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1 1 利益処分

利益をどのように分配するか。また、内部留保
をどうするか。

講義で説明したとおり、取締役会が利益の分配案を作
成し、株主総会が決定する（出された案の修正もあり
うる）。内部留保は、講義で説明したとおり、資産の
出所・⾦金金額をあらわす概念であり、実際の資産として
は設備や現預⾦金金などの増加に寄与する。

2 2 利益処分
利益の分配で役員報酬というのがありました
が，役員はこれが給料ということですか。それ
ともこれとは別に，給料があるのですか？

⼀一般社員にはボーナスが存在するので，役員報酬とい
うのはそれにあたる？

役員がもらえるのは役員報酬という名前になる。ただ
し，⽉月毎に固定⾦金金額を得，株主総会の議決を経て差額
を得るという場合がほとんど。

1 1 利益処分
役員報酬は株主総会でどのような計算を⾏行行い，
決められるのか？

企業によって計算式も変わっていく。 総会で賛成した⼈人数も関係してくるのかと思う。 講義で説明したとおり，総会は過議決のみ（過半数賛
成で可決）。案は取締役会が作る。どう分配するか，
⾦金金額はいくらにするかは企業，時期によりまちまち。

2 2 利益計算

利益計算など本業と副業を区別するときに、両
⽅方とも同じ額の利益があったり、副業のほうが
利益が多い場合、どうやって区別するのか？

JTなどの会社は本業も副業も同じくらいの利益
だと思う。

⾃自分は利益に関係なく、本業は本業、副業は副業とい
う扱いだと思う。

利益の多寡ではなく、会社の事業⽬目的（メーカーであ
ればものづくり、流通業であれば仕⼊入れた商品の販売
等）にあたるか否かで決まる。例えばメーカーが銀⾏行行
に預けた預⾦金金の⾦金金利は本業による利益ではない。

2 2 利益処分

震災において復興において⼀一部企業が数年にわ
たり利益を得ることになると思われますが、こ
れは当期利益（を出すために加える項⽬目）にあ
たるのでしょうか？

今⽇日の授業においての当期利益の説明。 その年のみ発⽣生した特別事情との事でしたが、その年
ではなく、⻑⾧長期にわたるとはいえ、特別なことである
ため、当期利益（を出すために加える項⽬目）に当たる
と思います。

特別の意味は講義で説明したとおり、通常の事業活動
ではなく、かつ、その年にしか発⽣生しないような事柄
を意味するので、復興需要に対応して商品・サービス
が売れるのなら、通常の収益として考え、営業利益算
出時にに加味される。

0 0 未記⼊入 未記⼊入の場合，ポイントは付与しない。
0 0 未記⼊入 未記⼊入の場合，ポイントは付与しない。
0 0 未記⼊入 未記⼊入の場合，ポイントは付与しない。
0 0 未記⼊入 未記⼊入の場合，ポイントは付与しない。

2 2 負債
負債が100%親会社からということの意味。 まったく知らない。 グループ会社で親会社が安定しているのなら，⼤大丈夫

ではないか。
⼦子会社の経営という意味では質問者の⾒見見解のとおり。

2 2 負債

企業は⽴立立ち上げる時の負債は平均でどれくらい
でしょうか？

直接答える資料を持っていないが，2008年の中⼩小企業
⽩白書によれば，2001年以降に開業した事業者の抽出調
査で，開業・創業時，融資を受けた割合は約4割との
こと。

1 1 負債
負債とは？ 会社がしている借⾦金金。 社会の難しいところ。国も同じようなことをしてい

る。
質問者が述べるとおり，負債とは借⾦金金のこと。社会の
難しいところとは？

1 1 負債

負債とは？ 企業がしている借⾦金金。 資⾦金金を集めるのは⼤大変。国も同じ。 質問者が述べるとおり，負債とは借⾦金金のこと。会社は
借⾦金金が増えれば倒産するのではという悪い噂が⽴立立ち，
収⼊入が減って倒産に⾄至ることもあるが，国は借⾦金金を抱
えても税収という確実な収⼊入があるために簡単に倒産
しないと信じられているという違いがある。

