
第６章 約束手形・為替手形

手形は、証券上の期日に証券上の額面金額を支払うことを約束する有価証券です。手形は、商

取引において便利なものですが、手形取引による商慣習の信用性を高めるために、様々な規制が

おかれています。例えば、手形に記載された期日にお金が支払われなかったことを「不渡り」と

いいますが、６ヶ月間に２度の「不渡り」を起こした会社は、金融機関との当座取引及び貸出取

引が２年間禁止され、事実上の倒産に追い込まれることになります。

１． 手形の特徴

1) 手形は、権利と証券が完全に一体化しているため、
手形 ＝ お金を受け取る権利

手形を持っている人が債権者とされます。

2) 手形は、譲渡することができます（裏書譲渡）。 振出 譲渡

Ｃ社は支払期日にＡ社から額面金額を受け取れます。 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

3) 手形は、期日前にも現金化できます（割引）。 額面 金融機関

ただし、期日までの金利分だけ手取りは減ります。 100万円 割引業者
ex.95万円

4) 手形は、支払期日が２ヶ月後から６ヶ月後に設定されることが多く、この点が振出日を含

めて 11日以内に決済されることが予定されている小切手と大きく異なります。

２． 約束手形

手 形 ＝ 証券に記載された期日に記載された金額を支払うことを約束する有価証券

約 束 手 形 ・・・ 「振出人」が手形の額面金額を支払い、「名宛人」がそれを受け取る。

為 替 手 形 ・・・ 「名宛人」が手形の額面金額を支払い、「指図人」がそれを受け取る。

この部分を受取人（Ｆ牧場）に振出す。

受取人

(株)Ｆ牧場 NO. 123 約 束 手 形 ＡＢ12345

金額 収入 株式会社 Ｆ牧場 殿 支払期日 平成２×年９月10日
￥50,000

印紙 地払支額金 東京都新宿区
支払期日 平成２×年９月10日 印

￥ 50,000 ※ 支払場所 株式会社 星空銀行 本店
支払地 東京都新宿区

支払場所 上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします

印
株式会社 星空銀行 本店 平成２×年６月16日

振出日 平成２×年６月16日 振出地

住 所 東京都世田谷区月光１-２-３
備考

振出人 株式会社 Ｉ牛乳
仕入代金の支払い

代表取締役 牛乳 花子 印

※ 手形は、額面金額10万円以上から金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。

※ 約束手形や受領書は、「課税文書」といって、印紙税を納税するために収入印紙を貼付する

必要がありますが、小切手はその必要がありません。小切手は、自分の預金を持参人に払い戻

してもらうためのもので、「払い戻し依頼書」と同様の性格と考えられているようです。



第６章 約束手形・為替手形 Ｐ０２

２－１ 約束手形の取引と仕訳

(1) 商品を掛販売して、
掛売り ５万円

(2) その売上債権を (1) 商品を掛仕入して、

約束手形で回収し、
(2) その買入債務を

(4) 満期日に手形代金の (株 )Ｆ牧場 (株 )Ｉ牛乳 約束手形で決済し、

振込みを受けた。 人出振人宛名
(4) 満期日に手形代金が

引き落とされた。

(1) Ｆ牧場は、Ｉ牛乳に対して牛乳を販売し、 (1) Ｉ牛乳は、Ｆ牧場から牛乳を仕入れ、代

代金 50,000円は掛けとした。 金 50,000円は掛けとした。

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

(借) 売掛金 50,000 /(貸) 売 上 50,000 (借) 仕 入 50,000 /(貸) 買掛金 50,000

(2) Ｆ牧場は、Ｉ牛乳に対する売掛金をＩ牛乳 (2) Ｉ牛乳は、Ｆ牧場に対する買入債務を支

振出の約束手形で受け取った。 払うために、50,000円の約束手形を振出し

た。

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

(借) /(貸) (借) /(貸)

商品引き渡しと同時に、約束手形を受け取るケースでは、次のような仕訳を行います。

(1)と(2)の仕訳をまとめて、

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

(借) /(貸) (借) /(貸)

