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なぜ毎月やる必要があるの？
月次決算のメリットとは  

毎月の目標達成状況を知り
的確な目標値を設定する

月次決算を正しく行うことで
期末決算をよりスムーズに

　月次決算は、事業年度ごとに行う年次決算とは別に、
毎月の営業成績や財務状態を明らかにするために
月々行う決算のことです。その月の預金残高、売上や
売掛、買掛などの債権債務や資産についてチェックし、
貸借対照表と損益計算書を作成します。
　月次決算では、１カ月単位で仕訳のミスや計上漏れ
などを把握し、修正することができます。慌ただしい業
務のなかで「後で計上しよう」と思ったまま漏れてし
まったことや、「とりあえず計上して後で確認しよう」と
記帳したまま忘れてしまったことをチェックできる方
法として、とても有効といえます。
　毎月の決算処理はそこまで量も多くないため、翌月
上旬にはバランスシートができあがり、財務状況が把
握できます。なぜ赤字になったのか、どこの出費が多
かったのかなど、ほかの月と比較した数値の変動がわ
かるため、原因を突き止めて早く手を打てるのがメ
リットです。　
　月次決算を行わず年次決算だけということになる
と、そのタイミングで１年分の記入漏れやミスが発覚
することになり、多忙な年度末にミスの対応でたくさ
んの時間をとられてしまいます。しかし、月次決算で
しっかり数字を合わせておけば、年次決算のときには
“数字が合っている”ことを前提に作業を進めることが
できます。月次決算を取り入れることによって、ミスを
細かく見つけ、早く修正でき、結果的に年次決算が楽
になるのです。

　月次決算は、目標達成のための足掛かりにもなりま
す。売上目標や管理目標は、具体的に『●億円』『前年
比●％』などと数値化した目標を設定していることが
多いでしょう。しかし、年次決算しか行わないという場
合、進捗状況を正確に把握するタイミングは年度末だ
けになってしまいます。「売上だけは毎月計上してい
る」「予算管理だけは毎月行っている」という会社もあ
るかもしれませんが、それでは目標の達成状況は把握
できたとしても、会社全体としての経営状況を把握で
きません。月次決算を行い、毎月の状況を比較するこ
とができれば、『目標値を修正した方がよいかどうか』
の判断がしやすくなりますし、月次決算を行うことで、
毎月会社の全体像を把握し、早い段階で適切な方向
に戦略を改善することも容易になります。

　では、月次決算を導入していくうえで、どんなことに
注意すべきなのでしょうか。
　月次決算を導入するときにやりがちなのが、最初か
らいきなりハイレベルな月次決算を要求してしまうこ
とです。月次決算でチェック項目を多くしすぎると、経
理担当者の負担が増大してしまいます。月次決算を導
入するときには、経理担当者の業務状況を見たうえで
負担が増えすぎないように注意しましょう。
　また、月次決算の大きな役割は、経営状況を早期に
把握して適切な戦略を立てることにあります。「数字
のことは経理に任せている」「決算は税理士がやって
くれる」と考えて担当者に任せっぱなしという経営者
も少なくありません。しかし、決算の結果に目を通すこ
とすらしないようでは、月次決算をしている意味が半
減してしまいます。
　作成してもらった月次決算書をしっかりと見直し、
経営戦略の立案や対策に活かすことが重要です。

会社経営において、財務状況をリアルタイムで把握できる月次決算はとても重要です。
しかし、中小企業のなかには、半期決算や年次決算しかしていないという会社も多いようです。
そこで今回は、月次決算を行うとどんなメリットがあるのか、改めて説明します。

経営 TOPICS
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複数の部門、取引先との間で電子契約を採用している（N対N型）
一部の取引先との間で電子契約を採用している（１対N型）
今後の電子契約の採用を検討している（自社開発の電子契約システムを利用）
今後の電子契約の採用を検討している（外部の電子契約サービスを利用）
電子契約を採用する予定はない
わからない

