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経理や決算、税金の計算は、会社を設立した以上避けては通れないもの。

何から初めていいかもわからないという方は、まずはその全体像を掴み

ましょう。

このガイドでは初めて経理や決算を行うという方を対象に、その入門と

なる知識をご紹介します。経理や決算にどんな作業が必要で、税金とは

具体的に何を指すのか。このガイドでスムーズに経理業務をスタートし

ていただければ幸いです。
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法人経理とはそもそも何？

　これから起業や開業をする方や、
経理を担当する方にとって、経理
は「わかるようでよくわからない
もの」ではないかと思います。
今回はその経理の概要を紹介し、
経理の目的をご理解いただければ
と思います。

経理の目的とは？
　経理について勉強しようと思うと、どうしても「処理はどうするのか？」
「会計ソフトの使い方を覚えなくては」と、細かい部分が気になります。
しかし、最初に把握しておくべきなのは「何のために経理が必要なのか？」
ということです。

経理の目的は以下の 2つです。

1. 会社の業績 (会社が儲かってるのか、損をしているのか )を把握すること。
2. 財政状態を把握すること

1. の「業績／儲け」とは、すなわち利益のことです。会社は利益を出すために
色々な活動を行っているため、この数字の重要性は誰もが理解しているでしょ
う。
会社がどれだけの利益を獲得しているのかは、その会社の実力を測る上でとて
も大切な情報です。

1

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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はじめての経理・決算・税金入門ガイド

利益の数字は、シンプルに「売上－費用」で計算できます。

次に「財政状態」。1. と似ていますが、少しことなります。1. は、「どれだけの
利益が出ているか」であり、財政状態とは、「今、どんな持ち物をいくら保有し
ているのか？」ということになります。
　
なぜ、財政状態を知る必要があるのでしょうか。会社の業績（儲かっているのか、
損をしているのか）だけわかればいいのでは、と思ってしまいませんか？

この財政状態を知ることは、経理にとってとても重要なことです。
あなたは、お金を貸し付ける金融機関の担当者だと仮定します。今、1,000万円
の貸付先を探している状態です。そこでA社とB社が候補にあがりました。

 A社の売上高は5億円。銀行に預金が1億円あります。一方B社は、売上は5
億円とA社と同じですが、預金は500万円しかありません。
当然あなたは、預金残高の多いA社に貸付をしたいと思いますよね。

これが、「今、どんな持ち物をいくら保有しているのか」を、把握しておく、
会計の重要性なのです。売上と利益だけでは、その会社の状態を把握すること
はできないのです。

売り上げ 預金

B社

A社 ５億 1億

５億 500万

A社はB社より
20倍の資金あり
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はじめての経理・決算・税金入門ガイド

普段はどんなことをするのか？
　最終的な目標は確認できました。その上で、経理の日常的な仕事のイメージ
をつかんでいきましょう。経理の仕事は、基本的には2つです。

① 支払、振込、入金確認など、お金のやりとりを実行する
② お金のやりとりを記録する（会計ソフトに入力する）

改めてまとめると、経理処理がなぜ大切なのかというと「会社の業績と持ち物
をしっかりとチェックするため」です。これらの情報は、その会社に関わる様々
な人にとって重要な判断材料として活用されます。

日常的な経理処理をしっかりと行うことは、会社経営の基本中の基本と言えま
す。

経理の仕事には、以下のようなものがあります。
•　売上：請求書発行、入金確認
•　支払：支払予定表の作成、振込
•　社内事務：経費精算、月次の報告書作成
日々のお金に関する事務は業種によってことなりますが、おおよそこういった
ものではないでしょうか？

① お金のやりとりの実行をする

日々の業務をすることに加えて、会計ソフトへの入力も大切です。 
•　Aさんに商品を10,000円で販売した
•　B社から商品を3,000円で仕入れた
•　大家のCさんに事務所の家賃10万円を支払った
•　B社に月末、商品代の3,000円を振り込んだ

② お金のやりとりを記録する
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はじめての経理・決算・税金入門ガイド

例えば上記のような業務をした際には、きちんと会計ソフトに記録することが
必要です。
会計ソフトに入力する目的としては、以下があげられます。

•　決算書類の作成

•　税金の申告

•　月々の収支を把握する

年度末までに入れられればいいや、という方もいらっしゃいますが、現在の状

況やこれからの見通しを立てるためには、できるだけ毎日データを入力する必

要があります。

また、法人の場合は、決算書類は「複式簿記」の形式で作成する必要があります。

複式簿記を正しく使いこなすためには、以前は一定の検定試験などを通じて勉

強し、体系だった知識として学ぶ必要がありました。

近年では知識のない人でも使いこなせるクラウド会計ソフトも登場しています。

より事業に注力するために、こういったツールを導入することも、経営者や経

理担当に必要とされています。

クラウド会計ソフト freee
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2 法人経理の年間カレンダー