(3) Ｆ牧場は、手形の期日が近づいたため、自 (3) Ｉ牛乳は、手形の期日が近づいたため、自

社の取引銀行に手形を持参し、取立依頼した。 社の当座預金口座（＝手形記載の支払場所と

なっている星空銀行）の残高を確認した。

取立依頼
(株)Ｆ牧場の

取引銀行ｆ

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

しな訳仕しな訳仕

(4) 手形の満期日に無事決済され、Ｆ牧場の当 (4) 手形の満期日に、Ｉ牛乳の当座預金口座

座預金口座に50,000円が入金された旨の通知 から50,000円が引き落とされた旨の通知を

を取引銀行ｆから受けた。 星空銀行から受けた。

)株(訳仕の場牧Ｆ)株( Ｉ牛乳の仕訳

(借) 当座預金 50,000 /(貸) 受取手形 50,000 (借) 支払手形 50,000 /(貸) 当座預金 50,000

約束手形

約束手形

約束手形を

振り出すわ！



手持ちの受取手形を支払手段として利用することができるようになります。手形を譲渡する際に、
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３． 手形の裏書譲渡

手形は、支払期日にお金を受け取る権利を証券化したものです。約束手形でも為替手形でも、

その所持人は、支払期日までであれば、その権利を他人に譲渡することができます。これにより、

手形の裏に、自分の住所と署名押印をしてから譲渡するため、「裏書譲渡」と呼ばれています。

受取人

(株)Ｉ牛乳 NO. 123 約 束 手 形 ＡＢ12345

金額 収入 株式会社 Ｉ牛乳 殿 支払期日 平成２×年８月15日
￥40,000

印紙 地払支額金 東京都杉並区
支払期日 平成２×年８月15日 印

￥ 40,000 ※ 支払場所 株式会社 流星銀行 本店
支払地 東京都杉並区

支払場所 上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします

印
株式会社 流星銀行 本店 平成２×年６月16日

振出日 平成２×年６月16日 振出地

住 所 東京都杉並区陽光３-３
備考

振出人 株式会社 Ｎチーズ
仕入代金の支払い

代表取締役 チーズ トム 印

① 販売 ５万円 (株 )Ｉ牛乳 ② 一部を販売 ４万円

④ ③を裏書譲渡 ③ 約束手形 ４万円

(株 )Ｆ牧場 (株 )Ｎチーズ

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要 ④ Ｉ牛乳の仕訳
住 所 東京都世田谷区月光１-２-３ Ｉ牛乳はＦ牧場に対する買掛金５万円を決済

