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企業再生を着実に行うためには自社の実態

を正確に把握する必要があります。今月号で

は実態貸借対照表と正常収益力に焦点をあて

て考えていきます。

純資産の性質と実態貸借対照表
の必要性

貸借対照表には，資産と負債の勘定科目，

それに対応する金額が記載されています。こ

の数字は決算時における財産の現況を示して

いるかの様に感じますが，実際は決算時にお

ける企業の資金の調達源泉と運用形態を示し

たものです。

従って純資産は両者の差額で，今現在の実

態とは乖離している場合があります。実態貸

借対照表を作成するには，適正な会計及び時

価の基準に従い修正を加える必要があります。

企業再生の際はもちろん，事業承継で後継

者にバトンタッチする際も，実態を把握しな

い限り，企業再生の方向性を見出す事は出来

ません。以下は適正な会計原則に従った場合

における，日本公認会計士協会の再生計画に

おける資産・負債の評定基準です。

日本公認会計士協会の評価基準

� 売上債権

各債権別に考え，帳簿上の金額から貸倒見

積額を控除した価額により評定します。回収

不能な債権を有しているのであれば，その債

権の額はゼロとして評定します。

� 棚卸資産

取得原価で評定しても構いません。しかし，

品質が低下したもの・陳腐化したものは一定

の基準で帳簿価額を切り下げます。

� 前払費用

期間対応の原則に基づき，今後継続する事

業の費用削減が見込まれる場合は，その見込

まれる費用の額を評定し，また事業に将来の

経費削減が見込まれない場合は，その契約解

除により回収される資金の額により評定しま
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私は，北関東でメーターのアッセンブリーを中心とした製造業に従事しています。社長は私の

父で３年後を目途に私が後継者として引継ぐ事になっております。父は「私の会社は純資産が多

額あり，誰に引き継がせても心配ない」と言っております。しかし，私が当社の資産の現状を確

認してみると建物や機械は古く，稼働していない物もあります。父の言葉を鵜呑みにし，引き継

いでも良いものなのでしょうか。

実態貸借対照表で財務の現状把握
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す。

� 未収入金・貸付金

原則として�の売上債権に準じて評定しま
す。

� 無形固定資産

換金可能な市場がある場合には，その市場

価格により評定し，ない場合には原則として

ゼロで評定します。

� 繰延資産

原則として評定額はゼロとします。

� 有価証券

換金可能な市場がある場合は当該市場価格

により評定し，ない場合は合理的に算定され

た価額により評定し，合理的に算定できない

場合，ゼロとして評定します。

� 有形固定資産

� 建物や機械装置

建物や機械装置の金額として貸借対照表上

に記載されている金額は取得価額から減価償

却累計額（直接法の場合）を控除した金額で

す。従って，これらの資産の金額は実態とは

乖離している事があります。使用状況に応じ

評定していきます。

イ）事業の用に供している場合

市場価格がある場合には，その市場価格に

より評定，ない場合には再調達原価を算定し

た上で当該資産の取得時から評定時までの減

価項目を適切に修正した金額で評定します。

また，当該資産の重要性が乏しい場合，固

定資産税評価額などで代用しても構いません。

ロ）事業の用に供してない場合

処分可能価額により評定します。

� 土 地

土地の貸借対照表上の金額は取得時の価額

になっているケースが多く，市場価格と乖離

していることがしばしば見受けられます。建

物等と同様に，事業の用に供しているか否か

で評定の方法を変えます。

イ）事業の用に供している場合

不動産鑑定士による鑑定評価価額により評

定する事が一番相応しい。しかし，重要性が

乏しい場合，公示価格や路線価・固定資産税

評価額などによる簡易な方法で代用し評定し

ます。

ロ）事業の用に供されていない場合

処分可能価格で評定します。その際，処分

に際し費用が生ずる場合は，その費用として

見込まれる金額を控除して評定します。

� 各種引当金

次の四要件を満たしてる場合に引当金を計

上するものとし，代表的なのは�イ�ロです。
�将来の特定の費用または損失である
�発生が当期以前の事象に起因している
�発生の可能性が高い
�金額を合理的に見積もることができる
代表的なものは下記です。

