
複式簿記をしましょう 

 簿記は、財産の変動を正確に把握するために過去５００年の間に考えられてきた人類の知恵とい

ってもよい計算方法です。また、経営戦略や経営計画を立てるための基礎情報を提供してくれる道

具です。簿記を知らないと経営は、「成り行きまかせ」になってしまい、今日の社会状況では継続し

た農業経営を営むことは難しくなっています。簿記記帳を行う動機として、節税対策を第一の目的に

考える方は多いのですが、節税対策は経営戦略上で重要な事柄ですが、第一の目的ではありませ

ん。 

 簿記記帳を行うことは、「利益が出ているのに現金が減っているのはなぜだろうか？」「利益をあと

１００万円増やすにはどうしたらいいの？」といった経営上の疑問を解決するヒントを得ることにあり

ます。 

１ 複式簿記とは 

 農業経営は、利益（所得）を得ることを目的として、農地や生産資材、労働力を導入して農産物を

生産販売しています。「簿記」とは一定期間の経済活動から生じた財産の変動を一定の法則・慣習

に基づいて、金額で評価し、記録・分類して集計して、一定期間の結果としての財産状態を表す貸

借対照表と、その期間の利益が生まれた過程を示す損益計算書を作成することです。 

 「複式簿記」は、記録の対象となる財産の変動金額で損益の発生(収支)と財産の増減について原

因と結果の二つの面からとらえて記帳していく簿記です。 

 これにより、収支のみを記帳する家計簿、こづかい帳などは、「単式簿記」と比較して、経営の内容

を正確に、より詳しく知ることができます。 

２ 簿記の流れ 

 

取引：簿記で記録取引は、経営の資産・負債・資本に影響をおよぼすすべての事柄（事象）を意味し

ます。 

勘定：取引の全てを勘定に記入します。勘定の左側を借方（カリカタ）、右側を貸方（カシカタ）と呼び

ますが、意味はありません。 

 

３ 貸借対照表と損益計算書 



 貸借対照表は、一定時点における財産の構成要素である資産・負債・資本の状態を示す表です。

形式的には、財産がどのような形態（現金、預金、機械、施設等）で運用されているか、またその財

産はどのようにして調達（元入金（自己資金）、借入金等）されたを借方と貸方の二区分で表示しま

す。 

 これにより、資産の状況がわかり新たな投資などを計画したときに経営的に見て 安全かどうか等

を知ることができます。 

 損益計算書は、一定期間内の収益と費用の明細を表示した計算書です。 

 経営努力によって資産を増加させた原因（収益）と資産を減少させた原因（費用） を対象表示した

表です。儲かったのか儲からなかったのか、それぞれの場合で、その原因はどこにあったのか、売

り上げが伸びたからか、それとも経費が削減され たからなのか等を知ることができます。 

 

４ 主な勘定科目 

勘定 内容 主な勘定科目 

資産 
経営が所有している金銭や物、および将来支

払いを受ける権利である債権 

現金、預金、売掛金、未収金、未販売農

産物、建物、機械装置など 

負債 
将来支払わなければならない義務である債権

のこと（＝他人資本） 

短期・長期借入金、買掛金、未払金、前

受金など 

資本 
経営に自分が出資した金額 

経営の純財産（＝自己資本） 

資本金（元入金） 

費用 収益を獲得するために犠牲となった部分 
種苗費、肥料費、農薬費、減価償却費、

販売費・一般管理費など 

収益 営業活動の成果 売上高、雑収入、家事消費高など 
 

５ 仕訳とは 

 取引が生じたら、勘定科目と金額、およびその借方・貸方を決める作業を行います。この作業のこ



とを仕訳といい、これを記入する帳簿を仕訳(日記)帳といいます。 

日付 摘要 借方 貸方 

１月１日 肥料１０袋 肥料費 10,000円 預金 10,000円 

２月２日 水稲種子１０ｋｇ 種苗費  5,000円 預金 5,000円 

５月５日 ガソリン３０リットル 光熱費 3,000円 預金 3,000円 

８月８日 水稲殺虫剤１袋 農薬費  6,000円 預金 6,000円 

１０月１０日 預金の引き出し 現金 10,000円 預金 10,000円 

１１月１１日 短期借入金返済 短期借入金 100,000円 預金 100,000円 

１２月１２日 米販売 預金 300,000円 売上高 300,000円 
 

６ 元帳記入 

 仕訳帳の仕訳がある程度まとまったら、それぞれの勘定元帳に借方・貸方を同額記入していきま

す。 

現金元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

          50,000 

10/10 預金 引き出し 10,000   60,000 
 

預金元帳 

月日 相手方科目 摘要 貸方金額 貸方金額 残高 

         200,000 

1/1 肥料費 肥料１０袋  10,000 190,000 

2/2 種苗費 水稲種子１０ｋｇ  5,000 185,000 

5/5 光熱費 ガソリン３０リットル  3,000 182,000 

8/8 農薬費 水稲殺虫剤１袋  6,000 176,000 

10/10 預金 引き出し  10,000 166,000 

11/11 短期借入金 返済  100,000 66,000 

12/12 売上高 米販売 300,000  366,000 
 

短期借入金 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

        900,000 



11/11 現金 返済 100,000  800,000 
 

肥料費元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

1/1 現金 肥料１０袋 100,000   10,000 
 

種苗費元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

2/2 現金 水稲種子１０ｋｇ 5,000   5,000 
 

光熱費元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

5/5 現金 ガソリン３０リットル 3,000   3,000 
 

農薬費元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

8/8 現金 水稲殺虫剤１袋 6,000   6,000 
 

売上元帳 

月日 相手方科目 摘要 借方金額 貸方金額 残高 

12/12 現金 米売上   300,000 300,000 
 

７ 試算表記入 

 仕訳帳の仕訳がある程度まとまったら、それぞれの勘定元帳に借方・貸方を同額記入していきま

す。 

合計残高試算表(修正前） 

借 方 
科目 

貸 方 

残 高 合 計 合 計 残 高 

60,000 10,000 現金     

366,000 300,000 預金 134,000   

1,000,000  建物・構築物     

2,000,000    土地     

  100,000 短期借入金   800,000 

 



    長期借入金   1,000,000 

   事業主   1,350,000 

   売上 300,000 300,000 

5,000 5,000 種苗費    

10,000 10,000 肥料費     

6,000 6,000 農薬費    

3,000 3,000 光熱費     

3,450,000 434,000 合計 434,000 3,450,000 
 

８ 決算 

①期末残高を調査して「棚卸表」を作成します。期末の在庫の費用を減額する記帳を行います。 

②家畜・果樹等の期中における育成費を調査して「牛馬・果樹等育成費用計算表」を作成して、期

末に費用から資産に振替る記帳をします。 

③固定資産の減価償却費を算出して記帳します。 

④その他の費用・収益、未収金、未払金等を調査して記帳します。 

（戻る） 