株式会社 Ｉ牛乳 するために、４万円の約束手形を裏書譲渡し、
代表取締役 牛乳 花子 印

（目 的） 残額を現金で支払った。

被
裏 )貸()借(
書 殿
人

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要

住 所 ④ Ｆ牧場の仕訳

Ｆ牧場はＩ牛乳に対する売掛金５万円につい
（目 的）

てＮチーズ振出の約束手形４万円を裏書譲渡さ
被
裏 れ、残額を現金で受け取った。
書 殿
人

)貸()借(
表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要

住 所

Ｆ牧場は、Ｎチーズから40,000円を回収で

（目 的） きなかった場合、Ｉ牛乳に請求できる。

被
裏
書 殿 そのためには、Ｎチーズから回収できなか
人

ったことを示す公正証書が必要。
表記金額を受け取りました

平成 年 月 日 拒絶証書不要

住 所 実務上この手続きが煩雑なため、これを不

要としている。

裏書き譲渡

した

約束手形

振り出した

約束手形

④４万円は、手

形を裏書するわ

③約束手形を

振り出します



業者で割引く

約束手形
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４． 手形の割引

急に資金が必要になったときなどに、手元にある手形を支払期日の到来前に現金に換金すること

があります。手続きとしては、手元にある手形を手形割引業者や金融機関（銀行・信金）に裏書譲

渡して、資金化します。この際、金利分だけ手取りは少なくなるため、手形売却損を計上すること

になります。

(株 )Ｉ牛乳 ① 販売 ８万円

③ ②を割引
② 約束手形 ８万円

割引業者 (株 )Ｎチーズ

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

平成 年 月 日 拒絶証書不要 割引業者に手元の約束手形を
住 所 東京都世田谷区月光１-２-３ 裏書譲渡する形をとるため、

株式会社 Ｉ牛乳 約束手形の裏面は、裏書譲渡
代表取締役 牛乳 花子 印

（目 的） の場合と同じになります。

被
裏
書 殿
人

表記金額を下記被裏書人またはその指図人へお支払いください

Ｉ牛乳は、資金繰りが苦しいことから、Ｎチーズが振出した約束手形 80,000円を割引業者にて

割引いた。この際、割引料 480円が差引かれ、現金 79,520円を受け取った。

(株 )Ｉ牛乳の仕訳

）方貸（）方借（

※ 手形割引料 480円は資料に与えられる場合もありますが、次のような資料から自分で計算で

きるようにしておいて下さい。

1) 約束手形の額面： 80,000円、満期日： 8月15日（Ｎチーズの支払日）

2) 割引業者が定めた年利率： 7.3％

3) 割引日： 7月17日（Ｉ牛乳が手形を割引業者に持ち込んだ日）

80,000円×7.3％÷365日×30日 ＝ 480円

51/81/871/7

7/17～7/31 ＝ 15日間 8/1～8/15 ＝ 15日間

30日間

③資金繰りが苦しい

から、この手形を割

り引くことにするわ

②約束手形を

振り出します
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５． 約束手形を利用した仕訳問題

(1) 芦屋商店より商品 100,000円を仕入れ、代金は同店宛ての約束手形を振り出した。

）方貸（）方借（

(2) 岡本商店より商品 200,000円を仕入れ、代金のうち 150,000円は同店宛ての約束手形を振り

出し、残額は掛けとした。

）方貸（）方借（

(3) 御影商店より商品 300,000円を仕入れ、代金のうち 250,000円は同店宛ての約束手形を振り

出し、残額は小切手を振り出した。

）方貸（）方借（

(4) 六甲商店に商品 200,000円を販売し、代金のうち 150,000円は同店振出の約束手形で受け取

り、残額は掛けとした。

）方貸（）方借（

(5) 塚本商店より商品 150,000円を仕入れ、六甲商店振出の約束手形を裏書譲渡した。

）方貸（）方借（

(6) 京都商店に商品 300,000円を販売し、代金のうち 250,000円は同店振出の約束手形で受け取

り、残額は小切手で受け取った。

）方貸（）方借（

(7) 夙川商店に商品 100,000円を販売し、代金は梅田商店振出の約束手形の裏書譲渡を受けた。

）方貸（）方借（

(8) 京都商店から受け取った約束手形 250,000円を割引き、割引料 5,000円を差し引いた残額を

当座預金に預け入れた。

）方貸（）方借（
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６． 為替手形

６－１ 為替手形の取引と仕訳

売掛金 ５万円 売掛金 ８万円

買掛金 ５万円 買掛金 ８万円

(株)Ｆ牧場 (株)Ｉ牛乳 (株)Ｎチーズ

(1) Ｉ牛乳は、Ｆ牧場から牛乳を仕入れ、仕入代金 50,000円は掛けとした。

(株)Ｆ牧場の仕訳 (株)Ｉ牛乳の仕訳 (株)Ｎチーズの仕訳

(借)売掛金 50,000 (借)仕 入 50,000

(貸)売 上 50,000 (貸)買掛金 50,000
仕訳なし

(2) Ｉ牛乳は、Ｎチーズに牛乳を販売し、売上代金 80,000円は掛けとした。

(株)Ｆ牧場の仕訳 (株)Ｉ牛乳の仕訳 (株)Ｎチーズの仕訳

(借)売掛金 80,000 (借)仕 入 80,000
仕訳なし

(貸)売 上 80,000 (貸)買掛金 80,000

この時点で、各社は次のように考えているはずです。

(株)Ｆ牧場の考え (株)Ｉ牛乳の考え (株)Ｎチーズの考え

ここで、Ｉ牛乳は、次のように、ひらめきました。

(株)Ｉ牛乳のひらめき

そこで、Ｉ牛乳は、Ｆ牧場とＮチーズに次のようなお願いをします。

(株)Ｉ牛乳のお願い

Ｉ牛乳の ２つのお願い を証券化したものが、「為替手形」です。

５万円払ってほしいなぁ ８万円払わないとなぁ

私の代わりにＮチーズ
さんに払ってもらおう︕

Ｎチーズさん、
私に代わってＦ牧場さんに
５万円払って︕

５万円払わなきゃ
８万円もらわなきゃ

Ｆ牧場さん、
私からじゃなく、Ｎチーズさんから
５万円を受け取って︕

それであなたへの５万はチャラ。
残りの３万円は私に払ってね︕これで、Ｆ牧場さんとはチャラね



Ｆ牧場さん、
私からじゃなく、Ｎチーズさんから
５万円を受け取って︕
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Ｉ牛乳の ２つのお願い