�イ 賞与引当金

賞与として支払う予定額を月按分し計上し

ます。

�ロ 退職給与引当金

退職給与規定に照らして算定します。未認

識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異

がある場合には，その差異を計上又は取り崩

します。また，実際に退職が見込まれる従業

員がいる場合，支給予定額を計上します。

実 践 編

これらを考慮し貴社の実態貸借対照表を作

成します。決算を行う上で適正な会計原則に

従い作成している事は当然ですが，企業再生

に陥っている企業は，この原則に従った決算

を行っていないケースが多く見受けられます。

� 現 預 金

預貯金に関しては，決算時の残高証明によ

り確認し帳簿との差異を確認します。差異が

あれば，過去に遡り原因を追究します。預貯
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金の差異は企業の経理処理方法の根本が間違

いだからです。貴社においては，預貯金に差

異はありませんでした。

現金出納帳の記帳は毎日行う事が原則です。

過去の決算では実際の現金保有高の調査は困

難です。従って今現在の現金保有高を調べ，

今現在の帳簿残高との差額を確認します。実

地を調査したところ，手許現金と帳簿との差

が１，０００千円ありました。

� 売 掛 金

帳簿に記載されている Z社に対する債権
は回収不能に陥っています。この一年間取引

がなく，連絡も取れていない状況のためです。

また，他の一般債権についても妥当な引当金

計上をします。その結果，帳簿との差額は

１，０００千円でした。

同時に売掛金の計上漏れも確認します。貴

社の場合，取引先の検品が終了した時点で売

上を計上しています。取引先への納品書が期

内であるものは全て売上になります。また，

簡便な方法としては，期末後１カ月程度で入

金されたものは，いつ検品がされたものかを

確認すると良いです。貴社の場合，売掛金の

計上漏れはありませんでした。

� 棚卸資産

期末に保有している全ての棚卸資産を評価

します。帳簿上は存在しているものが，実際

には存在していなかったり，その逆で実際に

存在しているものが帳簿には記載がなかった

りする可能性があります。棚卸資産は売上の

一番の源です。この様な差が生じている場合

には，その原因を徹底的に究明します。

また，貴社では発送を終え，取引先でまだ

検品を行っていないものが存在すればそれは，

貴社で棚卸資産として認識しなければなりま

せん。今回はそのような資産はありませんで

した。

棚卸資産の中身について検討したところ，

型式が古く売却困難な棚卸資産が倉庫に眠っ

ていました。この資産は陳腐化したものとし

て評価をゼロとして評定します。その結果累

積で３，０００千円でした。

� 機械装置

時価で評価する事が理想ですが，それは困

難であり，またそれ以前に，貴社は減価償却

費を計上していない，償却不足額が存在して

ました。償却不足額は貸借対照表上に資産の

過大計上として現れます。適正な償却額を計

上し実態に近づけます。当期までの償却不足

額は９，０００千円，うち当期分９００千円でした。

� 土 地

貴社は清算をする訳ではない為，換金可能

額を算出する必要はありません。しかし実態

を知る為には時価に近づけないとなりません。

そこでは今回は路線価で評価してみると，差

額が１８，０００千円生じました。

� 引 当 金

貴社には退職給与規定が存在しているにも

関わらず，退職給与引当金を一切計上してい

ません。従って退職給与規定に基づき引当金

を計上します。累計額５，０００千円，当期分計

上として８００千円でした。

賞与引当金についても，貴社の給与規定に

従い１，０００千円計上します。

� 費用収益対応の原則

本来期中に債務の支払と金額の確定してい

るものについては，未払費用等とし，負債計

上しなければなりません。仮に計上していな

い場合その金額が所謂簿外債務に該当します。