電子契約の採用状況の変化
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コロナ禍で普及が進んでいる？
電子契約の採用状況を見てみよう

電子契約を採用検討中の
企業が増加している

電子契約を採用することで
得られるさまざまなメリット

出典：『企業IT利活用動向追跡調査2020』（JIPDEC／株式会社アイ・ティ・アール）

コロナ禍でリモートワークが広まり、契約書の署名や押印など、契約関係の業務もオンライン
でできるように社内のシステムを整備する企業が増えてきました。そこで今回は、『企業IT利
活用動向追跡調査2020』のデータを見ながら、電子契約のニーズについて考察します。

　一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIP-
DEC）と株式会社アイ・ティ・アールが共同で行った
『企業IT利活用動向追跡調査2020』によれば、『今後
の電子契約の採用を検討している』と答えた割合（自
社開発の電子契約システムと外部の電子契約サービ
スを合算）は、2020年１月の時点で27.5％でしたが、
７月には35.6％にまで上昇しました。2019年調査で
の割合は23.2％だったことを考えると、わずか１年ほ
どの間に電子契約のニーズが大きく高まっているこ
とが分かります。
　また、2020年７月の調査で『電子契約を採用する予
定はない』と答えた割合は、2019年調査の20.8％か
ら15.1％へと減少。ここからは、電子契約を容認する
考え方も広がっていることが見て取れます。

　電子契約には、印紙税が不要で郵送コストがかから
ず、契約書の改ざんも防ぐことができるなど、さまざ
まなメリットがあります。また、紙の契約書の場合は契
約当事者の押印が必要となりますが、コロナ禍により
リモートワークが進むなか、押印のためだけに出社す
るといった事態もなくすことができます。
　一方で、課題もあります。たとえば、手元に残る紙の
契約書のほうが安心感が強いため、依然として電子契
約を否定する取引先があるということ。その際は、紙
の契約書を発行せざるを得ません。また、電子契約書
は便利な反面、セキュリティ管理や導入のために手間
とコストがかかります。
　メリットとデメリットをどちらもよく理解したうえで
導入を進めたいものです。

で見る経営データ
CHECK 02 
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決算書がなんだか不自然？
チェックすべきポイントはどこか

まずは前期の決算書と見比べて
大きな違いがないか確認

予算と決算の乖離には要注意
誤りはすぐに修正を

決算書は、間違えてしまっても、基本的には遡って修正ができないものです。しかし、間違いが
わかると、銀行から融資を受けるときに不利になる可能性があるなど、注意が必要です。今回
は、決算書を作ったあとで、内容をチェックするポイントをまとめました。

　決算書を見慣れていないと、できあがった決算書の
どこを見ればよいのか迷うかもしれません。そんな時
は、前期の決算書と見比べてみるとよいでしょう。
　まずは、前期に比べて金額が大きすぎるもの、小さ
すぎるものを確認していきます。ただ、前期がイレ
ギュラーな場合もありますので、その場合はさらに
遡ってその前の決算書と比較します。
　ポイントは、なぜこの数字になっているのかという
理由が明確かどうかです。金額に大きな差がある項目
を拾って経理担当者に確認をしたり、月別の会計書類
を見たりすることで理由が判明すれば問題ありませ
ん。しかし、数字の根拠がはっきりしない場合、決算書
に間違いが起きている可能性があります。
　続いて売掛金も確認します。支払日の設定が月末
の場合、売掛金には、1カ月分の売上額とほぼ同程度
の額が計上されることになります。そのため、決算書
に残っている売掛金の額が大きすぎる場合、回収でき
ているのに会計処理がされていない可能性がありま
す。また、逆に少なすぎる場合には、売上が計上され
ていない可能性が考えられます。
　これは、売掛金だけでなく、買掛金や未払金などの
『計上とお金の動きにタイムラグがある』科目のすべ
てに当てはまることで、注意が必要です。