はじめての経理・決算・税金入門ガイド

　今回はもっとも一般的と思われる4月～3月を事業年度（3月決算法人）として

一年間の動きを追ってみましょう。

　12月決算企業の経理作業スケジュール　３月決算企業の経理作業スケジュール
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4 月   ： 決算作業   
5 月   ： 法人税・消費税等申告および納税　株主総会  
6 月   ： 労働保険の手続   
7 月   ： 源泉所得税、納期の特例採用時に納税  社会保険の算定 基礎提出 
8 月      
9 月     
10 月     
11 月 ： 法人税・消費税等予定申告および納税　年末調整準備開始 
12 月 ： 年末調整     
1 月   ： 法定調書および給与支払報告書の提出  償却資産  税申告源泉所得 
            税、納期の特例採用時に納税
2月     
3 月   ： 決算準備     
  

1月   ： 決算作業　法定調書および給与支払報告書の提出　償却資産税申    
              告　源泉所得税、納期の特例採用時に納税  
2 月   ： 法人税・消費税等の申告および納税　株主総会  
3 月　　  
4 月
5月      
6 月   ： 労働保険の手続    
7 月   ： 源泉所得税、納期の特例採用時に納税　社会保険の算定基礎提出 
8月   ：  法人税・消費税等の予定申告および納税
9月　   
10 月 　  
11月 ：  年末調整準備開始    
12 月 ： 決算準備、年末調整    
  

５月に行う決算作業（申告・納税・株主総会）等に向けて準備をします。

決算書、法人税等申告書の作成および納税を行います。  
決算書等の作成は株主総会を経て確定した決算を基に作成する必要があり
ます。

決算書、法人税等申告書の作成および納税を行います。  
決算書等の作成は株主総会を経て確定した決算を基に作成する必要があり
ます。

前年度の申告時に利益があり、法人税等が発生していた場合  
８月中に前年分実績の半額分、予定納税をする必要があります。

労働保険（労災保険と雇用保険）の保険料を７月１０日までに計算し、支
払います。      
 

労働保険（労災保険と雇用保険）の保険料を７月１０日までに計算し、支
払います。

前年度の申告時に利益があり、法人税等が発生していた場合１１月中に前
年分実績の半額分、予定納税をする必要があります。

年度末ということで、棚卸作業など決算に必要な作業を行います。

年末調整の作業を行います。    
雇用している社員さんの給与に対する年間税額を計算します。 

２月に行う決算作業（申告・納税・株主総会）等に向けて準備をします。 
給与や不動産賃料、各種謝金等に関する情報をまとめた法定調書を税務署
に提出します。     
また全社員に関する給与情報をまとめた給与支払報告書を社員が住む市町
村に提出します。     
保有する減価償却資産に関する償却資産申告書を市町村に提出します。

源泉所得税の納期の特例を採用時、納税が発生します。  
常時雇用している社員数が１０人未満の場合、半年に一度の納税にまとめ
ることができます。     

年度末ということで、棚卸作業など決算に必要な作業を行います。  
年末調整の作業を行います。    
雇用している社員さんの給与に対する年間税額を計算します。

※源泉所得税について     
常時雇用している社員が１０人以上の場合、給与に対する源泉所得税の納税は毎月必要です。  
※固定資産税について     
建物や土地といった不動産を所有している場合、４回に分けて固定資産税を納税します。納期は市町村により異なります。   
※消費税の予定納税について    
消費税の予定納税は、前年度の年間税額により回数が異なります。税額により予定申告なし、１回、３回、１１回と設定されています。

源泉所得税の納期の特例を採用時、納税が発生します。  
４月～６月に支払った給与を基準に、７月１０日までに９月分以降の社会
保険（健康保険と厚生年金）の計算を行います。

給与や不動産賃料、各種謝金等に関する情報をまとめた法定調書を税務署
に提出します。     
また全社員に関する給与情報をまとめた給与支払報告書を社員が住む市町
村に提出します。     
保有する減価償却資産に関する償却資産申告書を市町村に提出します。 
源泉所得税の納期の特例を採用時、納税が発生します。