NO. 123 為 替 手 形 ＡＫ12345

支払人（引受人名）

収入
東京都杉並区陽光３-３

株式会社 Ｎチーズ 殿 支払期日 平成２×年９月10日
印紙

地払支額金 東京都新宿区印

￥ 50,000 ※ 支払場所 株式会社 星空銀行 本店

（受取人） (株) Ｆ牧場 殿またはその指図人へこの為替手形と

引替えに上記金額をお支払いください。 拒絶証書不要

平成２ ×年６月16日 引受 平成2×年6月25日
振出地

住 所
３-３光陽区並杉都京東３-２-１光月区谷田世都京東

株式会社 Ｉ牛乳 株式会社 Ｎチーズ振出人

代表取締役 牛乳 花子 印 代表取締役 チーズ トム 印

売掛金 ５万円 売掛金８万円のうち５万円

買掛金 ５万円 買掛金８万円のうち５万円

)株(場牧Ｆ)株( Ｉ ズーチＮ)株(乳牛

人宛名人出振人図指

受取手形 ５万円 支払手形 ５万円

(3) Ｉ牛乳は、Ｎチーズを名宛人とする為替手形を振出し、Ｎチーズの引受けを得て、Ｆ牧場に

渡した。

(株 )Ｆ牧場の仕訳 (株 )Ｉ牛乳の仕訳 (株 )Ｎチーズの仕訳

)借()借()借(

)貸()貸()貸(

Ｉ牛乳への売掛金をＮチーズ 為替手形を振出すことで、Ｎ Ｉ牛乳からの買掛金をＦ牧場

からの受取手形に置き換える。 チーズへの売掛金８万円のう への支払手形に置き換える。

ち５万円とＦ牧場への買掛金

５万円を相殺する。

(4) Ｉ牛乳は、Ｎチーズへの売掛金 30,000円を現金で回収した。

(株 )Ｆ牧場（指図人）の仕訳 (株 )Ｉ牛乳（振出人）の仕訳 (株 )Ｎチーズ（名宛人）の仕訳

(借)現 金 30,000 (借)買掛金 30,000
仕訳なし

(貸)売掛金 30,000 (貸)現 金 30,000

(5) Ｉ牛乳が振出した為替手形が満期日となり、50,000円がＮチーズの当座預金から引き落とさ

れ、Ｆ牧場の当座預金口座に入金された。

(株 )Ｆ牧場（指図人）の仕訳 (株 )Ｉ牛乳（振出人）の仕訳 (株 )Ｎチーズ（名宛人）の仕訳

(借)当座預金 000,05形手払支)借(000,05

(貸)受取手形 50,000
仕訳なし

(貸)当座預金 50,000

Ｎチーズさん、
私に代わってＦ牧場さんに
５万円払って︕
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６－２ 為替手形の応用形

(1) 自己指図為替手形（自己受為替手形）

自己指図為替手形は、振出人が自己を受取人（指図人）とする為替手形です。本来、為替手形

の登場人物は３名ですが、自己指図為替手形の場合は、振出人と指図人が一致するため、登場人

物は２名です。

(1) 業者Ｆは、デパートＩへ商品を販売し、その代金 ５万円は掛けとした。

トーパデ訳仕のＦ者業 Ｉの仕訳

(借) 売掛金 50,000 /(貸) 売 上 50,000 (借) 仕 入 50,000 /(貸) 買掛金 50,000

〔自己指図為替手形を利用する場合〕

商品販売 ５万円

業者Ｆ（指図人） デパートＩ（名宛人）

人払支＝人受引人取受＝人出振

どうして、デパートＩが約束手形を振出すのではなく、

業者Ｆが為替手形を振出すのか

〔デパートＩが約束手形を振り出す場合〕

商品販売 ５万円

トーパデＦ者業 Ｉ
人払支＝人出振人取受＝人宛名

※ 手形に貼付する収入印紙は、振出人が負担する慣行になっています。このため、力関係

の強いデパートＩが取引相手（業者Ｆ）に印紙代を負担させるために、業者Ｆに手形を振

り出させる場合があるわけです。

(2) 業者Ｆは、デパートＩへの売掛金５万円を回収するため、デパートＩを名宛人、業者Ｆを指

図人とする為替手形を振出し、デパートＩの引受けを受けた。

トーパデ訳仕のＦ者業 Ｉの仕訳

)貸(/)借()貸(/)借(

(3) 手形が満期日をむかえ、デパートＩの当座預金口座から５万円が引き落とされ、業者Ｆの当

座預金口座に５万円が振り込まれた。

トーパデ訳仕のＦ者業 Ｉの仕訳

(借) 当座預金 50,000 /(貸) 受取手形 50,000 (借) 支払手形 50,000 /(貸) 当座預金 50,000

商品代５万円を手形で
払ってあげるけど、手形は
あなたが振出してくれる︖

為替手形

商品代５万円を約束手形を
振り出して払ってあげる。

約束手形
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自己宛為替手形は、自己を支払人（名宛人）として振り出す為替手形です。本来、為替手形の