2 2 投資
株を持つことに対するリスクはなんですか？ 市場では常に株の価値が変動している。 持っていることで配当や株の価値が上がることで利益

があると思うが，会社が危なくなったらリスクが⽣生じ
ると思う。

株の価値が０円になり，投資が損失になるかもしれな
いこと。
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2 2 投資

収穫逓増について。
収穫の⼤大きさの差とかある業界でのシェアで⽣生
じるもの？最終的に⼩小企業は⼤大企業に勝てな
い？

業界でのシェアや収益が関わってくることなのはわか
るが，具体的にどのような仕組かが理解出来ない。

収穫逓増とは，たくさん⽣生産や販売するほど利益率が
よくなることで，市場でのシェアではなく，事業のコ
スト構造によって決まる。例えば，⽣生産ノウハウが確
⽴立立している⼯工業製品の製造なら，⼤大量⽣生産するほど1
個あたりの⽣生産コストが下がり，利益率が上がる。詳
しくは後⽇日の講義で。

2 2 投資
どんなに少ない⾦金金額でも株主になれば，権限は
あるのですか？

たくさんお⾦金金を出した⼈人には（与えられる）権限が⼤大
きいと思う。

ある。与えられる権限は株の保有割合に⽐比例した議決
権。

2 2 投資
株式会社の株主になるのはどれくらいの⾦金金額が
必要になるのか。

すごく⾼高額な印象があります。 1単位あたりの株の値段は1円から数億円以上まで
様々。数百円程度の少額投資で買う⽅方法もあるが，安
易に始めずまずは経済や投資の勉強を。

1 1 投資
株主の配当はどれくらいもらえるのですか？ 株主の配当が⾼高額なら，企業が買い戻したほうがいい

気がする。
企業の経営⽅方針やその時の業績でまちまち。⿂魚野が務
めていた某社は，今期15円配当を維持したいとか。

1 1 投資
株主というのは⼀一般的にどのような⼈人がいるの
か。誰でも株主になれるものなのか？

株主の⼈人には優待券などがよく配られている。
⼀一般の⼈人も持っている。

私はどのような⼈人でも株主になく権利を持っていると
思う。

特に規制がない限り，⽇日本では原則誰でもなれる。

2 2 倒産

なぜ会社が倒産するか？ 流動資産が負債より少ない時に倒産が発⽣生す
る。

講義で事例を挙げたとおり、流動資産額が流動負債額
を上回っただけでは倒産しない。あくまでも、返すべ
き借⾦金金を返せず、かつそのことで相⼿手先から裁判所に
倒産⼿手続き開始請求があり、かつ裁判所がそれを認め
た場合などに倒産がおこる。

2 2 棚卸
(棚卸を）毎⽉月⼆二回⾏行行っているが，⼈人件費を使
うだけの価値があるのか？

数量の把握。 上司や経営者に，なぜやっているのか聞いてみては？

2 2 棚卸

棚卸について
⾃自分のバイト先でもやったのですが，在庫の
バーコードを通していっただけですが，同じこ
とですか？

最後に数を合わせてチェックしたので，そのまま同じ
だと思います。

数をチェックし，記録するまでがまさに実地棚卸の作
業の⼀一部。

2 2 棚卸
棚卸を⾏行行わない会社はあるのか？ ⾃自分が知っている限り，棚卸を⾏行行わなければな

らない。
縦卸をしなくても資産を把握している場合，⾏行行わなく
ても良い。

「モノ」を扱わない事業者（例えば教師，弁護⼠士など
のサービス業）なら不要。

1 1 棚卸
実地棚卸と帳簿棚卸の違い 講義で説明したとおり、実在庫の数を調べるのか、帳

簿上の在庫数を採⽤用するかの違い。

1 1 棚卸
１年間での棚卸の回数 私のアルバイトでは年に⼆二回の棚卸をする。 どの企業でも⼆二回と決まっていると思われる。 少なくとも年１回（上場会社なら四半期ごと）。企業

によっては毎⽉月・毎⽇日やっているところもある。

1 1 棚卸
棚卸とは？ 在庫として保有している原材料製品の数を把握

する。
数を数えるのが⼤大変。バイトは結構適当。 在庫品の数を調べ，いったいどれだけのお⾦金金を在庫と

いう形で眠らせているかを調べること。

1 1 税

４割の税⾦金金（法⼈人税のこと：⿂魚野注）はどのよ
うに使われるのですか？

その他の税収などと合算され，国の借⾦金金の返済，社会
保障費（医療，年⾦金金）で約半分。地⽅方⾃自治体への交付
が約2割，公共⼯工事，教育，防衛で合わせて2割くら
い。



