
PDCA会計 令和4年度版 ⽇商簿記2級 ⼯業簿記 詳解-傾向と対策 
読んで理解して覚える解説書 2022年4⽉1⽇以降の統⼀・団体・ネット
試験に対応

問題・解答⽤紙 ※解答と解説は本書をご利⽤ください。

＜⽇商簿記2級に合格するための仕訳問題学習ポイント＞

・全ての試験範囲を偏りなく学習
・定着するまで繰り返し演習
・速く正確に解けるようにする
※本試験では、仕訳問題では勘定科⽬が掲載されます。

⼀部の問題には解答⽤紙があります。全ての問題を掲載後に、まとめて解答⽤紙（解答欄）を掲
載しています。 
何回も問題を解く際には、解答⽤紙（解答欄）部分（16ページ⽬以降）を印刷してご利⽤くださ
い。

※解答と解説を掲載しない都合上、本書を部分的に編集して掲載しています。

＜問題⽤紙＞

第2章 費⽬別計算

2-3 材料費

直接材料費・間接材料費

＜仕訳問題＞
1.素材（布）を@100円で100枚、掛けで購⼊し、配送料⾦が1000円（現⾦払い）だった。
2.素材（布）10枚（消費価格@110円）を出庫して製造に投⼊した。
3.直接材料費の棚卸を⾏った結果、50,000円の棚卸減耗費が発⽣した。
4.補助材料（⽷）を30,000円、掛けで購⼊し、配送料⾦が5000円（現⾦払い）だった。
5.補助材料の棚卸を⾏った結果、⽉末有⾼は200,000円だった。⽉初有⾼は100,000円、期中購⼊額
は600,000円である。

材料副費

＜仕訳問題1＞
布を単価@400円で500枚、掛けで購⼊した。布の購⼊時に引取運賃3,000円が発⽣し、現⾦で⽀払っ
た。
・当社は材料副費を材料購⼊代価の1%を予定配賦する⽅法を採⽤している。
・材料副費配賦差異を計上する。
・材料副費勘定、材料副費配賦差異勘定を使⽤すること。



＜仕訳問題2＞
布を単価@400円で500枚、掛けで購⼊した。
・当社は材料副費を材料購⼊代価の1%を予定配賦する⽅法を採⽤している。
・材料副費配賦差異1,000円（不利差異）を計上する。
・材料副費勘定、材料副費配賦差異勘定を使⽤すること。

先⼊先出法と平均法

＜計算問題＞
11/3に布を1,200枚払出して消費した。
(11⽉の取引)
 11/1 ⽉初在庫は200枚 @120円
 11/2 1,000枚 @100円で購⼊。引取運賃5,000円（掛け払い）
 11/4 400枚 @110円で購⼊。引取費⽤2,000円（掛け払い）

(購⼊の仕訳)
 11/2 材料 105,000/買掛⾦ 105,000
 11/4 材料 46,000/買掛⾦ 46,000
(ボックス図)
 下図を参照。
(問題)
 先⼊先出法と平均法で払出単価を計算し、11/3の払出を仕訳しましょう。

材料消費価格差異

＜仕訳問題＞
当⽉の活動は次の通り。
・布を単価@400円で500枚、購⼊した。
・布400枚（予定消費価格350円）を消費した。

2-4 労務費

直接労務費・間接労務費

＜仕訳問題＞
1.直接⼯に対して当⽉の賃⾦総額1,000,000円を当座預⾦から⽀払った。
2.直接⼯賃⾦の当⽉未払額は100,000円である。
3.当⽉の直接⼯の賃率は2,000円、作業時間合計600時間（直接作業時間500時間、間接作業時間80時
間、⼿待時間20時間）であった。直接⼯の当⽉労務費を計上する。
4.間接⼯への賃⾦総額500,000円、事務職員への給料総額300,000円を当座預⾦から⽀払った。
5.間接⼯賃⾦・事務職員の当⽉未払額合計は50,000円である。



6.当⽉の間接⼯の労務費を計算する。前⽉賃⾦未払額100,000円、当⽉賃⾦⽀払額500,000円、当⽉
賃⾦未払額150,000円。⼯場事務部⾨の当⽉要⽀払額は300,000円であった。
7.⼯場で働く労働者を対象とした従業員賞与の年間⾒込額は2,400,000円、退職給付引当⾦の年間⾒
込額は1,200,000円であった。それぞれの当⽉原価を計上する。