源泉所得税の納期の特例を採用時、納税が発生します。  
常時雇用している社員数が１０人未満の場合、半年に一度の納税にまとめ
ることができます。

４月～６月に支払った給与を基準に、７月１０日までに
９月分以降の社会保険（健康保険と厚生年金）の計算を行います。
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決算・税務申告は事業年度末から二ヶ月以内に
4月から 5月、つまり事業年度が始まったばかりの頃、経理処理はもっとも忙
しい時期を迎えることになります。なぜかというと、前年度の決算作業を進め
なければならないからです。

決算書は、様々な用途で活用されます。その中でも最大のものは税務申告です。
決算書と申告書の原稿を作成し、株主総会で承認を得て最終的な決算書、申告
書が完成します。

作成された申告書は所定の方法に従って税務署や市役所等に提出しなければな
りません。あわせて、計算された税額も期限までに納付する必要があります。
申告及び納付の期限は年度末から二ヶ月です。つまり、5月までに決算書作成、
申告書作成、そして株主総会をすべて終える必要があります。

通常の月
6月以降になると、決算作業が終わり経理処理は少し落ち着く時期に入ります。
経理処理においてもっとも大切なことは、処理をためないことです。何ヶ月も
前の資料を改めて処理しようとしても、内容が思い出せなかったりすることは
よくあります。それに、常に経理処理を進めていけばその事業年度における大
体の数字を把握することが可能です。

経理処理を適宜進めることはかなり大変な作業ですが、これも会計ソフトの登場に
よりとても簡単にできるようになりました。

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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はじめての経理・決算・税金入門ガイド

事業年度末
3月、いよいよ年度末です。このときにはいくつかの数字について確認をして
おく必要があります。

商品仕入や製品の製造などを行う仕事の場合、年度末時点で保有している商品、
製品、材料、仕掛品、貯蔵品などの金額を確認する必要があります。
この作業を棚卸（たなおろし）と言います。その年度の売上原価は
「年度始めに保有していた商品等＋年中に仕入れた商品等－年度末時点に保有し
ている商品等」という算式で計算されます。

棚卸

年度中において購入したものの中に、固定資産に該当するようなものがないか
確認が必要です。固定資産に該当するのは「長く使えて高価なもの」です。基
本的には一個あたり10万円以上するものを購入した場合には、固定資産に該当
します。中小企業向けの特例を活用する場合には、この限度額が引き上げられ
ることも可能です。
固定資産以外にも、効果が長期間に渡る保険料や更新料、契約金などがないか
しっかりと確認しておきましょう。
他にも、何か目立った取引や大きな設備投資がある場合には、内容を確認して
おきましょう。これらの内容をしっかりと事前に確認しておくことで、4月、5
月に取り組む決算作業を円滑に進めることが可能です。また、場合によっては
年度末までに所定の届出書や申請書を提出するか否かについて、検討をするこ
とが必要です。特に消費税においてはこの検討を忘れてしまうと、大きな損失
となることがあるので注意が必要です（簡易課税制度の適用など）。

固定資産や長期前払費用の確認
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はじめての経理・決算・税金入門ガイド

税務や社会保険など
上で紹介した経理処理以外に、税務や社会保険等においてやらなければならな
い作業がいくつもあります。

法人税や地方税、消費税などについては、一定の税額以上を納めている場合に
は予定申告、予定納税という作業が必要になります。3月決算法人の場合、11
月中に対応する必要があります。また消費税については、税額が大きくなると
予定申告、予定納税の回数が増えてきます。

決算月が関係しない処理もあります。
12月から1月にかけては、社員さんに対する年末調整をはじめとした処理があ
ります。不動産の賃借料や一定の報酬などに関する情報もまとめる必要があり、
また平成28年分からはマイナンバーの収集義務もあるため作業量がかなり増え
ました。
1月には固定資産税の一種である償却資産税の申告もあり、かなり忙しくなっ
ています。
土地や建物といった不動産を所有している場合には、年に4回の固定資産税を
支払う必要があります。納期限は市町村ごとに決められています。

これ以外にも、社員さんのお給料から天引きした源泉所得税の納税もあります。
基本は毎月納税ですが、社員数が少ない会社については半年分をまとめて納税
することも認められています。

6月から7月にかけては社会保険の作業もあります。支払っている給与の金額
に応じて、健康保険や厚生年金、雇用保険や労働保険の保険料を支払う必要が
あります。
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取引を2つの方向から記録する
法人の取引を記録する、といって一般の方が最初にやろうとするのは、次のよ
うな方法です。