登場人物は３名ですが、この自己宛為替手形の場合は、振出人と名宛人が一致するため、登場人

物は２名です。

(1) 下請Ｆは、メーカーＩへ部品を販売し、その代金 ５万円は掛けとした。

ーカーメ訳仕のＦ請下 Ｉの仕訳

(借) 売掛金 50,000 /(貸) 売 上 50,000 (借) 仕 入 50,000 /(貸) 買掛金 50,000

〔自己宛為替手形を利用する場合〕

部品販売 ５万円

下請Ｆ（指図人） メーカーＩ（名宛人）

人払支＝人受引＝人出振人取受

(2) メーカーＩは、下請Ｆに対する買掛金５万円を支払うため、下請Ｆを指図人、メーカーＩを

名宛人とする為替手形を振出した。

ーカーメ訳仕のＦ請下 Ｉの仕訳

(借) 受取手形 50,000 /(貸) 売掛金 50,000 (借) 買掛金 50,000 /(貸) 支払手形 50,000

(3) 手形が満期日をむかえ、メーカーＩの当座預金口座から５万円が引き落とされ、下請Ｆの当

座預金口座に５万円が振り込まれた。

ーカーメ訳仕のＦ請下 Ｉの仕訳

(借) 当座預金 50,000 /(貸) 受取手形 50,000 (借) 支払手形 50,000 /(貸) 当座預金 50,000

７． 為替手形を利用した仕訳問題

(1) 京都商店は仕入先である高槻商店に対する買掛金 100,000円を支払うため、得意先である

烏丸商店を名宛人とする為替手形を振出し、同商店の引受けを得た上で高槻商店に渡した。

部品代５万円は東京にある
本部が振出す手形で払うわ

為替手形

京都商店 ）方貸（）方借（

高槻商店 ）方貸（）方借（

烏丸商店 ）方貸（）方借（

売掛金 10万円 売掛金 10万円

買掛金 10万円 買掛金 10万円

高槻商店 京都商店 烏丸商店

(2) 自己宛為替手形（自己名宛為替手形、自己振出為替手形）
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(2) 兵庫商店から商品 200,000円を仕入れ、代金のうち 150,000円は得意先で売掛金の残高の

ある岡山商店宛の為替手形を同店の引受けを得て振り出し、残額は掛けとした。

売掛金 30万円 売掛金 30万円

買掛金 30万円 買掛金 30万円

三菱商店 当商店 住友商店

(5) Ｉ商店に商品を販売し、代金 400,000円はＩ商店振出し、Ｎ商店を名宛人とする為替手形

（Ｎ商店引受済）を受け取った。

売掛金 40万円 売掛金 40万円

買掛金 40万円 買掛金 40万円

当商店 Ｉ商店 Ｎ商店

(6) 仕入先である福井商店に対する買掛金 200,000円の支払いについて、同店振出し、石川商

店受け取り、同店宛の為替手形の引受けを依頼され、これに応じた。

売掛金 20万円 売掛金 20万円

買掛金 20万円 買掛金 20万円

石川商店 福井商店 当商店

住友商店さん、売掛金消してあげるから、
その分は三菱商店に払っておいてね。

Ｉ商店への売掛金を、Ｎ商店からの
受取手形で回収したことになるね

福井商店への買掛金を石川商店へ
の支払手形に置き換えればいいのね

）方貸（）方借（

(3) 奈良商店より商品 300,000円を仕入れ、代金のうち 250,000円は三重商店振出し、当店受

取りの約束手形を裏書譲渡し、残額は得意先で売掛残のある和歌山商店宛の為替手形を同店

の引受けを得て振出した。

）方貸（）方借（

(4) 三菱商店より商品 300,000円を仕入れ、代金は三菱商店受取り、住友商店（得意先で売掛

残がある）引受けの為替手形を振り出して支払った。

）方貸（）方借（

）方貸（）方借（

）方貸（）方借（




