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①原価計算の目的と
分類

・1級における工簿・原価計算を学ぶにあたり、その目的を｢財務会計｣｢管理
会計｣で考えるとわかりやすい。
財務会計→利害関係者に開示するF/S作成が目的→ルール・文言が明確。
管理会計→社内での原価管理が目的→特定のルール・文言がない。
・1級では、特に新出の｢経営意思決定｣が難しい論点とされている。

②原価の基礎的分
類

<最重要>
・原価計算の最大の基本として、発生する費用を｢形態的分類(3、材料費・労
務費・経費)×製品との関連における分類(2、直接費・間接費＝直間分類)｣
の計6つに分類することが大切。
・材料費・労務費・経費につきそれぞれ今後細かく学習していくが、｢間接経
費｣のボリュームが非常に大きく、このコストをどのような基準で按分するか
が工業簿記の大事な論点。

③非原価項目 ･非原価項目＝｢工場で発生する経費であるが、原価に算入しないもの｣の
扱いに注意。1)営業外(財務費用など) 2)異常なもの 3)その他(利益剰余金
など)があるが、1)･2)についてきちんと識別できること。

①勘定連絡図と財務
諸表(C/R・P/L)

・原価計算と複式簿記は互いに関連しており、良～く振り返って見るとあちこ
ちで起きていることの説明がつく。理論的に言えば、｢複式簿記＝仕訳により
原価情報が提供され、原価情報により工業簿記の勘定が完成する｣ことにな
るが、なんだかわかりにくいので、次の｢勘定連絡図とF/Sの関係｣で理解す
るのがgood。
・勘定連絡図は1級でも<最重要>。特に直接費→賦課、製造間接費→配賦、
の意味を良く理解しておく。
・工簿のF/Sのうち、B/Sは重要でなく、P/LとC/R(製造原価報告書)の2つが
重。製造原価報告書は、P/Lでいうと仕入高にあたる｢当期製品製造原価｣
の明細を示す資料。C/Rの金額は仕掛品勘定(原価BOX)、P/Lの金額は製
品勘定に対応する。これ重要。
・C/Rの項目のうち、｢当期総製造費用｣｢当期製品製造原価｣の2つは、穴埋
め補充が求められるので、名称がきちんと書けないとダメ。
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～個別原価計算、C/R・P/L作成

②2種類のC/R ・C/Rは、直間分類に対応し、2通りのフォームがあるが、試験で問われるの
は｢直間分類によるC/R｣。問題文で与えられた条件から、勘定連絡図を書
き、C/R・P/Lを作成するのが、まず最初の解法パターン。

③原価差異(復習) ・製造間接費を筆頭に、実際原価の集計待ちによる遅れを回避するために
予定配賦することが工簿のポイント。1)予定配賦額を先に計算 2)後から実
際発生額を集計 3)差額を原価差異勘定として集計し、年度末に売上原価に
加減算する。これを予定原価法と呼び、第2の解法パターン。
・借方差異(不利差異)、貸方差異(有利差異)の違いは、2級でもしつこく問わ
れた論点。忘れていないよね。
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①個別/総合原価計
算の比較

・個別原価計算は｢個別受注生産｣、総合原価計算は｢大量見込生産｣。特に
原価の集計単位が、｢製造指図書ごと｣｢原価計算単位(=1ヶ月)ごと｣と異なる
ことが大切。

②個別原価計算の
計算手続き

・個別原価計算における勘定連絡図は、基本パターンと全く同じ。製造間接
費は予定配賦が原則。ポイントは、集計単位が個別の商品ごとであることだ
け。

③指図書別原価計
算表と仕掛品勘定の
関係

・個別原価計算のツボは｢製造指図書別原価計算表｣。良く見慣れた表だが
文章で書くと、指図書ごとの経費額を書き出し、タテヨコ集計したもの。この
表は仕掛品勘定の借方・貸方と対応し、経費ごとの集計が借方、指図書の
完成/仕掛ごとの集計が貸方に来る。
・例題は、1)製造指図書別原価計算表の記入 2)仕掛品/製品勘定の完成
3)C/R・P/Lの作成。

MT1個別
原価計算
における
仕掛品勘
定・C/P・
P/L作成

×製造指図書別原価計算書の集計ミス
→仕掛品勘定の貸方には、原価計算書
のタテ計を集計。単純ミスが起き得る。

①材料費会計～総
論

・材料費・労務費・経費の3つは費目別会計として、工簿のスタートとなる大
事な論点。2級の論点に加え、さらに細かいポイントを突っ込んで問われる。
・材料費の論点は、1)分類 2)購入時の処理 3)消費時の処理 4)月末在庫の
処理、の4つの切り口で考えるとわかり易い。問われる論点は下記。
1)では、勘定科目から直接/間接材料費に分類し、さらに受払記録法まで関
連づけて理解する。受払記録法は、細かい順に、継続記録法＞棚卸計算法
＞購入時に経費計上、の3通り。
2)では、材料副費の処理・勘定科目から外部/内部材料副費に区別・予算
データからの予定配賦・統括配賦率/費目別配賦率の使い分け。
3)では原価BOX・消費価格計算・予定価格法による材料消費価格差異の計
算
4)では、継続記録法採用時の棚卸減耗費算出と、正常/異常による振替先
a/cの違い。