「5月 25日、売上が50万円あった」
「6月 2日、35万円の仕入れをした」

これらの記録は法人の経理処理としては落第点です。なぜかというと、売上や
仕入れがいくらあったのかはわかりますが、どのように入金や支払いがあった
のかわからないからです。

第一章で経理処理の目的や流れについて確認し、第二章で一年を通じての流れ
を追いました。次に実際の処理方法について確認していきましょう。

3 具体的な処理について

はじめての経理・決算・税金入門ガイド

このとき、どういった経理処理が必要でしょうか？
難しいことは省くと、以下の情報があるか、まずは確認しましょう

①日付
②金額
③どんな取引か（売上なのか支出なのか、など）
④支払・受取方法はなにか（現金で支払ったのか、銀行から振り込んだのか）

12

5月 25日、初めての売上がたった

日付 売上

5 /25 500,000

× 悪い例
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「5月 25日、売上が50万円あり、
現金で受け取った」
こういった記録を、会計ソフトに入れてい
く必要があります。

発生主義という考え方
経理処理を進めるに当たり、知っておかなければならないことがあります。そ
れは発生主義という考え方です。

発生主義とは、「現預金の出入りではなく、利益の増減によって取引を記録する」
というものです。例えば先程の仕入に関する取引をもう一度みてみましょう。

※会計ソフトによって入力方法はことなりますが、freeeであれば正式な簿記の
知識がないかたでも、直感的に入力が可能です。

経理では、次のような取引も記録する必要があります。

「8月 10日、手元にあった現金10万円を普通預金に預け入れた」
　現金が減って預金が増えた、という2つの情報が含まれています。

「9月 3日、現金5万円を紛失した」
　現金が減って紛失による費用が発生した、という情報が含まれています。

このように、あらゆる取引について2つの側面から情報を記録していくのが経
理の仕事です。取引で貯まっていく領収書や請求書、預金通帳の写しなどから
正式な簿記の考え方に従って処理を進めていくのが日常的な処理です。

はじめての経理・決算・税金入門ガイド

13

日付 売上 受取り

5 /25 500,000 現金
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「6月 2日、35万円の仕入を行い、代金は後日振込で支払うこととなった」
この段階の取引では、現預金の動きはありません。しかし35万円分の仕入は行
われていますので、利益の増減は発生しています。「6月 2日、仕入という費用
が生じ、未払い代金が増えた」という経理処理を行います。

「7月 10日、35万円の未払い代金を預金から振り込んだ」
後日、このような取引があった場合、この取引は「未払い代金が減少して預金
が減少した」と処理をします。ここで重要なのは経費が計上されるのは7月 10
日ではなく、6月 2日なのです。この考え方は売上側にも適用されます。

小売店や飲食店などの現金商売では、発生主義の考え方はそこまで重要ではあ
りませんが、業種によっては、発生主義の考え方がとても大切です。売上の請
求書を相手に発行したり、逆に相手から仕入や外注に関する請求書を受け取っ
たりするのも、すべて発生主義の考え方に基づいて処理されます。

固定資産や長期間の収益費用
日常的ではない特殊な取引は、処理方法についての検討が必要です。

固定資産というと、建物や土地、自動車、機械などが該当しますが、これは簡
単に言えば「高価で長く使えるもの」です。これらのものを購入した場合、買っ
た時点ですぐに費用とすることはできません。資産の種類に応じ、一定の年数
で費用を割り振って計上していきます。例えば普通自動車を300万円で買った
場合、6年間で50万円ずつ費用を計上していく、というようなイメージです。

これ以外にも、不動産の賃貸借契約に関する礼金や長期の保険料、保証料など、
その効果が長期間に渡って発揮されるようなものについては、割り振り計算が
必要です。

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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会計ソフトの活用が大前提
発生主義による収益費用の認識、請求書の発行、未払い代金の入出金管理、日

常的な取引の記録、固定資産など特殊な取引の分類、賃金台帳の管理と源泉所

得税や社会保険料の納付……。

これらすべてが経理処理の中に組み込まれていきます。そのため、本業に従事

しながらすべてを手作業で行うことは不可能です。しかし、freeeを使えばこの

敷居は大きく下がります。経理処理の基本は日常的な取引です。会計ソフトを

利用して日常的な取引を適宜処理していくことで、作業の効率化や適正化を進

めることが可能になります。

どのようなものが割り振り計算を必要とするのかは、税務上の取り扱いも含め
て知っておく必要があります。

デモ動画を見る

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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決算作業