　会社によっては、来期の予算を立てて事業計画を
作るところもあるでしょう。決算書の確認では、あら
かじめ立てた予算と決算の数字に大きく差が生じて
いないかをチェックするのも、間違いを見つけるポ
イントです。
　また、決算の数字には誤りがないものの予算を大
きくオーバーしていた場合は、予算管理ができてい
ないことになります。経営者として、なぜそうなった
のかを追及しなければなりません。逆に、予算よりも
少ない数字で落ちついた場合には、来期の予算はほ
かの部門に投資する方向にしようと考えることもで
きます。
　決算書は経営状況を知るほかに、法人税等や消費
税を正しく申告・納税するための基礎資料にもなり
ます。決算書が間違っていたら、納税額も間違ってい
る可能性があります。納税額に誤りがあることが分
かったら、早急に修正対応をしましょう。
　原則として、決算書の間違いは修正できません。
株式会社の場合、決算書は株主総会で承認を得なけ
ればなりません。そのため、法人税等や消費税の申
告期限後は、基本的に決算書は修正できません。誤
りを正す方法としては、次の会計年度で処理をする
ことになります。
　また、法人税については、正しく計算し直した結果、
納税額が増える場合は修正申告を行います。逆に納
税額が減る場合は、更正の請求を行います。更正の
請求は期限が５年と決まっているため、遅れないよう
に注意しましょう。
　このように、間違った決算書で確定申告をしてしま
うと、あとで煩雑な手続きが必要になります。そうな
らないためにも、ポイントを押さえてしっかり見直す
ことが大切です。

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



従業員の出産に備えて要チェック！
休業のルールや各種給付、手続き

事業主が押さえておきたい
休業取得のルールと各種給付

新たな制度も設けられ
男性も育児参加する社会へ
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従業員に子どもが生まれると、会社は社会保険の手続きや、各種給付を受けるための手続きをす
ることになります。また、昨今は男性の育児休業取得を促進するための新たな制度もできていま
す。今回は、これらの出産・育児関連の労務知識を確認していきましょう。

　まず、従業員の出産に関して押さえておきたいのが、
産前・産後の休業取得についてです。
　労働基準法では、出産の６週間前（多胎妊娠の場合
は14週前）から産前休業を取得することが認められ
ています。産前休業は、従業員の意思に任せられてお
り、会社が取得を強制する必要はありませんので、出
産日直前まで働くことも可能です。一方、出産から６週
間後～８週間後は産後休業期間となり、原則として休
みを取得させなければなりません。ただし、産後６週間
を経過した後は、本人が希望し、医師が就業させても
問題ないと認めた業務については、仕事に復帰させ
ることが認められています。

　出産・育児に関する給付には、健康保険から支給さ
れる『出産手当金』と『出産育児一時金』、雇用保険か
ら支給される『育児休業給付金』があります。
●出産手当金：出産前後の時期に会社を休み、給与を
受けられない場合に、その補填として、１日あたり標準
報酬日額の３分の２が支給されます。
●出産育児一時金：被保険者とその被扶養者が出産
する際に、子ども１人あたり42万円が支給されます。
●育児休業給付金：雇用保険被保険者が育児休業を
取得した場合に受けられる給付です。原則、生後１歳
（一定の要件を満たした場合は最長２歳）に満たない
子を養育するために育児休業をした場合に、要件を満
たすと支給されます。

　なお、産前・産後の休業期間中や育児休業等期間中
は、事業主が年金事務所に申請すれば、社会保険（厚
生年金保険・健康保険）の保険料が、本人および事業
主負担分ともに免除されます。また、従業員が生まれ
た子どもを扶養に入れる場合は、原則、出生後５日以
内に年金事務所に届け出る必要があります。

