2009年４～９月期
（上期）のアジアの売上高は初めて米州を上回った。収益性でもアジアは連結
営業利益の46％を占め、日本の29％を上回る。日米欧の景気低迷が長期化する
中、成長性の高いアジアへの収益依存度は一段と高まりそうだ。』
日本経済新聞社が３月期決算企業（金融、新興３市場を除く）のうち連結の地
域別収益を開示し、01年３月期から比較可能な430社を半期ベースで集計した。
今上期のアジア（オセアニアを含む）の売上高は16.2兆円と09年３月期の下期
（直前下期）に比べ２％減少。これに対して米州は７％減の15.8兆円となり、
アジアが米州を半期ベ で初めて上回 たアジアが米州を半期ベースで初めて上回った。

有価証券報告書、決算短信のセグメント情報;
①事業別セグメントと②所在地別セグメント(在外子会社の売上が１０％以上) ③海外売上①事業別セグメントと②所在地別セグメント(在外子会社の売上が１０％以上)、③海外売上
高(顧客側からみて10%以上を開示、10%以下の場合は「その他」で括られることがある)、
そして④１社で１０％を超える主要顧客が開示される。
例えば、Ｃ社の０９年３月期の有価証券報告書では、所在地別、海外売上高は、１０％以下例 年 期 報告書 別 高
なので省略。１０％を超える主要顧客とＤ社)２８．５％、Ｅ社１１．２％が開示されてい
る。



キャッシュフローの比較第3回２- 6

(単位：億円)

07年3 月期 08年3月期 09年3月 期 3年計 07年1月期 08年1月期 09年1月期 3年計

Ｂ社 Ｆ社

売上高 16184 17093 16910          15962  15978 15142

07年3 月期 08年3月期 09年3月 期 3年計 07年1月期 08年1月期 09年1月期 3年計

営業利益 857   891    736 2484 1116   1097    739   2952

営業ＣＦ 1361  △157 1098  2302 770 △1753    370  △613

３年間１度も営業利益を

投資ＣＦ △1721 △1233 △1997 △4951   △132  △599  △464 △1195

上回っていない

財務ＣＦ 143  1358 965 2466     706    659    736   2101



期初の決算予想とその後の修正第3回２- 8

(単位：億円)
Ｂ社 Ｆ社

09年3 月期 010年3月期 09年1月期 10年1月期
実績 当初予想 修正予想 実績 当初予想 修正予想実績 当初予想 修正予想 実績 当初予想 修正予想

営業利益 736 450 620 739 390 215

売上高 16910 15650 15700 15142 14600 13800

経常利益 399 450 565 771 385 210

営業利益 736 450 620 739    390   215

営業利益率 4.4% 2.9% 3.9% 4.9%            2.7%       1.6%

経常利益 399 450 565 771 385   210

当期純利益 42 210 240 115 190    60

増額修正 減額修正

両社とも１２００~１３００億円の減収だが、利益は大違い
Ｆ社は利益率の高いＧ事業が赤字に⇒不安が現実に？

企業の将来を見るには中期計画にも注目；特にＨ社の中期計画は見て欲しい



「くめ納豆」は、なぜ潰れたか ？付録

「くめ納豆」って知っていますか

「くめ納豆」は、なぜ潰れたか ？付録

く 納 知 す
⇒知らなければ、インターネットで調べてください
納豆ダイエットへの対処、プライベイト・ブランド

取り組み方等大変興味深 も です

これを考えるには第一回で学んだ損益分岐点の
考え方が大変に役に立ちます

への取り組み方等大変興味深いものです

考え方が大変に役に立ちます

是非、自分自身で考えてみてください

トライをした方は
是非、下記にメールを下さい。必ず、意見を添え返信します。