2011.04.20 大同大学 工業経営概論(02) 質問一覧
(第１回は質問票システムを実施せず）

K. Uono

Kentaro.Uono@nifty.com -3/7 http://www.kuono.net/  http://www.facebook.com/kuono/

今回 累積 分類 質問事項 知っていること 質問者の⾒見見解 ⿂魚野の⾒見見解

2 2 就職活動

求⼈人票等に書いてある資本⾦金金だけの⾦金金額ではそ
の会社の良し悪しはわからないということです
かね？

働く⼈人の⼈人数や抱えている負債の割合なども吟味する
必要がある。

⼈人数よりも，定着率や表情（いきいきと仕事をしてい
るか）が⼤大事。負債額は教えてくれないと思う。良い
会社を⾒見見分けるポイントはトイレや現場がきれいで整
理整頓されているか。

1 1 ⾃自動⾞車車産業

現在のトヨタの株を買うと利益につながります
か？

現在震災によってトヨタの経営が傾いているように思
えますが、ああいった⼤大企業がつぶれることは滅多に
なく、いずれは確実に売り上げが伸び始めると思うの
で、利益につながるのではないかと考えます。

株価についてはわからない。講義で述べたとおり、今
回の震災で⽣生産が⽌止まってもトヨタ⾃自体は経営が傾く
というには程遠い。トヨタ経営陣の危機意識は、海外
で韓国メーカーなどが台頭していることや、電気⾃自動
⾞車車の普及によって⾃自動⾞車車産業のあり⽅方が根本から変わ
ることにどう対応するかなどに向けられている。

1 1 ⾃自⼰己啓発
⽇日本が今必要とする⼈人財とはどんな⼈人財です
か？

外国⼈人労働者よりも⾼高い能⼒力力，知識レベルを持ち，⾃自
分で考えて⾏行行動できる⼈人材だと思います。

能⼒力力，知識は同等でも構わないと思う。⾏行行動⼒力力につい
ては同意⾒見見。出来ればコミュニケーション⼒力力，創造⼒力力
を⾝身につけたい。

2 2 時事

福島原発で問題になった東京電⼒力力の将来。
多額の負債なのになぜ⻑⾧長い期間かけて返さない
のか。国が補償するということは、国⺠民の税⾦金金
が使われる。今回被害を受けたのは国⺠民なのに
なぜさらに負担を増やしてしまうのか。

賠償⾦金金など合わせると何兆円にもなるので、⾜足
りない分を国が補償することになる。

なんの落ち度もなく原発事故により⼤大きな損害を被っ
ている⼈人たちに，東電が潰れるかもしれないから補償
の⽀支払は待ってくれということが正義にかなっている
かどうかの問題。国が補償⾦金金を補填する理由は、１）
電⼒力力会社を簡単につぶすわけにいかない、２）原⼦子⼒力力
政策は国が推進してきた、３）法律であらかじめそう
決めてある、の３点。税⾦金金がつかわれる（かどうかは
現時点では未定だが）のは、国の政策は、国⺠民が選ん
だ国会議員が決めてきたことであり、すなわちつきつ
めれば国が⾏行行ってきたことは国⺠民が責任を負うべきこ
とだから。また，東電が⽀支払うのは負債ではなく、賠
償⾦金金（費⽤用）。

1 1 時事

東京電⼒力力が地震の影響で物価（株価の意？：⿂魚
野注）がかなり下がったときに株を購⼊入して物
価が戻ったときに売るのは利益が出せる確率は
⾼高いですか？

・電⼒力力会社は配当の割合が⾼高めだし、つぶれることは
ないと思ったので質問してみました。
・私は東京電⼒力力の株価は戻ると思います。

いずれともいいがたい。経営⾯面では、補償問題、事故
原発の廃炉、代替発電施設の準備、燃料購⼊入などで、
多額の費⽤用が⻑⾧長年にわたって発⽣生するのは明らか。国
有化という話もないわけではない（国有化の場合、株
は安定経営していた頃の値段で買い取ってもらうこと
は難しいだろう）。