　近年は、男性の子育て参加や育児休業取得の促進
のため、国がさまざまな施策を行っています。その一
環として、男性も育児休業がとりやすくなるよう、以下
のような新たな制度も設けられています。
【パパ休暇】
　通常は１回しか取得できない育児休業を２回とるこ
とができる制度です。母親の産後休業中（子どもの出
生後、８週間以内）に父親が育児休業を取得・終了すれ
ば、その後もう一度、育児休業を取得できます。
【パパ・ママ育休プラス】
　通常、育児休業は子どもが１歳になるまで取得可能
ですが、父親と母親がどちらも育児休業を取得する場
合、育児休業期間が１年から１年２カ月に延長される制
度です。１人当たりの育休取得可能最大日数（産後休
業含め１年間）は変わりません。
　また、雇用保険から支給される育児休業給付金の
給付率は育児休業開始から６カ月（180日）までは賃
金の67％、その後は50％支給されます。パパ・ママ育
休プラスを使えば、母親６カ月分、父親６カ月分の合計
１年２カ月分は賃金の67％で給付を受けることも可能
になります。

　なお、これらの制度の詳細は、厚生労働省のホーム
ページで確認することができます。従業員の出産・育
児をサポートするためにも、さまざまなルールや手続
き、制度についてよく理解しておくことが肝要です。

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



事業承継をより柔軟かつ円滑に！
信託で事業承継を行う方法

なぜ、事業承継において
信託が活用されているのか
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事業承継信託の具体例と
知っておきたいデメリット

2020年版『中小企業白書』によると、経営者の年代分布では60代以上が過半数を占め、さらに70
代以上の占める割合は年々増加しています。経営者の高齢化が進むなか、課題となるのが事業承
継です。今回は、自社株の『信託』による事業承継についてご紹介します。

　『信託』とは、委託者が受託者に財産を託し、受託者
がその財産の運用・管理を行い、受益者が利益を得る
ことをいいます。近年、高齢となった方の相続対策と
して、『民事信託』と呼ばれる信託契約が普及していま
すが、事業承継においても同様に信託が活用されて
います。そのメリットは、自分が生きている間に財産を
渡したい人に渡すことができる点にあります。

　たとえば、経営者が会社の株を100％保有しており、
長男に後継者になってもらいたいと考えているとしま
す。この場合、少なくとも会社が発行している株式の
うち過半数を長男に渡しておく必要があります。しか
し、生前贈与も遺言書もなく経営者が死亡し、相続人
が複数いる場合、長男が株式の過半数を相続して会
社を承継できる保証はありません。これでは長男以外
の相続人が議決権を行使し、会社に干渉してくるおそ
れがあります。
　しかし、事業承継信託なら、生前に自社株を受託者
に信託しますから、後継者に円滑に株式と経営権を移
すことができます。信託に組み込んだ財産は相続財産
とは隔離されるため、相続が起こっても後継者以外の
相続人に経営に干渉されるリスクがありません。
　また、生前贈与とは異なり、後継者に株式の管理等
を任せながら、現経営者が会社の経営権を握り続け
ることも可能です。そのため、自身の死後だけでなく、
認知症になった場合の備えとしても活用できます。

　このように事業承継信託には、遺言や生前贈与に比
べ、現経営者の意向に沿った柔軟な事業承継を行え
るという大きなメリットがあります。相続や贈与時に揉
めるリスクを回避しながら、後継者として見込んだ人
物に確実に事業承継を行えるのです。

　では、以下のような設定で、実際に事業承継信託を
使った例を見てみましょう。

●委託者（財産を保有していた人）
　現経営者である父親
●受託者（信託契約により実際に財産を管理する人）
　承継者である長男
●受益者（信託契約により利益を得る人）
　現経営者である父親

