
第４章 簿 記 上 の 現 金

商品の売買代金を決済する場合、現金だけでなく、「小切手」や「約束手形」などが利用され

ます。また、簿記では、紙幣や貨幣などの通貨だけでなく、「他人振出の小切手」、「郵便為替

証書」、あるいは「配当金領収書」なども「現金勘定」で処理します。

１． 現金の範囲

簿記では、通貨だけでなく、以下のような通貨代用証券も「現金勘定」で処理します。

(1) 紙幣、硬貨などの通貨

(2) 他人振出の小切手

(3) 預金小切手、送金小切手

(4) 郵便為替証書

(5) 利益配当金領収書

(6) 支払期日の到来した公社債の利札

(7) 振替貯金払出証書

(8) 預金手形、送金手形など

２． 他人振出の小切手

現金通貨には盗難のリスクがありますし、支払う度に金額を数えるのも煩雑なため、現金通貨

によらずに、小切手を利用した取引が広く利用されています。

小切手は商売人であっても、誰でもが振り出せるというわけではなく、銀行と当座勘定取引契

約を結んで、当座預金口座を開設しておく必要があります。銀行の信用調査をパスして、当座預

金口座が開設できた場合は、銀行から小切手帳を購入して小切手を利用できるようになります。

販売 小切手を振り出して

50,000円 支払うわ！

(株 )Ｆ牧場 (株 )Ｉ牛乳

ＡＫＢ１２３４
小 切 手

ＡＫＢ１２３４ 東京 1301

支払地 東京都新宿区 0007-003
振
出 平成2×年６月16日 株式会社 星空銀行 本店
日

印
金 金額 ￥ 50,000 ※

\ 5 0 0 0 0
額 上記金額をこの小切手と引換えに

持参人へお支払い下さい

渡
し (株) Ｆ牧場
先 拒絶証書不要

振出日 平成2×年６月16日

摘 株式会社 Ｉ牛乳
仕入代金の支払い 振出地 東京都 振出人

要 代表取締役 牛乳 花子印

振出人の控えになる部分 こちらを切り離して、(株)Ｆ牧場に渡します。

※ 支払地の星空銀行本店は、振出人（＝お金を払う側＝Ｉ牛乳）が当座預金口座を設定している

銀行で、この口座から５万円が引き落とされます。

小切手



第４章 簿記上の現金 Ｐ０２

２－１ 取引の流れと仕訳

(1) 星空銀行本店にて当座勘定取引契約を締結し、
当座勘定契約

現金 200,000円を当座預金口座に預け入れた。

当座預金口座へ 借方科目 金 額 貸方科目 金 額
(株 )Ｉ 行銀空星乳牛

預入れ

当座預金口座は決済専用の預金口座で、利息が全くつかない無利息預金になります。また、

当座預金には、普通預金のような通帳もなく、銀行から取引明細書（当座勘定照合表）が毎

月、送付される仕組みになっています。

(2) Ｉ牛乳は、Ｆ牧場から牛乳を仕入れ、代金として小切手 50,000円を振出して支払った。

販売 小切手を振り出して

５万円 支払うわ！

(株 )Ｆ牧場 (株 )Ｉ牛乳

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

借方科目 金 額 貸方科目 金 額 借方科目 金 額 貸方科目 金 額

Ｆ牧場は、小切手を受け取っただけで、通 Ｉ牛乳は、小切手を振り出しただけで、

貨としての現金は手にしていませんが、簿記 当座預金口座から５万円が引き落とされた

では、この時点で「現金勘定」で処理します。 わけではありませんが、この時点で「当座

預金勘定」を減額します。

(3) Ｆ牧場は、直ちに、自社の取引銀行Ｆに小

切手を持参し、取立依頼した。

取立依頼
(株)Ｆ牧場の

取引銀行Ｆ

(株 )Ｆ牧場の仕訳

仕 訳 な し

(4) 無事決済され、Ｆ牧場の当座預金口座に (4) Ｉ牛乳の当座預金口座から50,000円が引

50,000円が入金された旨の通知を取引銀行Ｆ き落とされた旨の通知を星空銀行から受け

から受けた。 た。

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

仕 訳 な し

小切手

小切手
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受け取った小切手は、原則としてどこの銀行に持ち込んでも構いませんが、振出日を含めて

