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「赤字」(red ink)の正しい使い方 

 

Q: 「赤字を計上する」 

「その子会社は 3 四半期続けて赤字を計上した」という文章

を英語に訳そうとして辞書を引きましたら、「赤字を計上する」

を reckon up as the losses と訳していました。これでよろしい

でしょうか? 

 

A:  reckon up (the gains or the losses) は利益や損失を計上することを意味します

が、この表現は実務社会ではあまり見かけません。「計上する」にぴったりの訳

語が見付からない場合には、「計上する」と同じ意味の日本語 － 例えば、「赤

字を出す」－ に置き換えて訳語を探すのも一つの方法です。 

 つまり、run a deficit という表現も「赤字を出す、計上する」という意味でよく

使われます。  

 したがって、「その子会社は 3四半期続けて赤字を計上した」は、The subsidiary 

has run a deficit for three quarters in a row. とすれば、あなたが言いたいことが正確

に伝わると思います。 

 

 そして「赤字」という言葉は、不足額の数字を赤色で書くことから、収入より

支出が多いこと、つまり欠損、を意味しますので、(be in) the red, red ink と訳さ

れます。  

 

 このほかに 「赤字」を意味する用例をと語彙をいくつか紹介しましょう。 

用例 

 (1)  keep afloat … で借金しないでいる、赤字を出さずにやっていく 

  -  用例: The company, which is in deep financial trouble, is being kept afloat 

largely by a recently acquired plant construction company, which is winning 

Mideast orders. 財政難に苦しんでいるその会社は, 最近取得した会社で中

近東で注文を獲得しているプラント建設子会社のおかげで赤字を出さず

にすんでいる。  

-  We must cut operating costs further to keep the company afloat.  私たちは会

社が赤字を出さずにやっていけるように営業費をさらに節減しなければ

ならない。  
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(2)  a deficit 赤字、欠損 

  -  用例: The twin deficits of budget and trade reared their ugly head.  双子の赤

字 (貿易赤字と財政赤字) が醜い頭をもたげた。  

-  The deficit of the joint venture is growing. その合弁事業の赤字か拡大してい

る。  

-  The deficit in our balance of payments has increased significantly. わが国の国

際収支の赤字が大幅に増えた。 

-  That would push the economy deeper into deficit. あんなことをすれば経済

をさらに赤字に陥れることになろう。   

-  In the 1970s Japan ran a deficit on trade in services.  1970年代には日本はサ- 

ビス貿易で赤字を計上した。 

-  The national railway system, which suffered from chronic deficits, was 

privatized. 慢性的赤字に苦しんでいる国鉄は民営化された。   

-  Japan's basic balance of payments has been in deficit every year since 1984, 

because of heavy overseas investment by Japanese financial institutions. 日本の

基礎収支は日本の金融機関による多額の対外投資のため 1984 年以降毎年

赤字になっている。   

-  The Minister of Finance is seeking a loan to wipe out the budget deficits. 大蔵

大臣は予算赤字の一掃のため国債の発行を求めている。  

-  The budget deficit was to blame for the external deficit. 財政赤字が対外赤

字の原因になっている。  

-  The deficit peaked in 1980 at ¥25 trillion.  赤字は 1980年にピークである 25

兆円に達した。  

-  The deficit amounted to several billion yen.  赤字は全額で数十億円に達し

た。  

-  The deficit has continued to climb. 赤字はずっと増えつづけた。  

-   If the hidden cost of bank-financed subsidies to state-owned firms were added in, 

their deficit would have been more than 10% of GNP.  銀行によって国有企

業に支払われる補助金という隠れたコストを計算に入れたら, 国有企業の

赤字は国内総生産の 10パ－セントを上回ったであろう。  

-  The remaining deficit will be financed by the sale of government bonds (bearing 

a 5% coupon).残りの赤字は (5%のク- ポン付き) 国債を発行することによ

って補填されるであろう。   

-  How can we cover the deficit? どうしたら赤字を埋められるのですか。  

-  The Finance Minister is taking a searching look at the budget proposals with a 

view to avoiding a deficit.  大蔵大臣は赤字を回避しようとして予算案を

徹底的に見直している。 

-  The property company has piled up such deficits that it may have to take refuge 

in voluntary bankruptcy. その不動産会社は余りにも多額の赤字を抱え込ん

だので, 任意破産で難を逃れなければならないかも知れない。  
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-  The Prime Minister instructed the ministries to slash deficits. その総理大臣は

各省庁に赤字を切り詰めるよう指示した。   

-  The United States has been running s chronically high current-account deficits. 