経理処理のまとめである決算作業
について、改めて確認をしていき
ましょう。

事業年度末までの取引をすべて処理する
前章までで確認したような、事業年度中にあった売上や支出といった取引を、
決算に必要な書類にまとめていきます。この作業が正しい決算作業を進めるた
めの大前提です。

処理された取引は総勘定元帳（そうかんじょうもとちょう）という帳簿にまと
められます。
総勘定元帳とは、すべての取引を勘定（代金）ごとに記録していく帳簿です。
総勘定元帳には、一年間の全取引が記録されています。この記録を参照しなが
ら、決算作業を進めていきます。

もう一つ、試算表（しさんひょう）と呼ばれる資料も重要です。試算表は簡易
的な決算書です。その時点における会社の期間業績と財政状態を一覧すること
ができます。

4

16

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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決算修正が必要な事項をまとめる
総勘定元帳と試算表を使って、決算処理が必要な事項を確認します。具体的
には、次のような項目がよく出てきます。

はじめての経理・決算・税金入門ガイド

発生主義の考え方により、まだ入出金が済んでいない収益費用の計上漏れがな
いか確認をしましょう。

計上が漏れている売上や仕入、外注費はないか？

事業年度末に保有していた販売用の商品や未使用備品などは、この時点で費
用の中に含まれています。しかし、まだ販売していない商品や未使用備品は
経費から除外し、資産として計上しなければなりません。

棚卸資産の確認

高額な固定資産の購入や長期間の費用など、その事業年度において計上すべ
き費用額について確認しましょう。

固定資産や長期間の収益費用の処理

多くの中小零細法人では、どうしても経営者個人の私生活と事業用の取引が
混在してしまいます。私生活に関する費用や不動産の維持費が事業経費に混
在していないでしょうか？
また生活用資産を事業で利用している場合には、合理的な割合により生活費
と事業費を割り振り計算する必要があります。
この他にも、事業の形態により確認をしなければならない項目は多数ありま
す。

生活費の混在はないか？
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消費税の申告書を作ると、いよいよ法人税や地方税の申告書作成です。一年間

で計上された利益を基に、課税される金額を計算していきます。この計算にも

様々な特例が存在し、有利な規定の適用漏れをおこさないように念入りな確認

が必要です。

最終的に、作成された税務申告の内容を組み込んだ決算書を作成します。決算

書は貸借対照表、損益計算書を中心として、それ以外に株主資本等変動計算書、

販売費および一般管理費の明細、製造原価報告書、注記表などを作成する必要

があります。

freeeを使用すれば面倒な資料作成も簡単に行えます。

デモ動画を見る

作成された決算書と申告書は一つのセットとして税務署に提出します。また地

方税の申告書は法人の所在する都道府県、市町村の役所に提出をします。そして、

申告作業により計算された納税額を定められた期限までに納税しなければなり

ません。

はじめての経理・決算・税金入門ガイド

決算書と税務申告書を作成する
上で紹介したような確認事項を終え、次は決算書と税務申告書の作成に進みま

す。

まずは消費税の申告書作成です。一年間の取引を通じて預かった消費税と支払っ

た消費税を確認し、その差額を納税します。その計算方法は色々と検討事項が

あり、また中小企業向けの特例も用意されているため、詳しく検討をすること

が必要です
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作成した決算書の活用方法
主に税務申告で活用される決算書ですが、その利用価値はそれだけではありま

せん。内容がしっかりとした決算であれば、金融機関から融資を受ける際にも

良い印象を与えることができます。そして、何よりも経営者が今後の経営方針

を決めていくに当たりもっとも役立つのが決算書です。自社の目標と課題を確

認し、これから進むべき方向を検討するために決算書を活用すると良いでしょ

う。

決算作業は日常的な取引をしっかりと記録していることの延長線上にあるため、

普段の取引について適宜、適切に処理をしていたのかが正しい決算処理を行う

上での大切なポイントとなります。そして決算時における重要ポイントを容易

に確認できるようなシステムを構築し、継続的に利用していくことがとても大

切です。

決算が難しいと思った方は
会計 freeeでは税理士や会計士を紹介する、税理士検索までサポートしておりま

す。

紹介自体は無料でできますので、もし必要があれば利用してみましょう。

freee 税理士・会計事務所検索

はじめての経理・決算・税金入門ガイド
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※当ガイドは信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、
　完全性を保証するものではありません。ご了承ください。

スモールビジネスに携わるすべての人が、
創造的な活動にフォーカスできるよう
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