11日以内に銀行に呈示する必要があります。小切手と入金してもらう銀行口座の通帳を銀行窓

口に呈示して、手続きを行えば、その日を含めて３営業日後に、自分の口座に入金されます。

この場合、小切手の右上に記載してある手形交換所の管轄内の銀行であれば、手数料は不要で

す。また、支払地となっている星空銀行本店に直接持ち込むことができれば、手数料不要でそ

の場で資金化できます。

２－２ 小切手の種類

線引きは、表面であれば、どこであっても、
線引の意味

〔線引小切手〕 誰が行ってもよい。

ＡＫＢ１２３４
小 切 手

東京 1301

支払地 東京都新宿区 0007-003

印 株式会社 星空銀行 本店

金額 ￥ 50,000 ※

上記金額をこの小切手と引換えに

持参人へお支払い下さい
所持人の持込先

拒絶証書不要 イ．星空銀行が取引銀行で
振出日 平成2×年６月16日

株式会社 Ｉ牛乳 あれば、星空銀行へ
振出地 東京都 振出人

代表取締役 牛乳 花子印
ロ．イ以外の場合は、自分

の取引銀行へ

１ページ目の小切手は、どこの銀行でも資金化できますが、上にあるような、二重線が引いて

ある場合（一般線引小切手）、上記①②のような規制があることから、Ｆ牧場は、自己の取引銀

行がたまたま星空銀行であれば同銀行に小切手を持ち込んで資金化できますが、そうでなければ、

Ｆ牧場の取引銀行に小切手を呈示して、後日入金してもらうことになります。また、二重線の間

に、特定の銀行名が記載されている場合（特定線引小切手）、星空銀行は、その特定の銀行にし

か支払うことができないため、所持人はその特定の銀行を取引先としていなければなりません。

従って、線引小切手とすることによって、少なくとも銀行の取引先でなければ資金化できない

ことになり、盗難等による損失リスクを軽減することができます。

〔記名式小切手〕

ＡＫＢ１２３４
小 切 手

東京 1301

支払地 東京都新宿区 0007-003

印 株式会社 星空銀行 本店

金額 ￥ 50,000 ※

上記金額をこの小切手と引換えに Ｆ牧場殿
持参人へお支払い下さい○印

拒絶証書不要

振出日 平成2×年６月16日

株式会社 Ｉ牛乳
振出地 東京都 振出人

代表取締役 牛乳 花子○印

小切手の安全性を高めるために、受取人を限定する方法もあります。金額欄の下に小さな文字

で印刷されている「持参人」という文字を横線で抹消して、その代わりに「Ｆ牧場殿」という文

字を書き加えます。このような小切手を「記名式小切手」といい、原則としてＦ牧場だけがこの

小切手を利用して資金化できることになります。

① 支払人である星空銀行は、

自行の取引先か銀行にしか

支払ってはならない。

② 取立依頼を受けた銀行も、

自行の取引先からしか線引

小切手を受け取ってはなら

ない。
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２－３ 小切手の譲渡

他人振出小切手の所持人は小切手を譲渡して支払にあてることができます。

Ｆ牧場は、家賃 70,000円の支払いのため、Ｉ牛乳振出の小切手 50,000円を家主に譲渡し、

残額を現金で支払った。

）方貸（）方借（

参考 ～ 他人振出小切手はどのような方法で譲渡するのか？

１． 小切手の表面に「この小切手と引替えに持参人にお支払い下さい」、又は「○○殿また

はその持参人にお支払い下さい」とある場合は、小切手を交付するだけでよい。ほとんど

の小切手がこの持参人払式、又は選択持参人払式によっています。

２． 小切手の表面に「○○殿にお支払い下さい」、又は「○○殿またはその指図人にお支払

い下さい」とある場合（記名式又は指図式）は、小切手の裏面に署名捺印した上で譲渡し

ます。

２－４ 小切手を利用した仕訳問題

(1) Ｆ牧場は、備品 50,000円の購入のため、雑貨店Ｚに小切手 50,000円を振り出した。

（借方） 備 品 50,000 （貸方）

(2) Ｆ牧場は、備品 50,000円の購入のため、Ｉ牛乳振出の小切手 50,000円を交付した。

（借方） 備 品 50,000 （貸方）

(3) Ｆ牧場は、牛乳 50,000円を販売し、Ｉ牛乳振出の小切手 50,000円を受け取った。

上売）方貸（）方借（ 50,000

(4) Ｆ牧場は、Ｉ牛乳に牛乳 50,000円を販売し、Ｉ牛乳振出の小切手 50,000円を受け取り、直

ちに当座預金に預け入れた。

上売）方貸（）方借（ 50,000

(5) Ｆ牧場は、Ｉ牛乳に牛乳 50,000円を販売し、Ｆ牧場振出の小切手 50,000円を受け取った。

上売）方貸（）方借（ 50,000

備品販売 ５万円 牛乳販売 ５万円

① Ｆ牧場振出小切手 ③ Ｆ牧場振出小切手

雑貨店Ｚ Ｉ場牧Ｆ 牛乳

② 雑貨店ＺはＩ牛乳から牛乳を購入し、Ｆ牧場振出小切手で代金を支払った。
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３． 預金小切手と送金小切手