賃率差異

＜仕訳問題＞
当社では直接⼯の労務費計算に予定賃率を設定している。当⽉の直接⼯の予定賃率は@2,000円、実際
作業時間は500時間、実際の労務費（要⽀払額）は1,050,000円であった。

2-5 経費

直接経費

＜仕訳問題＞
1.当⽉の製造のうち、⼀部は特殊なズボン加⼯を⾏うため、外部業者に材料を無償⽀給して作業を依頼
した結果、外注加⼯賃100,000円が発⽣し、現⾦で⽀払った。
2.あるズボン製造には特別な特許を必要としており、外部の会社とライセンス契約を交わし特許使⽤の
許諾を得ている。当⽉の⽣産に必要なライセンス使⽤料250,000円を当該会社に現⾦で⽀払った。

間接経費

＜仕訳問題＞
1.⼯場で使⽤する固定資産の減価償却費は年間1,200,000円を予定している。当⽉分を経費計上す
る。
2.当⽉の電⼒料、ガス代、⽔道料などの⽔道光熱費は総額200,000円を普通預⾦より⽀払ったが、測
定に基づく当⽉発⽣額は180,000円（来⽉⽀払）であった。
3.⼯場の損害保険料300,000円（6ヶ⽉）を前払保険料として計上している。当該保険料より当⽉経費
を⽉割計上する。
4.素材（布）の棚卸を実施したところ、帳簿棚卸⾼100,000円に対して実地棚卸⾼は90,000円であっ
た。
5.当社は福利厚⽣のためリゾートホテルを会社が⼀部負担して割安料⾦で利⽤できる。当⽉の会社負担
額は150,000円（⼯場労働者5名）であり普通預⾦⼝座より⽀払った。

第3章 製造間接費

共通 ※カッコ内の番号は論点の番号

＜仕訳問題＞
1.製造間接費100を各製品に配賦した。（3-2）
2.製造間接費の実際発⽣額105に対して予定配賦額は100であった。製造間接費配賦差異を計上する。
（3-5）
3.製造間接費の実際発⽣額90に対して予定配賦額は100であった。製造間接費配賦差異を計上する。
（3-5）
4.原価差異分析の結果、予算差異10（借⽅差異・不利差異）と操業度差異20（借⽅差異・不利差異）
を計上する。（3-6）



5.原価差異分析の結果、製造間接費から振り替えた製造間接費配賦差異15（借⽅差異・不利差異）の
内訳が予算差異40（借⽅差異・不利差異）と操業度差異25（貸⽅差異・有利差異）であると判明した
ため、それぞれの勘定科⽬に振り替える。（3-6）

3-2 配賦

＜計算問題＞
当社の製造間接費の年間予算額は10,000,000円、年間予定直接作業時間（配賦基準とする）は
100,000時間。当⽉のチノパン製造の実際直接作業時間は2,000時間であった。
 (問1)配賦率を計算しましょう。
 (問2)当⽉のチノパンへの製造間接費予定配賦額を求めましょう。
 (問3)製造間接費の配賦の仕訳を求めましょう。

3-3 操業度

＜理解問題＞
⾐服メーカーの当社は労働集約的な製造を⾏っていることから、直接作業時間を操業度として設定す
る。
・技術的に達成可能な最⼤操業度︓80,000時間
・当年度の予定操業度︓48,000時間
・最近5年間の操業度の平均に将来趨勢を加味した正常操業度︓52,000時間
(問題)(1)技術的に達成可能な最⼤操業度 (2)予定操業度 (3)正常操業度を求めましょう。

3-6 製造間接費の原価差異分析（予算差異と操業度差異）

（変動予算）予算差異・操業度とシュラッター図 
※本書では段階的に問題を掲載・解説

＜総合問題＞
当社は実際原価計算を採⽤しており、ズボン製造の直接作業時間を配賦基準として製造間接費を各製品
に配賦している。
(設定)
・年間の予定直接作業時間 48,000時間（基準操業度）
・当⽉の実際直接作業時間 4,300時間
・実際製造間接費 1,720,000円
・年間製造間接費予算 17,280,000円
 （変動費予算 5,760,000円 固定費予算 11,520,000円）
(問題)
 （問1）シュラッター図を描きましょう。
 （問2）製造間接費配賦差異、予算差異、操業度差異を求めましょう。
 （問3）消費時、予定配賦時、原価差異発⽣のそれぞれの仕訳を⽰しましょう。

