
第2問 第3問 第4問 第5問
180予想 外貨・割賦（日商出さないから）・ＣＦ 連結（P/Lも）・本支店 B/S・P/L＋合併(172の３問参照） 28.02

179 手形・保証債務 保管・預り有価証券 委託販売 社債（決算処理） 剰余金の配当・処分 外貨建取引 商品在高(売上高・売上原価・粗利・棚卸高） 連結会計 B/S(現預金・負債）・P/L+銀勘 27.07
178 銀行勘定調整表 委託販売 商品券 手形・保証債務 増資 社債（決算処理） 外貨建取引 ＣＦ計算書(間接法） 連結会計 B/S(資産の部)・P/L 27.05
177 銀行勘定調整表 償却原価（手形） 受託販売 剰余金の配当 社債（買入償還） 外貨建取引 ＣＦ計算書(直接法） 本店集中・支店分散 B/S(負債の部)・P/L 27.02
176 荷為替 未着品 委託買付 欠損填補 有価証券(端数利息) 外貨建取引 建設業会計(進行・完成) 合併 B/S(資産の部･他)・P/L 26.11
175 現金過不足 固定資産の滅失 資本的収益的 割賦販売(未実現利益) 社債（決算処理） 外貨建取引 手形記入帳 連結会計 B/S(負債、純資産の部)・P/L 26.7
174 本支店会計×3 資本的収益的 受託販売 社債（決算処理） 剰余金の配当 外貨建取引 連結会計 B/S(一部)・P/L＋銀勘 26.5
173 銀行勘定調整表 手形の更改 委託販売 繰延資産 社債(買入償還) 外貨建取引 減価償却 本支店会計 B/S(負債の部)・P/L 26.2
172 手形・保証債務 災害損失 試用販売 剰余金の配当 有価証券(決算処理) 外貨建取引 割賦販売 合併 B/S(一部)・P/L

171 商品券 荷為替 割賦販売(未実現利益) 剰余金の配当 社債（決算処理） 外貨建取引 建設業会計(進行・完成) 連結会計 B/S(一部)・P/L＋銀勘

170 小口現金 受託販売 荷為替 新株式発行 社債(買入償還) 外貨建取引 商品有高帳 本支店会計 B/S(一部)・P/L

169 手形・保証債務 固定資産の滅失 予約販売 資本的収益的 社債（決算処理） 外貨建取引 割賦販売 本店集中・支店分散 B/S(一部)・P/L

168 銀行勘定調整表 預り金・法定福利費 荷為替 委託買付 有価証券(決算処理) 外貨建取引 合併 本支店会計 B/S(一部)・P/L

167 商品券 試用販売 預り有価証券 固定資産の買換え 剰余金の配当 社債(買入償還) 外貨建取引 本支店会計 B/S(負債の部)・P/L

166 現金過不足 受託販売 未着品 欠損填補 有価証券(決算処理) 外貨建取引 建設業会計(進行・完成) 本支店会計 B/S(一部)・P/L＋割賦

165 委託販売 資本的/収益的 固定資産の売却 新株式発行 社債（決算処理） 外貨建取引 割賦販売 本支店会計 B/S(一部)・P/L＋銀勘

配点 24～28 8～12 10～12 32～36

第2問 第3問
180予想 等級別・連算品・製造間接費配賦 28.02

179 材料消費(予定） 賃金支払 工程別 組別 等級別 本社工場 標準　/　仕掛品(直接労務費)勘定記入 27.07
178 材料消費 賃金消費 部門振替 工程別 売上返品 本社工場 直接　/損益計算書＋CVP分析 27.05
177 棚卸減耗費 賃金消費 部門差異 工程別 組別 本社工場 単純総合　/　仕×勘定記入　(副産物) 27.02
176 外注費 製造間接費 工程別 組別 自家用機械 本社工場 等級別　/　原価計算表・仕掛品勘定記入 26.11
175 材料消費 賃金消費 部門振替 組別作業くず 値引 本社工場 製造間接費　/　 配賦額計算 26.7
174 作業くず 賃金消費 部門振替 工程別 標準(差異計上) 本社工場 等級別　/　原価計算表・製品勘定記入 26.5
173 賃金消費(予定) 補修 部門別実際配賦 工程別 材料差異 本社工場 標準　/　仕掛品(製造間接費)勘定記入 26.2
172 材料消費 賃金支払 作業くず 工程別 組別 本社工場 連産品　/　原価計算表・製品勘定記入

171 材料消費 賃金消費 副産物 組別 標準(差異計上) 本社工場 単純総合　/　仕×勘定記入　(副産物)

170 工程別 組別 売上返品 仕損（個別） 標準(差異計上) 本社工場 直接　/損益計算書

169 作業くず 部門振替 工程別 等級別 材料差異 本社工場 製造間接費　/　 配賦額計算

168 材料消費 部門差異 組別作業くず 売上値引 自家用機械 本社工場 単純個別　/　原価計算表穴埋　製造間接費配賦

167 棚卸減耗費 賃率差異 外注費 工程別 組別 本社工場 標準　/　仕掛品(直材)勘定記入

166 材料消費 賃金消費(予定) 仕損（個別） 部門別予定配賦 組別 本社工場 等級別　/　原価計算表・製品勘定記入

165 材料消費 賃金消費 工程別 組別 標準(差異計上) 本社工場 単純総合　/　仕×勘定記入　(副産物)

配点 24 16

第180回　全経簿記1級予想（2015/11/16現在）

部門別個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

全経１級(会計)　過去の出題状況

組別（副産物）/　勘定記入・ 原価計算表

財務諸表作成(C/R・P/L・B/S・S/S)

全経１級(工業)　過去の出題状況

第4問

単純個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

財務諸表作成(C/R・P/L・B/S・S/S)

組別総合原価計算

単純個別・工程別

工程別（半製品*副産物）/　勘定記入・ 原価計算表

組別（副産物）/　勘定記入・ 原価計算表

工程別（半製品*副産物）/　勘定記入・ 原価計算表

44

部門別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

単純個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

財務諸表作成(C/R・P/L・B/S・S/S)

部門別個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

部門別個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表

単純個別（補修*作業くず）/　勘定記入・ 原価計算表


