龍馬と学ぼう

日商簿記２級

日商簿記 2 級フリーテキスト講座
＜商業簿記 9＞ 純資産
全6枚

うかるぜよ

弥生カレッジＣＭＣのフリーテキスト講座（無料動画で公開中）
ニコニコ生放送「そこまで質問されて委員会」もよろしく
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１．株式の発行
私は昭和 59 年 27 歳の時に最初の独立をしました。
まわりには「これからはソフトウェアの時代」と偉そうにいってましたが、要は前の会社についていけなくなっ
ただけです。たまたま兄が独立したいとの事で、手伝う形でした。
兄からは「営業を」という話でしたが、結局技術以外はすべて「お前がヤレ」です。
不満はありましたが、出資比率 2％の私に文句がいえるはずもなく・・・
でも、この時の経験が今の私の基（素）になっていると思っています。
まずは設立登記
紀伊国屋で日本法令の有限会社設立登記フォーム（だったと思います）を購入し、役所に電話で色々聞きなが
ら記入し、そして天満橋の公証役場え。おじいさん（今の私と同じくらい？）に文句を言われながら書き直し、
そして法務局へ。何とか設立できました。「司法書士はこういう事で儲けているんだ」と考え、司法書士を目指
そうかなと考えていました。
ここまでにかかった費用が創立費なんですね。
私が 50,000 円、兄が 2,450,000 円を支払いました。
普通預金に入金されるまでは

何事も実経験が大事だな

別段預金 2,500,000／株式申込証拠金

2,500,000

議論だけでは、国は変わら
んぜよ

無事設立できると
普通預金 2,500,000／資本金 2,500,000 となります
従って、帳簿上の振替処理をする必要があります。
普通預金 2,500,000／別段預金 2,500,000
株式申込証拠金 2,500,000／資本金 2,500,000
＜容認規定＞
半分は資本準備金とする事ができます
株式申込証拠金 2,500,000／資本金 1,250,000
資本準備金 1,250,000
（株式払込剰余金）
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２．合併
会社が成長すると、顧客が増えます。
顧客が増えると、新しいニーズが出てきます。
経営者は顧客のニーズをくみ取り、新しいサービスを提供する必要があります。
自社の経営資源でまかなえない場合は、他の企業を買う事もありえます。
これが吸収合併ですね。
吸収合併は固定資産を買うのと同じです。
その会社を買う事で将来のキャッシュフローを狙うのです。
簿記の試験では、現金で買うのではなく、株式を発行して払うのですね。
例えば
弥生システムが「ＣＭＣの経営資源が欲しい」と思ったとしましょう。
ＣＭＣのＢ／Ｓはこんな状態です
事業力をＵＰするために投資を

貸借対照表

するから、固定資産を買うのと同
じなのね。だから今の相場で買う

現金 1,000,000

買掛金

1,500,000

売掛金 2,000,000

借入金

2,000,000

土地 1,500,000

資本金

1,000,000

他

300,000

繰越利益剰余金

んだ

300,000

すべてが帳簿と同じ価値であれば、この会社の価値は 1,300,000 です。
しかし、土地などは相場で動きます。
売掛金も回収可能性をしっかり把握する必要があります。
結果的に土地は 2,000,000 の価値があったとしましょう
購入側は今の相場で買う訳です。時価でその会社の価値を判断します。
時価で考えると、この会社は 1,800,000 の価値があるわけですね
これは経営者である私も把握しています。私は会社を手放すのですから、できるだけ高く売りたいのです。
交渉の末、3,000,000 円で売る事に決まりました。支払は自社の株式（@10,000 円を 250 株と現金 500,000 円に
しました）
なぜ弥生は今の価値以上のお金を払ったのでしょう。当然、この会社を買えば 3,000,000 以上の価値があると判
断した訳ですね。特許、顧客、人材、ブランド価値いろいろな理由はあると思います。これを超過収益力といい
勘定科目は「のれん」であらわします。
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では仕訳をしてみましょう
1,000,000

買掛金

1,500,000

売掛金 2,000,000

借入金

2,000,000

土地 2,000,000

資本金

2,500,000

現金

他

300,000

現金

500,000

のれん 1,200,000
日商簿記では、
諸資産 5,300,000／諸負債 3,500,000
のれん 1,200,000／資本金

1,500,000

／資本準備金 1,500,000
というシンプルな問題が多いです
さきほどの事例は全経簿記１級で問われた問題です
ＣＭＣを合併した弥生システムは、順調に利益をあげ、株主に配当を行う事になりました
利益は 10,0000,000 円
そのうちの 30％を配当にする事に決めました。
では、その時の仕訳を考えていきましょう