3-8 固定予算とシュラッター図（予算差異と操業度差異）

＜総合問題＞
当社は実際原価計算を採⽤しており、ズボン製造の直接作業時間を配賦基準として製造間接費を各製品
に配賦している。
(設定)



・年間の予定直接作業時間 48,000時間（基準操業度）
・当⽉の実際直接作業時間 4,300時間
・実際製造間接費 1,720,000円
・年間製造間接費予算 17,280,000円
(問題)
 （問1）シュラッター図を描きましょう。
 （問2）製造間接費配賦差異、予算差異、操業度差異を求めましょう。
 （問3）消費時、予定配賦時、原価差異発⽣のそれぞれの仕訳を⽰しましょう。

第4章 部⾨別計算

共通 ※カッコ内の番号は論点の番号

＜仕訳問題＞
1.部⾨個別費20をA製造部⾨に15、B補助部⾨に5、賦課する。（4-3）
2.部⾨共通費10をA製造部⾨に7、B補助部⾨に3、配賦する。（4-3）
3.第2次集計として、A補助部⾨費100を甲製造部⾨に75、⼄製造部⾨に25、配賦する。（4-4）

4-3 部⾨個別費と部⾨共通費

＜計算・仕訳問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを製造しており、製造間接費の計算過程において部⾨別計算を採⽤している。
・製造部⾨︓切抜部⾨、裁縫部⾨
・補助部⾨︓清掃部⾨、⼯場事務部⾨
・部⾨個別費と部⾨共通費の情報は＜数値資料＞を参照。
(問題)各部⾨の部⾨費（部⾨個別費と部⾨共通費の合計）を求めましょう。
 また仕訳を⽰しましょう。

4-5 直接配賦法と相互配賦法

＜計算・仕訳問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを製造しており、製造間接費の集計過程において部⾨別計算を採⽤している。



・製造部⾨︓切抜部⾨、裁縫部⾨
・補助部⾨︓清掃部⾨、⼯場事務部⾨
・部⾨費（部⾨個別費＋部⾨共通費）の情報は＜数値資料＞を参照。
(問1)直接配賦法によって部⾨別配賦法を完成させ製造部⾨費を求めましょう。
 また仕訳を⽰しましょう。
(問2)相互配賦法によって部⾨別配賦法を完成させ製造部⾨費を求めましょう。

4-6 補助部⾨費配賦差異

＜仕訳問題＞
・運搬部⾨（補助部⾨）では、30の実際部⾨費（部⾨個別費＋部⾨共通費）が発⽣した。
・切抜部⾨と裁縫部⾨（どちらも製造部⾨）へ予定配賦を⾏い、それぞれ15,10を配賦した。
・補助部⾨費配賦差異を認識し、補助部⾨費配賦差異勘定へ振り替える。

＜計算・仕訳問題＞
当社はズボンを製造しており、製造間接費の集計過程において部⾨別計算を採⽤している。
(設定)
・製造部⾨︓切抜部、裁縫部
・補助部⾨︓運搬部（製造部⾨への運搬回数を配賦基準としている）
・補助部⾨費の製造部⾨への配賦は予定配賦による。
・年間の運搬部予定部⾨費は3,600,000円、年間予定運搬回数は切抜部1,000回、裁縫部800回であ
る。
・当⽉運搬回数 切抜部︓84回、裁縫部︓67回
・当⽉の実際運搬部⾨費 310,000円
(問題)
 補助部⾨費配賦差異を求め、仕訳しましょう（「製造間接費-運搬部」勘定と「運搬部⾨費配賦差
異」勘定を使⽤すること）。

第5章 個別原価計算

共通 ※カッコ内の番号は論点の番号

＜仕訳問題＞
1.#101-00に布（素材）20を倉庫から出庫して投⼊した。（5-2）
2.#101-00に当⽉発⽣した直接⼯の直接作業として30を計上する。（5-2）
3.#101-00に製造間接費15を予定配賦する。（5-2）
4.#101-00のズボンが完成した。原価計算表で集計した原価合計100を製品に振り替える。（5-2）