当座預金口座を開設していなくても振り出せる小切手があります。「預金小切手（自己宛小切

手）」と「送金小切手」です。これらの小切手も他の小切手と同様に「現金勘定」で処理します。

〔預金小切手〕

(1) Ａさんは、土地の頭金 300万円を業者 Ａ 預入れ 300万円 Ａ

Ｂに支払うために、Ａ銀行に 300万円を 銀さ

預入れてＡ銀行を支払人（名宛人）とす 行ん

る小切手を振り出してもらう。

(2) その預金小切手（自己宛小切手）を業 Ａ 手渡し 業

者Ｂに渡す。 者さ

Ｂん

(3) 業者Ｂは、受け取った小切手を自分の
ＡＢ

取引銀行Ｂに持ち込み、取立依頼し、後
銀銀

日入金してもらう。 300万円 300万円 行行

〔預金小切手〕 自己宛小切手

ＡＫＢ１２３４
小 切 手

東京 1301

支払地 東京都板橋区 0007-003

印 株式会社 Ａ銀行 板橋支店

金額 ￥ 3,000,000 ※

上記金額をこの小切手と引換えに 業者Ｂ殿
持参人へお支払い下さい○印

拒絶証書不要

振出日 平成2×年10月10日

株式会社 Ａ銀行
振出地 東京都板橋区 振出人

支店長 星原 太郎○印

〔送金小切手〕 ほとんど利用されていません。

(1) Ａ社は、遠隔地にあるＢ社に対する送 Ｂ
預入れ 300万円

金を行うため、Ｂ社の取引銀行Ｂに 300 銀Ａ

万円預け入れ、Ｂ銀行振出の小切手を作 行社

ってもらう。

(2) その小切手を遠隔地にあるＢ社に郵送
郵送 Ｂ

する。 Ａ
社

社

(3) Ｂ社は、郵送されてきたＢ銀行振出し 預金 300万円 Ｂ
Ｂ

の小切手を自分の取引銀行Ｂに持ち込み、 銀
社

Ｂ銀行から 300万円の支払いを受ける。 行

小切手

小切手

小切手

預金と同額の小切手どうぞ

土地の頭金を払いたい

小切手

小切手

小切手

小切手
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４． 郵便為替証書

郵便為替は、郵便局を利用した送金方法です。郵便局で、現金と引換えに郵便為替証書を発行

してもらい、これを普通郵便で送金先に郵送します。受け取った相手先は、郵便為替証書を郵便

局で現金化します。

普 通 為 替 証 書

指定受取人

(株) Ｆ牧場
おなまえ

様

この証書をお受取人に送られる際は、必ずお受取人のおなまえをご記入ください。

号記店行発日月年行発

※50,000 円 番号 12345 678900
2X-06-10 01234

平成2X年12月09日までに上記金額をゆうちょ銀行の本支店等でお受け取りください。

上記の金額を受け取りました。 収入

おところ（〒 － ） 印紙

おなまえ (株) Ｆ牧場 ○印

５． 利益配当金受領書

自 平成2×年４月１日
第36期 利益配当金領収書

至 平成2×年３月31日

所有株数 １株あたり配当金 配当金額 税引配当金額

1,000株 40円00銭 40,000円 ※※※ ※31 874 円

所得税15％ 復興特別所得税0.315％ 住民税５％

6,000円 126円 2,000円

上記の金額正に領収いたしました。 銀行取扱期間

平成2×年７月09日 平成2×年６月26日から

平成2×年７月31日まで
受領印

東京都世田谷区月光１-２－３

○印
株式会社 場牧Ｆ社会式株様乳牛Ｉ 御中

３月決算の上場企業株式を所有している場合には、期末配当分は６月末頃、中間配当分は11月

末頃に上のような「利益配当金領収書」が送られてくるので、これを銀行（郵便局）に持参して、

資金化します。租税法規では、株主総会の配当決議の翌日に受取配当を認識しますが、日商の検

定試験等では、上記の「利益配当金領収書」が郵送されてきた時点で次の仕訳を行うと考えてお

けばよいでしょう。

）方貸（）方借（

印紙税申告納

付につき江東

税務署承認済

※ 郵便為替証書を郵送した時点で現金のマイナス、受け取った時点で現金のプラスと考えます。

※ 郵便為替証書には普通為替、定額小為替の２種類があります。普通為替は１枚 500万円までの

範囲で金額を自由に決めることができるのに対し、定額小為替は、50円単位で 1,000円までの定

額の為替証書になります。

※ 普通為替証書の場合、一定額以上で営業に関するものに限り、収入印紙を貼付します。
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６． 支払期日の到来した社債・公債の利札

