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＜今回の内容＞ 

1. うちの会社って、社員に

給与払いすぎてる？

 ...................................... P.1 

2. 利益はなぜ必要か？

 ...................................... P.3 

3. 編集後記 .................. P.4 

第 19号 平成28年9月1日発行 

本業が忙しい経営者のため

に、試算表や決算書を、2割

の知識で8割理解できる簡単

な図を紹介します。何社かの

クライアントに直接説明させ

ていただきましたが、とても好

評でした。せっかくなので、

ニュースレターでシェアさせて

いただきますので、一度決算

書を用意して、じっくり読み進

めてみてください(^_^)b 

うちの会社って、社員に給与払いすぎてる？ 
暑中お見舞い申し上げます 

■ 先日、クライアントからの相談で、 

「先生、ウチの会社の給料はよそと比べてどな

いなん？」 

と言う話題が出てきました。 

具体的な管理会計の相談なので、ここで興味

を持ってもらうことはとても頼もしいことです。 

今回は、「社員の給与をいくらにすればいいの

か？！」という、経営者の素朴な疑問について、その根

拠と一緒に解説しますね。 

是非、手元に決算書を用意して読み進めてもらうと、自

分の会社の状況がどうなっているのかが分かると思いま

す。 

■ いきなりですが、経営者であるあなたに質問です。「従

業員の給与は、どこから支払われますか？」と聞かれた

ら、何て答えますか？ 

実際、先のクライアントに聞いたところ、「売上の中から支

払われるに決まってるやないか」と言われました。 

この答えは、ある意味正しいのですが、厳密に言うと間

違っています（右上の図に、是非決算書の数字を埋めて

いってください）。 

というのも、給与は売上（①）から支払うのではなく、利益

から支払われるものだからです。 

利益といっても決算書の損益計算書には、○○利益や

△△利益などいくつもありますよね。 

人件費は、あくまで会社の経費ですので、「粗利（③）から

支払われています」というのが、今回の説明では正しい

答えだと思います。 

少し会計的な補足説明をしますと、普通、粗利とは通常

の損益計算書の「売上総利益」のことをさしますが、今回

は、変動損益計算書の「限界利益」を使います。 

ただ、変動損益計算書を作っている会社はあまり多くな

いと思いますので、ここは簡便的に、「売上－仕入＝粗
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利」としておきます。 

