


はじめに

私は公認会計士です。ですから、仕事の中で様々な決算書を

読む機会がありますが、最初から決算書を読めたわけでありま

せん。「決算書を読めるようになったな」と初めて思えたの

は、会計士として仕事をして５～６年たってからだと思いま

す。

「公認会計士なのだから、決算書は読めるでしょう」と思われ

るかもしれません。確かに私は会計士になる前には簿記を勉強

しましたし、会計士になってからも、決算書の読み方の本や財

務分析の本を読んだりしていました。でも、最初の頃は、決算

書を読めたつもりになっていただけでした。決算書に多くの分

析手法をぶつけて、出てきた数値を報告したり、ながめて満足

しているだけでした。

決算書に出会う機会があったにもかかわらず、このような体

たらくになってしまった原因として考えられるのは、次の３つ

のことがあったからです。

1. そもそも決算書を読むことの意味を知らなかった

2. 決算書を読むための順序・コツそして、分析手法の重要度

　を知らずに、無謀にも決算書を読もうとしてしまった

3. 決算書を読めることのメリット、読めないことのデメリッ

　トを知らなかった
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私は上記のような状態から、試行錯誤を繰り返して決算書が

読めるようになるまでに時間がかかってしまいました。

でも、この本を読まれる人は私のように試行錯誤することな

く、本書の決算書の読み方を理解していただき、そして、真似

ていただければいいと思います。

最初はとりあえず真似てもらってかまいませんが、真似て決

算書を読んだり、決算書を使ったりしているうちに自然と決算

書を理解して読めるようになると思います。

決算書が読めるとなんとなく仕事に役立つのではないかと思

っている人は多いと思いますが、決算書を読むための勉強をし

ても、読めない人も多いようです。

この本を手に取った人は、初めて決算書の勉強してみようと

いう人も、一度は勉強したけれど、もう一度勉強してみようと

いう人もいるかもしれません。どういう人であれ、決算書に興

味を抱いたことには間違いないと思います。

私は、決算書に興味を持っていただいた人に、ぜひとも伝え

たいことがあります。決算書が読めるようになると、間違いな

く仕事に役立てることができるということ。

決算書は、取引先の信用状況を判断するときに利用すること

があります。会社の幹部や、経営者であれば、決算書を読むこ

とで自社の状況を知ることができますし、競合会社の状況を知

ることができます。また、株式投資をしている人であれば、投

資のために使うこともあります。

この本で本当に決算書を読むということを学んだことで、あ

なたの仕事に変化があらわれることを願っております。
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