　信託財産である株式については、議決権行使の『指
図権』と『財産権』を分けて設定できます。通常なら、受
託者である長男に議決権が移りますが、指図権者を
現経営者である父親に設定しておけば、父親が現役
のうちは、議決権の行使について“指図”をすることが
できます。つまり、財産権は長男に引き継ぎながら、実
質的な経営権は父親が握ったままにすることができ
ます。そして、たとえば父親が認知症などにより判断
能力が低下した場合は、受託者である長男に指図権
が移り、長男が議決権を行使することになります。
　さらに、第２受益権を次男や母親などに設定してお
けば、父親の死後、長男が議決権を持ったまま、次男
や母親が株式の配当などを受け取れます。こうするこ
とで、無用な相続トラブルを防ぐこともできます。
　ただし、もちろん事業承継信託にもデメリットはあ
ります。まず、事業承継信託にはいくつかの種類があ
り、それぞれの複雑な仕組みを理解するのは簡単で
はないこと。そして、事業承継信託の認知度は高くは
ないため、周囲の理解を得づらいこともあげられます。
　事業承継信託を活用するなら、自身のニーズに最
も合った方法を選ぶことが大切です。早めに自身の希
望を整理し、検討しておくことが望ましいでしょう。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



他社との違いを出す
USPを効果的に打ち出す方法

成功事例から学ぶ
USPの本質とその効果

大切なのは優位性ではなく独自性
USPを考えるときのヒント
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競合他社に勝つためには、自社の商品やサービスの強みを打ち出し、それを分かりやすく伝える
ことが大切です。そこで今回は、『USP（ユニーク・セリング・プロポジション）』と呼ばれる、自社独
自の強みを生かしたマーケティングの手法を紹介します。

　USPとは、商品やサービスが持っている独自の強み
のことを意味します。USPを打ち出して大成功した例
として有名なのが、ドミノ・ピザでしょう。ドミノ・ピザ
は1960年にアメリカで誕生し、今では世界１位のシェ
アを誇る宅配ピザ・チェーンです。ドミノ・ピザを飛躍
させたのが、『熱々でジューシーな美味しいピザをお
宅まで30分以内にお届けします。間に合わなければ
代金は頂きません』というキャッチコピーでした。
　日本国内でも出されたこの広告は、ドミノ・ピザの
認知度を上げ、企業を大きく発展させました。
ユニーク（特徴）：間に合わなければ代金は頂きません
セリング（強み）：30分以内にお届けします
プロポジション（メリット）：熱々でジューシーな美味し
いピザ

　これは、お客が喜ぶ条件と独自の強みを見事に結
び合わせたUSPといえるでしょう。ドミノ・ピザのUSP
の大きな特徴は、ほかの宅配ピザ会社がやらないこと
を見つけ、大きな差別化に成功した点にあります。　
　ただ闇雲に商品やサービスの特徴だけをピック
アップしたのでは、効果のあるUSPとはいえません。
USPを作る際には、『その特徴は顧客にとってどんな
メリットがあるのか』という視点がとても重要です。
　たとえば、ダイソンには『吸引力が変わらないただ
一つの掃除機』というUSPがあります。紙パックを使
用しないため、パックやフィルタの目詰まりによる吸
引力低下が起きないことを伝え、世界的な大ヒットと
なりました。ダイソンの掃除機は他社に比べると高価
格な場合もありますが、顧客は『吸引力が変わらな
い』というUSPに魅力を感じて購入しています。このよ
うに、USPを考えるときには、顧客がなぜこの商品を
買いたくなるのかという視点が大切なのです。

　コロナ禍で、アパレル業界は大打撃を受けました。
服が売れず、大量に在庫を抱えたのです。そこで注目
されたのが『Rename』というブランドです。Rename
は、他社のブランドやメーカーの余剰在庫を買い取り、
ブランドタグを付け替え、安く販売しているのですが、
Renameの強みはブランドネームではありません。
『廃棄処分されるはずの服を救い、安く販売している』
という新しさにあります。そういったことからもわかる
通り、USPを打ち出すには市場での優位性よりも、独
自性があることがポイントなのです。
　そして、USPを生み出すときに重要なポイントは、
もう一つあります。それは、自社の商品やサービスか
ら『すでにあるUSPを見つける』ということです。その
商品・サービスの強みや他社との違いを把握してい
ない場合、USPになり得るものを作り出すことから始
めなければなりません。それは非常に手間のかかる作
業です。
　しかし、すでに顧客がついているのであれば、顧客
はその商品やサービスのUSPに気がついている可能
性が高いといえます。まずは既存顧客にヒアリングを
重ね、顧客目線から独自の強みや魅力を発見し、それ
をさらに磨いたり、洗練させたりしながらUSPにつな
げていくとよいかもしれません。
　他社と圧倒的な差をつけられるUSPでも、それがあ
ればずっと勝ち続けられるわけではありません。冒頭
で紹介したドミノ・ピザの『30分を超えたらピザが無
料』というUSPも、真似をする企業が続出した結果、ピ
ザを30分以内に配達することは通例となりました。
　独自性を保つためには、USPはすぐに真似されてし
まうことを踏まえ、常に新たなUSPを生み出していく
努力が必要です。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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今、注目を集めている
ソーシャルビジネスとは何？