2 2 資本⾦金金

資本⾦金金の多い会社と少ない会社の⻑⾧長所は？他に
企業調べで⾒見見ておいたほうが良い欄はあります
か？

資本⾦金金が多いところだと設備が多い。資本⾦金金が少ない
ところは⾃自由がきく。

資本⾦金金が多い＝⾚赤字に耐えられる。資本⾦金金が少ないが
業績が良い＝資本を効率よく利益に換えている。財務
諸表よりもしっかり⾒見見ておきたいのは、働いている⼈人
達の姿や職場の整理整頓の状況。財務諸表は過去の反
映、⼈人が未来をつくりだす。

2 2 資産
固定資産はアルバイトでも増やせるのか？ま
た，どうやって増えていくのか？

⼀一年以内に現⾦金金化しないもの。 固定貯⾦金金が固定資産になるとおもう。 ⾃自転⾞車車や⾃自動⾞車車，パソコン，机，本棚など，何かしら
⻑⾧長期に使うものを購⼊入しているのでは？
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2 2 資産

資産の中に株は⼊入るのですか？ 企業は⾃自分の会社の株を、会社が買収されないように
保有すると聞きます。株は⾦金金券のようなものだと思っ
ているので、資産になるのかなと思っています。

⼊入る。例えば、⼦子会社の株など⻑⾧長期保有⽬目的の株は固
定資産、売買が⽬目的の短期保有株式は流動資産として
扱う。株（式）は、講義で説明したとおり、出資者と
しての権利を表すもので、取引価値が変動するゆえ、
⾦金金券とは異なる。

2 2 資産
⽝犬の⽑毛を刈る仕事は流動資産をどのように計算
するのか？，

実家がその仕事をしている。 予約が⼊入っていれば，その分が流動資産になる。 予約が⼊入っているだけでは資産は増えない。もう⽑毛を
刈ってあげて，⽀支払いを待ってあげているなら，その
分，売掛⾦金金という流動資産が増える。

2 2 資産
流動資産が固定資産になることがあるのか。 流動資産は1年以内に現⾦金金になりそうな資産。

固定資産は⼀一年以内に現⾦金金化しない物。
ならないと思う。そんなものが⾃自分の中で思いつかな
いから。

ある。売買⽬目的で保有していた有価証券（株など）
を，⻑⾧長期保有に切り替えた場合。

1 1 資産
無形固定資産にはどのようなものがあります
か？

何も。 特許権など保有している知的財産権や借地権など契約
上の権利などを⾦金金額に評価したものがある。

1 1 資産
最後の2種類以外の資産のやりとりはありませ
んか？

なし 数種類あるとおもう。 最後の2種類という記述の内容が分かりかねるが，資
産の種類は⼤大きくは流動資産，固定資産，繰延資産の
三種類。

1 1 資産
資産について、過去と現在の考え⽅方の違い。 「過去」がどれくらい前を指すのか、具体的でなく、

答えられない。

1 1 資産
資産にはどんなものがあるのか。 流動資産...⼀一年以内に現⾦金金になりうる資産。現

預⾦金金。
固定資産...⼀一年以内に現⾦金金化しないもの。

現預⾦金金，売掛⾦金金（うりかけきん；まだ回収出来ていな
い代⾦金金），たな卸資産（在庫の商品，原材料など），
⼟土地建物，機械設備，有価証券，…..

2 2 講義
スクリーン投影内容で書けなかったところは時
間外で教えてもらえますか？

はい。ただし，⿂魚野は⾮非常勤であり，オフィスアワー
はない。講義後か，メールなどで。

2 2 講義

⼯工業経営概論を学んでどのようなことが経営で
きるのか。

全くわからない。 普通の経営とあまりかわらない気がする。 経営は経営者が何を学んだかではなく，学んだことを
どう活かすかが鍵であり，成果は受講者次第。もちろ
ん講師としては学ぼう，活⽤用しようと思ってもらえる
よう最⼤大限努⼒力力をする。ちなみに⼯工業経営も普通の経
営である。