5-3 原価計算表の作成

＜計算問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを製造しており、原価計算制度として個別原価計算を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況は次の通り。
・各要素の計算には予定価格等を使⽤している。
・製造指図書No1101の⼀部で仕損が発⽣した（正常な範囲）。そこで#1101-2の補修指図書を発⾏
し、補修に必要な原価を集計する。
#1003については特殊な加⼯が必要であることから、外部業者に無償で材料を⽀給して特別な加⼯を
施してもらった。作業は予定通り完了して当⽉中に納品された。当該作業に対する外注加⼯賃
150,000円は来⽉に⽀払い予定である。
(問題)原価計算表を完成させましょう。

5-4 仕掛品勘定の作成と製品、売上原価の計算

＜計算問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを製造しており、原価計算制度として個別原価計算を採⽤している。
今⽉の原価活動計算表は次の通り。
(問1)仕掛品勘定元帳の空欄に勘定科⽬や⾦額を記⼊しましょう。
(問2)⽉次損益計算書上の売上原価、製品、⽉末仕掛品の⾦額を求めましょう。



第6章 総合原価計算

6-1 総合原価計算の⽤語

＜基本問題1＞
・当⽉の⽣産では300本分のズボンが⽉末仕掛となり進捗度は30%だった
・原料費は始点に投⼊し加⼯費は平均的に投⼊する
（問題）原料費と加⼯費の換算量を求めましょう。

＜基本問題2＞
ケース1︓当⽉の⽣産では300本分のズボンが⽉末仕掛となり進捗度は30%だった
ケース2︓当⽉の⽣産では300本分のズボンが⽉末仕掛となり進捗度は70%だった
・開始時点に投⼊する原料Xに対して、原料Yは進捗度の60%時点で投⼊する
（問題）ケース1と2について、原料費XとYの換算量を求めましょう。

6-2 ボックス図の描き⽅と解き⽅の流れ

＜基本問題＞
当社はズボンメーカーであり、総合原価計算を採⽤している。
・当⽉の⽣産状況は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と⾦額）。
・完成品原価と⽉末仕掛品原価に配分する⽅法は先⼊先出法とする。
(⽣産データ)
・⽉初仕掛 400本（60%） 完成品 5,000本 ⽉末仕掛 200本（40%）
(原価データ)
・⽉初仕掛 114,000円（159,360円） 当⽉投⼊ 1,392,000円（3,233,120円）
(問題)
 ボックス図を描いて完成品原価と⽉末仕掛品原価を求めましょう。

6-3 単純総合原価計算

＜計算・仕訳問題＞
当社は1種類のズボンを製造しており、原価計算制度として単純総合原価計算を採⽤している。



今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
(設定)
・原料費は製造⼯程の始点に投⼊し、加⼯費は平均的に投⼊する。
・原価を完成品と⽉末仕掛品に配分する⽅法として、先⼊先出法を⽤いる。
・仕損は⼯程の途中で、かつ正常な範囲で発⽣した（以下、「正常仕損」とする）。
・仕損品には10,000円の処分価値が認められた。原料費から控除する。
(⽣産データ)
・⽉初仕掛品 400本(50％) 正常仕損 20本 ⽉末仕掛品 300本(30％) 完成品 1,500本
(原価データ)
・⽉初仕掛品原価 47,400円(173,600円) 当⽉製造費⽤ 178,000円(1,244,050円)
(問1)当⽉の完成品原価と⽉末仕掛品原価を求めましょう。
(問2)完成品の製品単価を求めましょう。
(問3)完成品原価計上の仕訳を⽰しましょう。

6-4 等級別総合原価計算

＜計算・仕訳問題＞
当社は1種類のズボン（S、M、Lの3サイズ）を製造しており、原価計算制度として等級別総合原価計
算を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
(設定)
・原料費は製造⼯程の始点に投⼊し、加⼯費は平均的に投⼊する。
・原価を完成品と⽉末仕掛品に配分する⽅法として、先⼊先出法を⽤いる。
・仕損は⼯程の最後で、かつ正常な範囲で発⽣した（以下、「正常仕損」とする）。
(⽣産データ)
・⽉初仕掛品 800本(50％) 正常仕損 100本(終点) ⽉末仕掛品 1,000本(30％) 完成品 2,500本
・完成品の内訳︓Sサイズ500本 Mサイズ1,300本 Lサイズ700本
(原価データ)
・⽉初仕掛品原価 92,000円(347,850円) 当⽉製造費⽤ 350,000円(2,162,500円)
(等価係数)
・Sサイズ︓Mサイズ︓Lサイズ= 0.75︓1.0︓1.25
(問1)当⽉の完成品総合原価と⽉末仕掛品原価を求めましょう。
(問2)各等級製品の製品単価を求めましょう（⼩数点以下第2位まで求めること）。
(問3)各等級製品の完成品原価計上の仕訳を⽰しましょう（「S製品」「M製品」「L製品」の各勘定科
⽬を使⽤すること）。