貴社の場合簿外債務として，社長に対する当

期分の報酬額３，０００千円，支払義務の確定し

ている社会保険料２，０００千円あることが確認

できました。

以上を整理すると実態貸借対照表は次頁図

表－１のようになります。
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●図表－２ （単位：千円）

金額 修正金額 正常値 修正内容

売上高 １５０，０００ １５０，０００

売上原価 ８０，０００ ８０，０００

売上総利益 ７０，０００ ７０，０００

販管費

３，０００ ３，０００ 社長に対する報酬

２，０００ ２，０００ 社会保険料の計上

９００ ９００ 減価償却の未計上

８００ ８００ 退職給与引当金計上

１，０００ １，０００ 賞与引当金を計上

計 ６５，０００ ７，７００ ７２，７００

営業利益 ５，０００ △２，７００
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正常収益力からの視点

実態の貸借対照表を作成した事により把握

できた差額は損益計算書の差異にも繋がりま

す。貴社の以前のままの損益計算書が正常収

益力であるとの認識では，誤っているという

事になります。正常収益力の把握は通常三期

程度を算出し平均を出す事が有効です。ここ

では当期のみ作成します。それが下記の図表

－２です。

未計上の減価償却費，各種引当金の計上，

簿外債務の計上を考慮すると，貴社の収益力

はマイナスになります。企業再生において，

会計原則に従わない損益計算書は経営判断を

誤らせます。当期だけでも７，７００千円もの差

額が生じています。

純資産からの視点

貴社の場合は過去に築いてきた純資産は，

実態の貸借対照表を作成してみると，実質的

にマイナス（債務超過）であったという事が

わかりました。純資産は，初期に投資した資

本金を考慮なければ，今まで積み上げてきた

利益の累積額であるとも言えます。貴社社長

が認識している純資産（利益の累計額は

４４，０００千円でありますが，実態の貴殿の純

資産）は△２，０００千円です。過去に損益計算

書を正確に作成していなかった事により

４６，０００千円もの差額が生じてしまっている

のです。

ま と め

ここ数年，公認会計士協会の基準は凄まじ

い速度で変更されています。それは投資家に，

より正確な数字を示すためです。企業の経営

陣は現在施行されている基準を順守した決算

報告書を，投資家に開示しなければなりませ

ん。我が国の中小企業の場合，経営陣は投資

家である立場のケースが多いです。貴殿も会

計原則に従い作成した実態貸借対照表と正常

収益力を考慮して，今後の改善を考えていく

ことが重要だといえます。

� 適正な会計原則に従う。

� 時価の概念を考慮する。

� 貸借対照表を疑ってみる。

� 正常収益力を把握する。

●図表－１ （単位：千円）

科目 簿価 修正額 評価額 備考

資
産
の
部

現預金 ５，０００ △１，０００ ４，０００ 現金残の相違

売掛金 ２０，０００ △１，０００ １９，０００ 回収不能額を減額

貸付金 ２，０００ ２，０００

棚卸資産 １５，０００ △３，０００ １２，０００ 不良在庫を減額

機械装置 １０，０００ △９，０００ １，０００ 償却不足を減額

土地 ３０，０００ △１８，０００ １２，０００ 路線価で評価

その他資産 １０，０００ １０，０００

合計 ９２，０００ △３２，０００ ６０，０００

負
債
の
部

買掛金 ８，０００ ８，０００

未払金 ５，０００ ５，０００ １０，０００ 簿外債務を計上

借入金 ３０，０００ ３０，０００

賞与引当金 １，０００ １，０００ 引当金を計上

退職引当金 ８，０００ ８，０００ 期末要支給額を計上

その他負債 ５，０００ ５，０００

合計 ４８，０００ １４，０００ ６２，０００

純資産 ４４，０００ △４６，０００ △２，０００ 実態は債務超過