社会問題を解決し、収益をあげる
ソーシャルビジネス

企業がソーシャルビジネスを
取り入れるメリット

ソーシャルビジネスとは、少子高齢化や貧困などのさまざまな社会的課題を解決
することをミッションとするビジネスです。寄附や行政からの助成などに頼るので
はなく、革新的なビジネスモデルなどにより自力で収益をあげて継続していくこと
に重きを置いている点が、ボランティアなどとは異なります。

　経済産業省によれば、ソーシャルビジネスは『地域
社会の課題解決に向けて、住民、NPO、企業など、さ
まざまな主体が協力しながらビジネスの手法を活用
して取り組む』ものと定義されています。子育て支援
や高齢者等の介護、環境保護、まちづくりなど、行政だ
けでは対応が困難なさまざまな社会問題を『ニーズ』
として捉え、事業化することで解決していきます。これ
により、課題の解決に加えて行政コストの削減や、起
業や雇用が生み出されることによる地域の活性化な
どの好影響が期待されています。
　たとえば株式会社ボーダレス・ジャパンでは、CO2
を排出しない自然エネルギーを使った『ハチドリ電力』、
子ども用品の大型リユースショップでゴミの削減を提
案する『POST＆POST』などの取り組みを行っていま
す。また、株式会社マイファームでは、耕作放棄地を利
用した貸し農園事業などを行っています。
　ソーシャルビジネスは、社会問題を解決するような
事業で収益をあげ、継続的に事業活動を進めていく
ものです。この“ビジネスとして成立していること”が
ソーシャルビジネスの大きな特徴であり、ボランティ
アなどとは異なる点です。なお、NPOはソーシャルビ
ジネスに分類されることが多いですが、運営費を寄附
金などの外部資金に大きく頼っている場合は、これに
は当てはまりません。

　会社がソーシャルビジネスに取り組むメリットとし
ては、対外的評価の向上があげられます。SDGs（持続
可能な開発目標）に取り組むことが世界的に重視され
ているなか、自社の利益を追求するだけの時代は終
わりを迎えようとしています。これからは社会の諸問
題と向き合いながら企業活動をしていくべきですし、
そういった企業は高く評価されるでしょう。その取り組
みが事業化できるなら、喜ばしいことです。　
　また、ソーシャルビジネスを掲げながら、環境汚染
などの問題に対して配慮のない経営を続けることは
難しいものです。そのため、ソーシャルビジネスを取り
入れることは、社内のコスト削減や組織の適正化、従
業員のやりがいの向上などをもたらすでしょう。

　近年では、営利活動を本業としながら、CSR（企業の
社会的責任）活動として、ソーシャルビジネスに取り組
む企業もあるようです。地域社会への貢献として、一
度考えてみてもよいかもしれません。

最近『ソーシャルビジネス』という言葉を聞くことが増えてきました。
ソーシャルビジネスはどのような取り組みで、ボランティアやNPOとは何が違
うのでしょうか。また、自社がソーシャルビジネスに取り組むことには、どのよ
うなメリットがあるのでしょうか。

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

経営なんでもQ&A? !

CHECK 07 
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