講座の中で合併の仕訳の話があります。
過去問の 127 回の第 1 問の 3 です
買収した時の商品を仕入で処理する問題です。確認をしておいて下
さい。期中に当社に所有権の移った商品は三分法では仕入 a/c で処理
します。それが期末に残っていれば繰越商品として処理をします。
過去問お持ちの方は確認しておいて下さい。
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３．配当
株式投資の一番の目的は？
私は学生時代はギャンブル三昧でしたが、社会人になってもギャンブル三昧でした。
今は足を洗っていますが、競馬につぎ込んだお金は家一軒くらいはあります。
ところで、株式投資の目的は短期的利ざやか安定的な配当かですね。
最近（H26 年 12 月時点）の新聞では株主還元という言葉がよく計算されています。
では弥生システムが 3,000,000 円の配当をした時の仕訳をしてみましょう。
その前に
会社には様々な利害関係者（ステークホルダーといいます）がいます
Ｂ／Ｓの右側をみましょう。債権者（銀行等）と投資家（株主）がその代表ですね。
配当は株主に行います。利益を全額配当に回されたら債権者は怒ります。
したがって、一定の金額を積み立てるのです。
配当（10）の 1/10 を資（4）本金の 1/4 まで積み立てるのですね
積み立てる相手科目は準備金です。
2 級の場合は繰越利益剰余金からしか配当しないので、以下のようになります。
配当時のＢ／Ｓ
資産 30,000,000

負債

10,000,000

法律家はゴロ合わせし

資本金

10,000,000

やすいように考えてく

資本準備金

1,000,000

れたんだな

利益準備金

1,000,000

繰越利益剰余金 8,000,000
資本金の 1/4 は 2,500,000 ですね
準備金は 2,000,000 ですから、後 500,000 積立可能です
今回の配当は 3,000,000 ですから 1/10 の 300,000 を積み立てましょう
繰越利益剰余金

3,300,000／未払配当金
利益準備金

3,000,000
300,000
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ちょっと一息
●石川遼選手を応援します
私は中学時代には柔道・野球、高校時代には野球にあけくれていました。スポー
ツは大好きですが、社会人になってからは専ら観戦が中心です。
最近はプロゴルファーの石川遼選手を応援しています。ご存じのように彼は 15
歳でプロツアーに優勝し、一躍時の人。2 年目には賞金 1 億突破、そして賞金王、
最年少の 10 勝到達、中日クラウンズでの 58 のギネス記録達成。華々しい成績をあ
げて 2013 年にはアメリカ（ＰＧＡ）ツアーに挑戦。結果は、散々なものでした。
ベスト 10 も１回のみ。翌年のシード権も確保できずに、秋の下部ツアーとの入替
戦でようやく今年（2014 年）の出場権をキープしました。その間に同級生の松山英
樹選手が大学４年在籍のまま、国内賞金王、海外メジャー大会連続ベスト 10（日本
人初）などの好成績。
マスコミはいつものように、
「松山は遼を越えた」
「おごる石川久しからず」など
のコメントを出し批判しました。もちろん石川選手の日々の努力を伝えるライター
やジャーナリストの方も大勢います。でも世の中は残酷で、成功者を「過去の人」
にしたがる傾向がある事も事実です。実はこの時の石川選手は、腰を痛めており手
術直前の状態だったのです。彼は一切弁解せず「英樹はすごい」「英樹は僕のレベ
ルを超えている」と同級生の偉業をたたえ続けました。2014 年度（2013 秋～2014
秋）シーズンを迎えた石川選手は、ＰＧＡツアーで 2 位、７位、8 位と好成績を挙
げつづけました。優勝まで、あと 1 歩。そして 5 月。松山選手がＰＧＡツアーで日
本人４人目の勝利を挙げました。石川選手は、「英樹が勝った、日本人が勝った嬉
しさはあります！けど！けど！悔しいです」と若者らしく正直な心境をブログでつ
づり、ＰＧＡを一時撤退、シーズン中での異例の強化合宿を北海道で行った。その
一環で出場したトーナメントで優勝。そして、7/17 開幕の全英オープンの出場権を
獲得しました。
この書籍が世に出る頃には、結果は出ています。勝ち負けではない。常に挑戦し
続ける若者の姿に私は心を打たれます。読者の皆さんは、日々色々な資格試験の学
習をしていると思います。
「いくら頑張っても結果が出ない」
「こんな事しても意味
がない」等、スランプにおちいる事が多いと思います。でも、こんな時には、石川
遼選手をはじめとする若者たちが頑張っている姿を思い出し、皆さんにとっての優
勝（合格）を勝ち取っていただきたいと思います。
最後になりますが、読者の方で石川遼選手のファンの方がおられましたら、ぜひ
「石川遼を応援するブログ」で検索して下さい。メロパンさんという方が管理して
おられるブログですが、彼が色々な人の力になっている事がわかります。頑張れ！
石川遼！

講師横山の著書
「弥生検定攻略テキスト」
コラムより抜粋
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