2 2 講義
「もしドラ」って読んだら授業の内容はわかり
やすくなりますか？

経営，マネージングのことが書いてある。 前々から少し気になったので，読んでみたいと思って
います。

なる。是⾮非，感想や得られた教訓，どんな決意表明を
したいかを聞かせてほしい。

1 1 講義
もう少しスクリーンの画⾯面を写してほしい。早
くてプリントに写していて話を聴くことが疎か
になりがちになってしまいます。

講義で説明したとおり，話を聞きながら要点を書き取
る訓練として頑張ってほしい。わからなければその場
で質問を。どうしてもというなら，講義後に依頼を。

1 1 講義
プリントに書き写せなくて⼤大変だった。 講義で説明したとおり，話を聞きながら要点を書き取

る訓練として頑張ってほしい。わからなければその場
で質問を。どうしてもというなら，講義後に依頼を。

1 1 講義
スライド（のめくりのスピード）が速くて書けなかっ
たです。

講義で説明したとおり，話を聞きながら要点を書き取
る訓練として頑張ってほしい。わからなければその場
で質問を。どうしてもというなら，講義後に依頼を。
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1 1 講義
スライド（のめくりの速度）が速くてプリントに書き
写せなかった。

講義で説明したとおり，話を聞きながら要点を書き取
る訓練として頑張ってほしい。わからなければその場
で質問を。どうしてもというなら，講義後に依頼を。

2 2 決算
棚卸セールは利益になっているのか？ 棚卸セールはお店の在庫整理の為にやっている

と思っていた。
棚卸セールに今⽇日聞いたような理由があったなんて知
りませんでした。棚卸セールが利益になっているなら
どれくらいなのか知りたいです。

⿊黒字になることも⾚赤字になることもある。どちらにな
るかは、売れた数量、つけた値段、かけた費⽤用などに
よってまちまち。

2 2 経済

株のストップ安って何ですか？ 全然分かりません。 買わせ（為替の意？：⿂魚野注）などいろいろあり，取
引できないこと。

投資家保護のために株式市場では株価の許容変動幅が
決められており，その下限に達するとそれ以上値段が
下がらなくなる。ストップ安とはこの下限の値段のこ
とをいう。

2 2 経済

リーマンショック前の利益の配分については話
していましたが、それ以降はどういう傾向なの
ですか？

代替の企業は利益が落ちた。 利益がおちた企業が多いと思うので、配当や役員報酬
は少なくなったと思う。

⼤大企業は安定配当を尊ぶ企業が多く、内部留保や役員
報酬を削って配当を維持する例をよく⽿耳にする。中⼩小
企業は財務体質改善の為、役員報酬や配当を削ってで
も内部留保を確保しようとする例をよく聞く。

2 2 経済
どの分野が利益率がよいか？ 平均値をとると、製造業＞流通業、サービス業＞農林

漁業。

1 1 経済
中国バブルは崩壊するのでしょうか？ 経済の専⾨門家は「いずれ」という⾒見見解を（述べ

るのを）聞いたりする。
そのうち崩壊し，⽇日本経済にも影響が出てくると思
う。

すべてのバブルは崩壊する。問題は，時期や崩壊規
模。

1 1 経済
地震においての経済への影響は今後どれくらい
続くと思いますか？

夏あたりまでかと。 成⻑⾧長率がマイナスになるのはこの夏までという意⾒見見が
多いようだ。

1 1 経済

原発の事故で⽇日本経済はどうなるか？ ⾵風評被害で物が売れない。 ⼤大不況が来ると思う。 このまま放射性物質の⼤大放出を押さえ込み続けること
が出来れば、経済的な影響は致命的にはならないので
は。理由は、経済的な⾯面で⽇日本全体に対して北関東か
ら東北にかけての地域が持つ影響⼒力力がもともと⼩小さい
から。ただし、近隣住⺠民や事業者にとっては死活問題
がすでに発⽣生していることを忘れてはならない。