アメリカは慢性的な巨額の経常赤字を出している。  

-  The United States has been financing the current-account deficit with 

long-term capital inflow.アメリカは長期資本の流入で経常赤字を補填して

きた。  

-  His administration has taken steps to shrink general deficit. 彼の政権は一般政

府財政赤字を縮小させるため措置を取った。  

-  We must try to eliminate the budget deficit in a way not to hurt the economy. わ

れわれは景気を損なわない方法で財政赤字をなくすよう努めなければな

らない。  

-  The government is targeting a deficit reduction package of ¥7 trillion. 政府は 

7兆円の財政赤字削減幅を目標としている。  

-  Efforts to get to grips with the deficit have been put off too long. 赤字解消に取

り組もうとする努力があまりに長く先送りされてきた。   

-  Somehow this huge deficit must be brought down.  どうにかこの巨額な赤

字を減らさなければならない。  

-  An enormous deficit has accumulated. 膨大な赤字が累積してきている。    

-  This caused a deficit of over ¥2 million. このために 200万円を越す赤字を生

じた。  

-  This year's deficit is calculated at over $3 billion. 今年の赤字額は 30億ドルを

越えると算定されている。   

-  The Finance Ministry is trying to avoid new issues of deficit-covering bonds by 

1990. 大蔵省は 1990年までに赤字国債の新規発行を避けようとしている。   

-  Deficit spending stimulates the economy for a time but eventually can become 

a drag on the economy by pushing up interest rates.  赤字財政支出は一時的に

景気を刺激するが, 金利を押し上げることによって結局景気の足を引っ張

ることになる。   

-  America cannot possibly continue to bear such a huge trade deficit. アメリカ

はこんなひどい貿易赤字にはとうてい耐え続けられない。  

-  The trade deficit has improved. 貿易赤字は改善してきた。  

-  The trade deficit with China continues to widen.  (アメリカの) 対中貿易赤

字は広がり続けている。   

-  The US-Japanese trade deficit continued to grow throughout the period. 日米の

貿易赤字はその期間中増大し続けた。   

-  To close the deficit, merchandise exports would have to grow at 15% annually for 

the next four years. その貿易赤字を埋めるためには, 輸出が今後 4年間に

年率 15% で伸びなければならないであろう。  

-  A decline in the value of the dollar could narrow the trade deficit of the United 

States. ドルの価値が下落すればアメリカの貿易赤字を狭めることができ
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るだろう。  

-  If we don't reduce the trade deficit, the system of free trade will collapse. 貿易

赤字を減らさなければ自由貿易制度は崩壊するだろう。 

 

(3)  hemorrhage  (多量に出血する) 大赤字を出す 

 -  用例:  The spike in fuel prices caused by the Middle East crisis has aggravated 

the hemorrhaging. 中東危機による燃料価格の急騰は, 赤字を悪化させた。  

-  The computer division of the company has hemorrhaged red ink. その会社の

コンピュター部門は多額の赤字を出した。 

  

(4)  in the hole (in debt) 赤字で 

  -  用例:  Our family is ¥20,000 in the hole this month. わが家は今月 2万円の

赤字だ。  

 

(4)  a loss  欠損、損失 

-  用例:  Business has been carried on at a loss. 事業は赤字で経営されてきた。   

-  The company suffered a succession of losses. その会社は赤字つづきだった。   

-  The company would like to close its outmoded Swedish tire facility to stem the 