6-5 組別総合原価計算

＜計算・仕訳問題＞
当社は2種類のズボン（ジーンズとチノパン）を製造しており、原価計算制度として組別総合原価計算
を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
(設定)
・原料費は製造⼯程の始点に投⼊し、加⼯費は平均的に投⼊する。
・原価を完成品と⽉末仕掛品に配分する⽅法として、平均法を⽤いる。
(ジーンズ-⽣産データ)
・⽉初仕掛品 300本（50％） ⽉末仕掛品 400本（60％） 完成品 1,400本
(ジーンズ-原価データ)
・⽉初仕掛品原価 72,000円(225,680円) 当⽉製造費⽤ 369,000円（加⼯費は後述）



(チノパン-⽣産データ)
・⽉初仕掛品 500本（40％） ⽉末仕掛品 700本（50％） 完成品 2,000本
(チノパン-原価データ)
・⽉初仕掛品原価 75,000円(172,350円) 当⽉製造費⽤ 338,100円（加⼯費は後述）
(加⼯費について)
・当⽉製造費⽤ 3,800,000円
・加⼯費は当⽉の直接作業時間を配賦基準として各製品に配賦する。
・当⽉の直接作業時間は1,000時間（ジーンズ550時間、チノパン450時間）
(問1)加⼯費の予定配賦率を求めましょう。
(問2)各組別製品の完成品原価を求めましょう。
(問3)各組別製品の完成品原価計上の仕訳を⽰しましょう（「ジーンズ」「チノパン」「仕掛品-ジーン
ズ」「仕掛品-チノパン」の各勘定科⽬を使⽤すること）。

6-6 ⼯程別総合原価計算

＜計算・仕訳問題＞
当社は切抜⼯程と裁縫⼯程という2つの製造⼯程で1種類のズボンを⽣産しており、原価計算⽅法は⼯
程別総合原価計算を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
(設定)
・原料費と前⼯程費は製造⼯程の始点に投⼊し、加⼯費は平均的に投⼊する。
・原価を完成品と⽉末仕掛品に配分する⽅法として、先⼊先出法を⽤いる。
・当⽉の切抜⼯程の完成品は全て裁縫⼯程へ投⼊した。
(切抜⼯程-⽣産データ)
・⽉初仕掛品 500本（20％） ⽉末仕掛品 300本（50％） 完成品 2,000本
(切抜⼯程-原価データ)
・⽉初仕掛品原価 59,000円(44,300円) 当⽉製造費⽤ 223,200円（928,650円）
(裁縫⼯程-⽣産データ)
・⽉初仕掛品 400本（40％） ⽉末仕掛品 700本（60％） 完成品 1,700本
(裁縫⼯程-原価データ)
・⽉初仕掛品原価 226,400円(172,350円) 当⽉製造費⽤ -円（1,395,520円）
・裁縫⼯程では原料費は発⽣しない。
(問1)切抜⼯程の完成品原価（前⼯程費）と⽉末仕掛品原価を求め、裁縫部⾨への振替仕訳をきりまし
ょう（「仕掛品-切抜⼯程」「仕掛品-裁縫⼯程」の各勘定科⽬を⽤いること）。
(問2)裁縫⼯程の完成品原価と⽉末仕掛品原価を求め、完成品原価計上の仕訳を⽰しましょう（「仕掛
品-裁縫⼯程」の勘定科⽬を⽤いること）。

第7章 標準原価計算

7-2 標準原価計算の解き⽅

＜計算問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを⽣産しており、原価計算⽅法はパーシャルプランによる標準原価計算を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
・原料費（直接材料費）は各⼯程の最初に全て投⼊。
・加⼯費（直接労務費＋製造間接費）は各⼯程の製造の進捗度合いに応じて投⼊
(⽣産データ)