つまり、ここでいう粗利（③）とは、売上（①）から、売上を

上げるのに「直接」必要なものを引いたものということに

なります。 

粗利（③）は、例えば小売業であれば、売上から商品の

仕入を引いた金額を指しますし、製造業であれば、材料

仕入以外に、売上に正比例して増える外注費の額を引

いた金額になりますね。 

ここで言う、材料仕入などのことを、変動費（②）といいま

す。 

■ 売上（①）から、変動費（②）を引いた金額を、粗利

（③）としておきます（何度も言いますが、ここは、決算書

の売上総損益と異なる可能性があります。そこを知ろうと

すると、２割の知識ではまかなえなくなりますので、税理

士に聞いて下さいね）。 

また、売上（①）に占める粗利（③）の割合のことを、粗利

率といいます。 

計算式としては、「粗利（③）÷売上（①）」になりますね。 

そこから、決算書の損益計算書上の経常利益を、図の利

益（⑦）に転記して下さい。 

次に、粗利（③）から、利益（⑦）を引いた金額が固定費

（④）です。 

固定費（④）とは、売上の増減に左右されない人件費や

経費のことを指します。 

例えば、地代家賃は売上が０円でも同じ金額だけ支払う

のが一般的です。水道光熱費は、確かに多少季節に

よって変動しますが、それはエアコンを使ったりするから

変動するのであって、通常は売上に伴って増減するわけ

ではありません（業種によっては一部例外があります。例

えば、百貨店のテナント代など、地代家賃が歩合制に

なっている業種もあります。他にも、運送業の場合はガソ

リン代も変動費に含まれると思いますので、そういった業

種の場合は、変動費に何を入れるべきか、これも税理士

に相談して下さい）。 

そして、その固定費（④）の中で、特に人件費（⑤）を区別

します。固定費（④）から人件費（⑤）を引いた金額をその

他（⑥）としておきます。 

■ この図から分かるように、人件費（⑤）は、粗利（③）か

ら支払われています。 

そして、この、粗利（③）に占める人件費（⑤）のことを、労

働分配率といいます。 

計算式としては、「人件費（⑤）÷粗利（③）」です。 

この労働分配率で、会社が粗利のうち人件費としてどれ

くらい支払っているかがわかります。 

実際、みなさんが用意している決算書から、労働分配率

を計算してみて下さい。 

何パーセントくらいになりましたでしょうか。 

この率が多いと、会社が従業員に支払う給与が多いとい

えますし、逆にこの率が少ないと、給与が少ないと言い

換えられると思います。 

では、この割合はいくらなら妥当かと言うと、それは一概

にいくらならいいという基準はないように感じます。 

もちろん多ければ多いほど従業員にとっては一見すると

良いことかもしれませんが、逆にその割合が高いせい

で、資金繰りが

悪くなって、会

社が潰れてし

まっては元も子

もありません。 

逆の見方をす

れば、労働分

配率が高いということは、思うように売上を上げられてい

ないということかもしれません。 

労働分配率が低いと、一般的には従業員を安い給与で

働かせていると見えますが、良いように考えると、会社と

して少ない人件費で利益が出やすい体制づくりをしてい

ると言えるかもしれません。 

ですので、一概に何パーセントがいいかとは言えませ

ん。 

ただ、割合がいくらがいいかという質問に対して、「一概

に言えません」という回答ですとあまりにも無責任ですの

で、「基本は50%です。」と答えるようにしています。 

40%だと少ないと言えるし、逆に60%だと、利益が出にくい

体制だともいえると思います。 

何度も言いますが、この40%・50%・60%はあくまで目安で

すので、一般的な比較よりも、社長自身の当初予算や、

前期の実績と比較するのが最も良いことですよね！ 
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■ お金のブロックパズルを使うと、様々なことが分かりま