losses. その会社は赤字を食い止めるために, その時代遅れのスウェ－デ

ンのタイヤ工場を閉鎖したいと考えている。  

-  The company has suffered heavy losses for three quarters in a row. その会社は 

3四半期つづけて大幅な赤字を出した。  

-  The company has shed a number of overseas subsidiaries, including a 

money-losing farm equipment company. その会社は赤字の農業機械メ- カ- 

を含む数多くの海外子会社を売却した。    

-  The company has been losing money for the past two years. その会社は過去 2

年の間赤字を出している。  

-  Many Wall Street firms lost money despite rigorous cost-cutting, including 

redundancies. ニュ－ヨ－クの多くの証券会社は, 余剰人員の整理を含む厳

しい経費削減にもかかわらず赤字を計上した。   

-  The car makers are expected to make a loss this year. それらの自動車メ- カ- 

は今年赤字を出すものと予想されている。  

-  An unchecked flow of subsidies to loss-making enterprises undermines 

incentives to control costs or achieve greater efficiency. 赤字企業への無制限な

資金の助成は, コストを抑え効率を高めようとする意欲を殺ぐ。 

 

(5)  the red 赤字, red ink (口語) 財務上の赤字、赤字経営、赤字状態  

-  用例: Our company was ¥23 million in the red last year わが社は昨年 2,300

万円の赤字 だった。 

-  The American company, once a high-flying costume-jewelry retailer, is on the 

ropes, with sales down and earnings deeply in the red. 高価な装身具の小売
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業者であるそのアメリカ会社は, 売上の減少と大幅の赤字で窮地に陥って

いる。  

-  The 1990 budget remains mired in red ink. 1990年の予算は赤字に陥ったまま

である。  

-  Sweden's current account tilted into red ink. スウェ- デンの経常収支は赤字

に転落した。  

-  For the first time ever, Japanese blue chips sank into the red. 日本の一流企業

は始めて赤字に転落した。  

-  The railroad strike put many businesses in the red. 鉄道ストのため多くの会

社が赤字になった。   

-  All three major carmakers took baths in red ink.  3 大自動車メ- カ- は揃っ

て大赤字を出した。   

-  The company, which has been floating in red ink since 1986, finally turned 

profitable in the first quarter of this year. 1986年以来多額の赤字を出していた

その会社は, 今年の第 1 四半期にやっと黒字に転じた。  

-  The government budget automatically generates red ink as tax receipts fall and 

unemployment payments swell. 税収が減り失業保険金の支払いが嵩むにつ

れて, 政府予算は自動的に赤字を出すことになる。/  

-  The business is getting out of the red at long last.ようやく商売が赤字を脱す

るところだ。  

-  To stanch the flow of red ink, they should jettison unprofitable businesses. 赤字

を止めるためには彼らは採算の取れない事業を切り捨てるべきである。  

-  Thanks to the development of a new product which turned out to be a hit, the 

company has pulled itself out of the red. ヒット商品となった新製品の開発

のお蔭で, その会社は赤字経営から脱却した。 

 

語彙 

 

[赤字の連語 ] 赤字企業  a loss-making company; 赤字経営 

money-losing (or loss-making) operation; 赤字国債 a debt-covering 

government bond, deficit-financing government bonds, a deficit bond; 

赤字財政 deficit financing; 赤字財政支出 deficit spending; 赤字削

減 containment of deficits; 赤字補填 deficit covering; 基礎的赤

字 a primary deficit; 経常赤字 a current-account deficit; 構造的赤

字 structural deficit; 国際収支赤字 a balance-of-payments deficit; 

財政赤字 a budget (or fiscal) deficit, a deficit of fiscal balance; 双

子の赤字 the twin deficits of budget and trade; 貿易赤字 a trade 

deficit, a merchandise trade deficit; 貿易外収支赤字  services 

deficit; 累積赤字 an accumulated (or a cumulative) deficit 
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   詳しくは、「英語勉強法」森徹がお勧めする実証済みの勉強法 URL: 

http://torumori.com/ (アマゾン Kindle 本、2015 年), 「ビジネス英語 和英活用
辞典」(アルク刊、2013 年) を参照されたし。」 

 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/B013HZ44FQ
http://torumori.com/
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E5%92%8C%E8%8B%B1%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%BE%9E%E5%85%B8-%E6%A3%AE%E5%BE%B9/dp/4757422997
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E5%92%8C%E8%8B%B1%E6%B4%BB%E7%94%A8%E8%BE%9E%E5%85%B8-%E6%A3%AE%E5%BE%B9/dp/4757422997