・⽉初仕掛品 200本(50％) ⽉末仕掛品 500本(40％) 完成品 1,500本
(当⽉投⼊原価)
・直接材料費 225,700円 直接労務費 798,000円 製造間接費 630,000円
（問1）当⽉完成品標準原価、⽉初仕掛品標準原価、⽉末仕掛品標準原価を求めましょう。
（問2）当⽉投⼊標準原価と原価差異（⾦額と有利差異⼜は不利差異の記⼊）を求めましょう。
（問3）解答欄のボックス図を完成させましょう。

7-3 直接材料費差異（価格差異と数量差異） 
7-4 直接労務費差異（賃率差異と作業時間差異） 
7-5 製造間接費配賦差異（能率差異、予算差異、操業度差異）

＜計算問題＞
当社はズボンを⽣産しており、原価計算⽅法は標準原価計算を採⽤している。
今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
・直接作業時間を操業度として設定している。
・年間予算から計算した⽉間の基準操業度は450時間。基準操業度の変動費率は@480円 固定費予算
額は432,000円である。
（問1）直接材料費差異を求め、さらに価格差異と数量差異を求めましょう。
（問2）直接労務費差異を求め、さらに賃率差異と作業時間差異を求めましょう。
（問3）製造間接費配賦差異を求め、さらに予算差異、操業度差異、能率差異（変動費と固定費の両⽅
からなる）を求めましょう。



7-6 パーシャルプランとシングルプラン

＜計算・仕訳問題＞
・当社はズボンを⽣産しており、原価計算⽅法は標準原価計算を採⽤している。
・今⽉の原価活動の状況と必要な数値資料は次の通り（カッコ内の数字は加⼯費の進捗度と原価）。
・直接材料費は⼯程の最初に全て投⼊される。
(今⽉の活動)
(1)直接材料である⽣地を2,000枚、@124円で掛けで購⼊した。実際の購⼊単価をもって材料勘定へ
の受⼊記録を⾏っている。
(2)数値資料の通り、直接材料を製造に投⼊した。
(3)⽉末になったので、直接材料費の価格差異と数量差異を計算して仕訳を⾏った。
(問1)パーシャルプランによって当⽉の取引を仕訳しましょう。
(問2)シングルプランによって当⽉の取引を仕訳しましょう。
※勘定科⽬は「材料 仕掛品 買掛⾦ 価格差異 数量差異 製造間接費」から選択すること



第8章 製品

＜仕訳問題＞
1.ズボン100本（原価100,000円）が完成し倉庫へ運んだ。

第10章 直接原価計算

10-4 例題（CVP分析）

＜計算問題＞
当社はズボンを製造販売している。来期の利益計画を策定して⽬標となる売上⾼を決定するため、当期
の損益計算書を使⽤してCVP分析を⾏うことにした。
下に損益計算書を掲載する。
 (問1)貢献利益率を求めましょう。
 (問2)損益分岐点売上⾼を求めましょう。
 (問3)来期の営業利益の⽬標は170,100円です。他の条件は当期と同じであると仮定する場合に、こ
の営業利益を達成するために必要な売上⾼を求めましょう。

＜数値資料1-損益データ＞
・製品はズボン1種類。販売価格は1本1,500円
・当期の製造原価に含まれる固定費は690,000円、販売費及び⼀般管理費に含まれる固定費は
310,440円
・固定費以外は全て変動費。また、期⾸と期末に在庫は存在しない。

＜数値資料2-損益計算書（単位︓円）＞
売上⾼        2,700,000
売上原価       2,022,000
 売上総利益      678,000
販売費及び⼀般管理費  544,440
営業利益        133,560

10-8 直接原価計算P/Lの作り⽅

固定費計上のタイミング

＜計算問題＞



全部原価計算のP/Lによると、当社は当期に原価100（変動費20＋固定費80）の製品を150で販売した
（すなわち、売上⾼150、売上原価100）。
・当期末の製品在庫の原価は40（変動費10＋固定費30）※全て当期に製造
・期⾸製品は存在せず、仕掛品は期⾸・期末ともに存在しない。
（問題）直接原価計算のP/Lを作成した場合、次の数値を答えましょう。
 （問1）当期の売上⾼
 （問2）当期の変動売上原価
 （問3）当期の固定費
 （問4）期末製品