2 2 経営分析
同じ分野、同等の規模で、利益にだんだん差が
出てくるのはなぜでしょうか？

パソコンや携帯の分野で伸びる企業とそれに
伴って縮⼩小する企業が出る。

性能差、購買⼒力力（マーケティング)。 規模の⼤大⼩小は、消費者が購⼊入を決める際に参考にする
基準のひとつにすぎないから。

1 1 経営分析
固定負債より流動負債のほうが額が多いのか？ 流動負債は１年で返すので、固定負債のほうが少ない

と思う。
⼀一概には⾔言えず、どのような返済計画で借り⼊入れをし
たか、実際にどのように返済してきたかによる。

2 2 経営
業種によって流動負債と固定負債の割合に違い
があるんですか？

今⽇日話を聞いて，業種によっては負債がおおい
のにやっていける会社があることが分かった。

負債が多いのにやっていけるということはやっていけ
ないところもあるわけなので。やはり違いがあるので
はないかと思った

業種よりは，成⻑⾧長ステージによる影響が⼤大きいと思
う。急成⻑⾧長している会社は資⾦金金が必要なため，固定負
債の割合が多くなる場合が多い。

2 2 経営
会社経営の際に必要な書類は？（事業を起こ
す）

定款，役員名簿などが必要（登記，つまり国に登録す
る必要があるため）。

2 2 経営
会社を経営する際に最低どのくらいの資産が必
要か。

事業により様々。かつては法律の定めで300万円から
1000万円以上を準備したが，今はいくらでもよく，中
にはパソコン1台で起業するという⼈人も。
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2 2 経営

津波によって全て流されてしまった会社はどう
なってしまうのか？

設備がなくなり，⼟土地も危険な場所なので売れないと
思う。

個別の事業者により廃業，再出発の決断は様々。会社
は設備，⼟土地という資産そのものではなく，事業を⾏行行
おうという⼈人（の集まり）であり，どのような意志を
持ち，何をするかが⼤大切。⽀支援策，資産はその次に問
題になる。

2 2 経営
ベンチやー企業のあり⽅方
ほとんど負債で安定した経営ができるのか？

ケースバイケース。想定通り売上が上がれば，負債の
多寡は問題にならないだろう。

1 1 経営
負債が多い会社は利益を多くあげられますか？
負債が多い会社は⻑⾧長続きしますか？

やりようによっては可能。ただし，負債が多いと利益
を出しにくくなる。

1 1 感想
利益でもいろんな利益があって，覚えるのに⼤大変だと
思った。

聞きなれないので⼤大変だと思うかもしれないが，覚え
ておくと，社会⼈人としての活動で役⽴立立つだろう。

1 1 感想
BSとPLのことが最初はよくわからなかったが，今回の
授業でわかりました。

誰かに説明してみよう。より理解が深まる。

1 1 感想
新株予約権付きの社債は両⽅方の⽋欠点を補ったすごいも
のだと思う。

どんなものにも表裏がある。債権者に有利なら債務者
に不利，逆もまたしかり。

1 1 感想
会社の経営におけるいろいろな資産や負債の種類と役
割について分かった。

純資産の意味がわかると，更に⼀一歩前に進めるね。

2 2 会社
株式会社と有限会社の違いはなんですか？ 何も知りません。 かつては設⽴立立時の資本⾦金金の最低⾦金金額などで違っていた

（株式会社１０００万円，有限会社３００万円）。今
は制度が⼀一本化されたため，違いは名前のみ。

2 2 会社
株主総会に出る株主はだいたい何割ほどの株を
持つ必要があるのか？

株主と⾔言っても株を売り買いしてお⾦金金を得る⼈人
もいるから，（出席する）⼈人数は多くない。

全体の株の2-3割を持っているか，上位何⼈人かで総会
を開くのではないかと考えています。

1単位以上の株を持っていれば誰でも出席でき，議決
権を⾏行行使できる権利がある。

2 2 会社

会社が倒産するとはどういうことでしょう。 ⾚赤字を計上している会社の話はよく聞きますが，すべ
ては倒産することはないようです。どういう経緯で倒
産に⾄至るのでしょう。

倒産とは，⽀支払うべきお⾦金金が⽀支払えなくなった会社に
ついて，資産を整理するなどの法律に則った対応⼿手続
きのこと。倒産は，会社⾃自ら，あるいはお⾦金金を⽀支払っ
てもらえなかった相⼿手が裁判所に申し⽴立立てを⾏行行うこと
で始まる。