す。 

次のテーマは、「利益はなぜ必要か」と言うテーマについ

て、このブロックパズルを使って説明したいと思います。 

まず、経営者であるあなたに質問です。 

「会社の利益はなぜ必要なのでしょうか？」 

経営者を強調しているのには意味があります。従業員と

経営者では、利益の考え方に違いがあるからです。 

この利益の考え方に違いがある

のは、立場が違うために仕方が

ありません。 

会社のお金のブロックパズルを、

経営者と従業員が見たときに、立

場が異なるために注目するところ

が違います。 

経営者であるあなたが気になるのは、⑦の利益ですね。

しかし、従業員の立場から言うと、⑦の利益よりも、⑤の

人件費（＝自分の給与）だと思います。 

話を戻しますが、会社の利益はなぜ必要なのでしょうか。 

経営者であるあなたは、会社の利益がなぜ必要か、従業

員に説明できますか？ 

もしかしたら、従業員の方達は、「会社の利益は社長の

ポケットマネー」と考えている人もいるかもしれません。 

実際、いくつかのクライアントで、このお金のブロックパズ

ルの研修をさせていただいた時、従業員からそう答えて

いるかたもいらっしゃいました。 

つまり、利益がなぜ必要かということが、しっかり従業員

に伝わっていないんですね。 

もしかしたら、経営者自身も利益がなぜ必要かを理解で

きていないのかもしれません。 

例えば、お金のブロックパズルを見て、従業員から、 

「社長、この７番の利益を折半しませんか？社長ばっかり

ずるいと思います。」って言われたらどうしますか？ 

おそらく多くの社長は、この利益を単純に折半するような

ことはしませんね。それは、ずるいからではありません

が、従業員は、その理由が分からないかも知れません。 

■ お金のブロックパズルには、続きがあります。 

下の図を参照下さい（１ページ目の図と同じように、決算

書を見ながら数字を埋めていくと分かりやすいと思いま

す）。 

会社を経営している方は、痛いほど分かると思います

が、利益（⑦）からまず税金（⑧）を納める必要がありま

す。法人税の税率はおおよそ30%と言われています。 

利益（⑦）から税金（⑧）を引いた分が、税引後利益（⑨）

です。この辺りは損益計算書の一番下を転記していって

ください。 

税引後利益（⑨）に、その他の固定費（⑥）に含まれてい

る減価償却費（⑩）を足した金額が、現金が増えた額だと

言われています。 

ここに、なぜ減価償却費を足すかは、さすがに簡単に説

明するのが難しいのでさらっといきますが、減価償却費

は、その他の固定費に計上すべき経費ですが、実際は

お金が出ていっていません。そのため、利益（⑦）以上

に、減価償却費（⑩）分だけお金が残るはずなんです。

もっというと、売掛金、買掛金の増減や棚卸などがあると

それによってキャッシュの残も大きく変わりますが、これ

も2割の知識を超えていますので、このニュースレターで

は省略します。興味があれば、是非お問い合わせ下さ

い。 

さらに経営者の悩みのタネである借入金の返済は、ここ

利 益はなぜ必 要か？  

このお金のブロックパズルを自分の会社の決算書を使っ

て、実際に書いてみると、数字が苦手な経営者の方で

も、２割の知識で会社の数字の８割が分かります。とても

便利な図ですので、だまされたと思って一度書いてみてく

ださい！あべきがお伺いしたときに、気軽にお尋ね下さ

い。 
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編 集後記  

 

 

 

税務会計 

行政書士 
事務所 

〒530-0047 大阪市北区西天満5-6-10 

富田町パークビル207号 

TEL：06-6316-3755・FAX：06-6316-3756 

MAIL：info@office-emp.com 

Web：http://www.office-emp.com 

[取扱業務] 

 事業計画、キャッシュフローコ
ンサルティング 

 税務申告・相談・記帳代行 

 税務調査対策 

 法人設立 

 各種セミナー 

 ITコンサルティング、HP作成、

SEO対策など 

■ この前仕事で京都に行きました。大阪も当然暑いんで

すが、京都の暑さにびっくりしました。どこにいても室外機

の前にいるみたいで。だからこそ、夏を涼しく感じる工夫

がそこここにあって、京都の良さを改めて感じました(^-

^)。 

■ 税理士を目指す人にとっての一大イベント、税理士試

験が今年もやってきます。毎年この時期になると、一日

が経つのがものすごく早く感じたことを昨日のことのよう

に思い出します。受験生のみなさん、納得の行く取組

を！ 

- 

から行われます。この返済（⑪）を差し引いた残りが、来

年に繰り越すお金である、繰越金（⑫）になります。 

この繰越金（⑫）が、最終的に残ったお金ですので、ここ

まで理解した従業員から、 

「社長、７番の利益を折半できないのは分かりました。

じゃぁ、この１２番の繰越金は折半しても良いんちゃいま

すか？」 

って言われたら、社長はどう思いますか？ 

さっきの利益の折半よりは受け入れやすいと思います

が、まだその提案を素直に受け入れる社長は多くないと

思います。 

もちろん、一部

は決算賞与とし

て還元する経

営者はたくさん

いますが、社長

と従業員で折

半するという考

え方をする経営者はあまり知りません。 

それは、単にけちなわけではないですが、従業員に伝

わっているかどうかは分かりません。 

このブロックパズルでは、様々なパターンがあります。途

中で借入を起こした場合、大きな設備投資をした場合、

赤字だった場合など、それらの場合であってもこのブロッ

クパズルでビジュアル的に表現するととてもスッキリしま

す。 

■ この繰越金は、当然社長のポケットマネーではありま

せんね(^-^)。何に使われるかというと、 

 万が一のための備え 

 将来の投資のためのお金 

としてプールしておくのが通常です。もっと言うと、社長の

役員報酬すら万が一のための備えとして、個人的にプー

ルしておく経営者も多くいます。 

ここまでのお金の使い方は、わざわざ私が説明しなくて

も、経営者であれば普通に考えて、実行していることだと

思います。 

しかしながら、従業員は、お金のブロックパズルの人件

費（⑤）しか見ていませんので、利益（⑦）がどう使われる

か知らない、興味がない人も少なくないと思います。 

そうでなかったら、利益が社長のポケットマネーと考える

わけがありませんから(^^;)。 

■ このブロックパズルを使ったお金の考え方、一度、社

内で従業員と勉強会をされると、 

「社長がどう考えてお金を使っているのかがよく分かっ

た」 

と、従業員との立場の違いから来る考え方の違いも少し

ずつ解消されると思います。 