製品の固定費調整

＜計算問題＞
※設定は前の例題と同じ
全部原価計算のP/Lによると、当社は当期に原価100（変動費20＋固定費80）の製品を150で販売した
（すなわち、売上⾼150、売上原価100）。
・当期製品製造原価140（変動費30＋固定費110）
・当期末の製品在庫の原価は40（変動費10＋固定費30）※全て当期に製造
・期⾸製品は存在せず、仕掛品は期⾸・期末ともに存在しない。
（P/L上の数値）
 売上⾼150 売上原価100 売上総利益50 販売費及び⼀般管理費0 営業利益50
 （問1）直接原価計算の営業利益を上記の式から求めましょう。
 （問2）直接原価計算のP/L上の各数値を求めて（問1）の営業利益が正しいことを確認しましょう。

10-10 例題（直接原価計算のP/L作成と固定費調整）

＜総合問題＞
※解答⽤紙を使⽤
当社はズボンを製造販売している。来期の利益計画を策定して⽬標となる売上⾼を決定するため、当期
の損益計算書（全部原価計算）から、直接原価計算の損益計算書を作成することにした。
損益データと損益計算書を掲載する。
・製品はズボン1種類。販売価格は1本1,500円
・固定費以外は全て変動費。また、期⾸、期末に仕掛品在庫は存在しない。
(問題)直接原価計算の損益計算書を完成させましょう。

＜数値資料1-損益計算書（全部原価計算）＞
             （単位︓円）
売上⾼          2,700,000
売上原価
期⾸製品有⾼    205,000
当期製品製造原価 2,232,500
 合計      2,437,500
期末製品有⾼    292,500
 差引          2,145,000
 売上総利益        555,000
販売費及び⼀般管理費    375,000
営業利益          180,000

＜数値資料2-各データに含まれる固定費＞



・期⾸製品有⾼ 67,000円
・当期製品製造原価 585,200円
・期末製品有⾼ 82,500円
・販売費及び⼀般管理費 240,000円

第11章 本社⼯場会計

＜仕訳問題＞
当社はズボンを製造販売しており、本社⼯場会計を採⽤している。
・材料と製品の倉庫は⼯場にある。⼀⽅、材料購⼊や賃⾦の⽀払いは本社がまとめて⾏っている。
・⼯場で使⽤する勘定科⽬は「材料 賃⾦ 製造間接費 仕掛品 製品 本社 原価差異」である。
・当⽉の⼯場の取引は次の通り。
(1)ズボンの原材料である布を200枚（@100円）、掛けで購⼊した。
(2)⽉末になったため、当⽉賃⾦の消費額を計上する。なお、直接⼯の作業時間は2,500時間（うち直
接作業時間2,100時間、間接作業時間300時間、⼿待時間100時間）である。賃率は予定賃率（平均賃
率）で計算しており、1,800円/時間を使⽤している。間接⼯への当⽉⽀払額は785,000円、前⽉未払
額は、245,000円、当⽉未払額は、255,000円である。
(3)当⽉棚卸の結果、材料の棚卸減耗費として45,000円を計上する。
(4)当社では、直接作業時間を配賦基準として製造間接費を配賦している。次のデータに基づき当⽉の
製造間接費と原価差異を計上する。
 ①年間予定直接作業時間︓24,000時間
 ②年間製造間接費予算︓31,200,000円
 ③当⽉の製造間接費実際発⽣額︓2,780,000円
(5)当⽉に完成したズボン8,000本を倉庫に搬⼊した。1本あたりの製品原価は975円だった。
(問題)
 当⽉の(1)から(5)の⼀連の取引について⼯場の仕訳を⽰しなさい。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜解答⽤紙（解答欄）＞

第4章 部⾨別計算

4-3 部⾨個別費と部⾨共通費

4-5 直接配賦法と相互配賦法

直接配賦法

相互配賦法

第5章 個別原価計算

5-3 原価計算表の作成



5-4 仕掛品勘定の作成と製品、売上原価の計算

第7章 標準原価計算

7-2 標準原価計算の解き⽅



第10章 直接原価計算

10-10 例題（直接原価計算のP/L作成と固定費調整）

＜数値資料3-損益計算書（直接原価計算）＞
            （単位︓円）
売上⾼          2,700,000
（   ）
期⾸製品有⾼    （   ）
当期製品変動製造原価（   ）
 合計       （   ）
期末製品有⾼    （   ）
 差引         （   ）
（   ）       （   ）
変動販売費       （   ）
（   ）       （   ）
固定費         （   ）
営業利益        （   ）