1 1 会社
⾃自営業等の個⼈人営業の⽅方法について 個⼈人営業の何が聞きたい？広告宣伝であれば，ネット

や実⽣生活での活動でブランドを確⽴立立することや知⼈人や
顧客に推薦してもらうなど。

1 1 会社

株主は社⻑⾧長よりも権⼒力力を持っているのか？ 株主...資本を貸している（貸しているのではな
く，だしている。⿂魚野注）。株を持っている。
（以）前，テレビでタバコ（会社）の株主総会
の場⾯面を⾒見見たことがあります。タバコが値上が
りするときで，副社⻑⾧長にかなり⽂文句を⾔言ってい
ました。

持っている。なにしろ取締役を解任できるのだから
（社⻑⾧長は基本的に取締役の⼀一員である）。ただし，
個々の株主についてみると，株主の権利は所有してい
る株式の割合によって決まるので，持っている株式の
量が少なければ，その株主の意⾒見見が通ることはまれ。

1 1 会社

資本⾦金金について詳しく教えてほしい。 資本⾦金金には借⾦金金も含まれる。 資本⾦金金は企業の財産で，その中には借⾦金金も含まれる。 資本⾦金金とは出資者が，会社の運営のために出資したお
⾦金金の⾦金金額のこと。資本⾦金金は純資産であり，総資産額か
ら借⾦金金の額を引いて残った⾦金金額に含まれ，借⾦金金は含ま
ない。
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1 1 会社
株主はすべての権限を持っているのか？（過半
数以上の場合）

株主は過半数の票で意⾒見見が通る。 会社の社⻑⾧長は権限があまり無いと思う。 会社を構成する組織の中ではその通り。社⻑⾧長（取締
役）の権限は，株主の⽀支持を得ている限り，⽇日常活動
上の権限は最も強い。

2 2 会計
経常利益は会社の中にある⾃自販機の売上などに
よる利益も含まれるのか？

含まれる。

2 2 会計
福島原⼦子⼒力力発電所は廃炉にするなどしても⼟土地
として資産にカウントされるんですか？

放射線を発する汚染物質が海に流れている 放射線量が基準値より⾼高いので資産にはならないと思
う。

価値がない資産でも保有し続ける場合，値段が１円の
資産として処理することが多い。

2 2 会計

流動資産が流動負債と固定負債が同じで固定負
債を借り続けると、流動資産より多くならない
のか？

ならない。理由は、⾦金金利は「費⽤用」として扱うので、
借りているだけなら負債額は増えないだけでなく、実
際の借り⼊入れでは、⼀一括返済でなければ借り⼊入れてか
ら⼀一定期間経過後、⾦金金利や元本（がんぽん）の返済が
始まるので、時間がたてばお⾦金金を返済し始め、元本の
額は減っていっているはずだから。

2 2 会計

負債をしないと税⾦金金を多く取られるって本当で
すか？

多く取られると思います。 全く嘘というわけではないが，節税のために必要のな
い負債を抱えるのはムダ。法⼈人税は利益にかかるが，
利益は売上ー費⽤用であって，負債の額とは関係ない。
ただし，利⼦子の⽀支払いは費⽤用なので，負債が多ければ
わずかに税⾦金金が安くなる。

2 2 会計
流動資産＞流動負債なら差が⼤大きいほど成⻑⾧長し
ている企業ということか？

固定資産は⼤大きな価値があるが，経営で⼤大きな利益を
出さないと⼤大きく進展することは難しいと思った。

成⻑⾧長しているかどうかは売上⾼高や利益の伸びで⾒見見る。
流動資産＞流動負債なら，成⻑⾧長するための⼒力力があると
いうこと。

1 1 会計
BSとPLがなかった企業はどうなりますか？ BSとPLがなければ、経営状況などが把握できない。 BS,PLがないということは納税額も算出できないとい

うことであり、基本的には存続できない。

2 2 その他
企業が起こした事件について、企業が賠償を払
えない場合、倒産ですか？⼜又、インフラ関係の
場合は（不⾜足分を）国が負担するのですか？

（原発事故による補償については）税⾦金金から捻出する
ということが出ていると思います。

倒産すると賠償⾦金金が⽀支払われない可能性が⾼高くなって
しまうので、例えば分割して⽀支払うようにするなどの
条件交渉が⾏行行われる（公害企業に先例有り）。