１．社 債

社債は、会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行する債

券です。社債を発行した会社は、借入金と同様に貸方に社債金額を計上した上で、社債権者に

利息を支払います。一方、社債権者は、貸した金額を「有価証券」として借方に資産計上した

上で、利息を受け取ります。ここで、「現金」とされるのは、社債権者が持っている有価証券

としての社債の「支払期日の到来した利札」です。

以下の設例では、Ｉ牛乳が20,000,000円の社債を平価発行し、その全額をＦ牧場が引き受け

たものとします。

社債 (1) 社債を発行した側（Ｉ牛乳）

株式会社Ｉ牛乳 平成27年10月1日 （単位：千円）

第１回 無担保社債券 (借) 現 金 20,000 (貸) 社 債 20,000

金弐千万円
平成28年9月30日

利率 年５％ 償還期限 平成30年9月30日
(借) 社債利息 1,000 (貸) 現 金 1,000

社債権者 Ｆ牧場殿 利私日 毎 9月30日

本社債券は株式会社Ｉ牛乳が平成27年9月24日に開催 (2) 社債を引き受けた側（Ｆ牧場）
した取締役会の決議に従い、発行した社債券である。

平成27年10月1日 （単位：千円）
平成27年10月1日

(借) 有価証券 20,000 (貸) 現 金 20,000
東京都世田谷区月光１-２-３

株式会社 Ｉ牛乳 平成28年9月30日
代表取締役 牛乳 花子

(借) 現 金 1,000 (貸) 1,000有 価 証 券 利 息

株式会社Ｉ牛乳 株式会社Ｉ牛乳 株式会社Ｉ牛乳

金1,000,000円 金1,000,000円 金1,000,000円 利札
平成28年9月30日渡 平成29年9月30日渡 平成30年9月30日渡

２．公 債

公債には、国債と地方債があります。国債は日本国政府が発行する公債で、地方債は地方公

共団体が発行する公債です。処理については、社債と同様になります。

７． 振替貯金払出証書

振替貯金払出証書は、郵便局に呈示して現金化できる証書で、これを受け取った時点で「現金

勘定」で処理します。支払人が郵便局の振替口座に入金し、振替貯金払出書を発行してもらい、

これを受取人に郵送します。そして、受取人は、振替貯金払出書に署名捺印の上、郵便局に持参

し、資金化する仕組みになっています。キャッシュバック・キャンペーンなどで利用さています。

〔自社の顧客50人に @60,000円/人ずつキャッシュバックする場合〕

支払人が振替貯金払出証書を顧客に郵送 各顧客が郵便局にて現金化

郵便局

支払人の振替口座 Ａさん

300万円 Ｂさん

Ｃさん

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

振替口座； 送金や決済の利用に特化した郵便貯金の口座

振替貯金払出証書

振替貯金払出証書

振替貯金払出証書

振替貯金払出証書

振替貯金払出証書

振替貯金払出証書
￥60,000

￥60,000

￥60,000



第４章 簿記上の現金 Ｐ０８

８． 預金手形と送金手形

８－１ 預金手形

預金手形は、預金の見返りに銀行が自己を支払人（名宛人）として振り出す一種の自己宛為替

手形をいいます。銀行が支払人となっているため、不渡りとなる可能性がないと考えられ、「受

取手形」ではなく、「現金」として処理されます。

〔預金手形〕

(1) Ａ社は、土地の頭金 300万円を業者Ｂ 預入れ 300万円 Ａ
Ａ

に支払うために、Ａ銀行に 300万円を預 銀
社

入れてＡ銀行を名宛人（支払人）とする 行

為替手形を振り出してもらう。

(2) その為替手形（預金手形）を業者Ｂに 手渡し 業
Ａ

に渡す。 者
社

Ｂ

(3) 業者Ｂは、受け取った為替手形を自分
ＡＢ

の取引銀行Ｂに持ち込み、取立依頼し、
銀銀

後日入金してもらう。 300万円 行 300万円 行

８－２ 送金手形（送金為替手形）

送金手形は、送金為替により決済を行う際に，送金手段として用いる手形です。預金手形が自

分の取引銀行に為替手形を振り出してもらう方法であったのに対し、送金手形は、取引先の取引

銀行に為替手形を振り出してもらう方法です。

〔送金手形〕 ほとんど利用されていません。

(1) Ａ社は、遠隔地にあるＢ社に対する送 Ｂ
預入れ 300万円

金を行うため、Ｂ社の取引銀行Ｂに 300 銀Ａ

万円預け入れ、Ｂ銀行を名宛人（支払人） 行社

とする為替手形を振り出してもらう。

(2) その為替手形を遠隔地にあるＢ社に郵
郵送 Ｂ

送する。 Ａ
社

社

(3) Ｂ社は、郵送されてきたＢ銀行振出し 現金 300万円 Ｂ
Ｂ

の為替手形を自分の取引銀行Ｂに持ち込 銀
社

み、Ｂ銀行から 300万円の支払いを受け 行

る。

為替手形

為替手形

為替手形 為替手形

為替手形

為替手形

為替手形