MT7 ×発生経費への費目への分類
・棚卸減耗費(正常)→間接経費

②購入時の処理～
材料副費・受入価格
差異

・材料副費とは、引取費用(外部材料副費)と取扱保管費(内部材料副費)との
こと。購入原価＝購入代価＋材料副費であるが、いろいろ計算に手間のか
かる外部材料副費は購入原価に算入しないことも認められる。1)科目から
外部/内部への紐付け 2)予定価格により材料受入価格差異を計算、の2つ
をマスターする。
・材料副費は、通常製造間接費に集計されるが、試験委員独特の学説とし
て｢出庫材料(消費時)に予定配賦する方法｣の出題可能性もなくはない。まぁ
確かにその通りなので、覚えるまでもないが理解はしておく。

③消費時の処理～
予定価格法・消費価
格差異

・予定価格法は工原の基本的解法パターンであり、1)予定で払出 2)実際額
集計 3)価格差異を計上、のいつものパターン。材料費では購入・消費の両
方につき適用できるが、特に消費の計算は、原価BOX・消費価格計算
(FIFO・LIFO・AM)と絡めて重要な計算問題となる。
・実際の出題では、費目別に原価BOXを書いて計算し、材料費勘定に集計
するのが解法パターン。

MT2材料
別での予
定価格&
差異計算
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×FIFOでの消費価格差異の計算
→月末在庫を先に計算し、差額で求める

×補助材料の払出先
→払出先は製造間接費(勘定連絡図をイ
メージ！)

④月末在庫の処理
～棚卸減耗費

・月末在庫処理のポイントは、正常・原価性がある→製造間接費に集計、異
常・原価性がない→原価算入せず、損益a/cに振替える(棚卸減耗費(特
損))、ことだけがポイント。簡単だね。

①労務費会計総論
～分類と範囲

・労務費会計の論点は、原価BOXを書いて①分類と範囲 ②支給時 ③消費
時、の3点に切り分けて考える。
①分類と範囲
・労務費には、賃金・給料・賞与/手当・退職給付費用・法定福利費など様々
な費用が含まれるが、ほとんどの費目は間接労務費であるため、｢直接工の
直接作業時間(加工時間・段取時間)だけが直接労務費になる｣と理解してお
けばOK。

MT75労務費会計

1総論

2原価記録と
財務諸表

3個別原価計
算

4材料費会計
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②支給時 ・労務費としての集計対象は、｢支払賃金＝基本賃金＋加給金｣。給与支給
総額や差引現金支給額と混同しないように注意。
・給与支給総額＝支払賃金＋諸手当(家族手当・通勤手当など)
・差引現金支給額＝給与支給総額-(社会保険料、所得税など)
→仕訳で理解するのも良い。
(賃金)+              / (現金)-
(従業員諸手当)+  / (預り金)+

③消費時
#2工・#4工

・1級では予定の処理が新出。問題文の指示に従って原価BOXを書き、1)予
定計算 2)未賃/賃未を経て実際支給額(要支払額)を計算 3)賃率差異を計
上、の順に計算すればOK。
・直接工/間接工の労務費は別々に計算しなければならないケースがある。
原価BOXを2つヨコかタテに並べ、落ち着いて計算して、最後に合算。

④廣本説による時間
外手当の処理

・時間外手当(加給金)は消費賃率に含めて計算することが通説であるが、1
級試験では試験委員の学説に則り、製造間接費勘定として集計する処理が
指示されることがある。
・この場合、箱を書いて図でイメージすることが解法パターン。加給金相当額
を｢残業時間×割増率×予定消費賃率｣で求め、1借方)当月未払額に加算
2貸方)製造間接費に加算、をする。2)を忘れやすいので注意。

MT3時間
外手当の
処理
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×時間外割増手当分の計算忘れ
→直接工の賃金のうち、間接作業時間分
に加え、割増手当分も製造間接費に集計
される。忘れがち？
☆労務費～勘違いミスしやすいので注意

①経費会計総論～
分類

・経費会計に含まれる経費とはヒト・モノ(材料費&労務費)以外の全てであ
り、含まれる範囲は広いが、原価計算上のポイントである直接/間接の切り
分けに必須なのは｢外注加工賃｣のみ。
・外注加工賃以外では、特許権使用料が問われることが稀にあるだけ。

MT7

②直接経費(外注加
工賃)の処理

・外注加工賃の論点は、1)支給時の処理(無償/有償)と加工品受入時の処
理(直接経費/部品原価処理)による違い 2)有償支給時の仕訳(交付差益の
処理)、の2点のみ。あまり重要な論点ではない。
1)処理による違い→部品として在庫する場合は、直接経費処理が×のた
め、部品原価勘定(資産)での計上が必要。
2)有償支給時の仕訳→材料交付時の貸方残高に含まれる｢交付差益｣を、
部品受入時の部品勘定借方残高に含まれる差益上乗せ分と相殺する。
(材料)+※        / (交付材料差益)-  ※材料勘定の+は、-を-するため。
(交付材料差益) / (部品)-

③間接経費の処理 ・間接経費の処理は、原価BOXを書いて未払/前払を考慮して当月消費額を
計算するだけ。その際費目、把握方法により計算方法が異なることに、
ちょっとだけ注意。

MT7
12

×製造間接費の間接Z・R・Kへの紐つけ
→いつもちょと苦手。Z・Rに集計するもの
は覚える。材料棚卸減耗費はK。法定福
利費はR、福利費用はK。器具備品費はZ

①製造間接費会計
総論

・製造間接費の処理、特に按分計算による配賦と差異分析はテキⅠの中で
最重要な論点。原価計算のために製造間接費はなんらかの基準で各製品
に配賦することが必要であり、かつ次の論点である｢原価の部門別計算｣の
前提として公式法変動予算による差異分析が重要。
・製造間接費の｢実際配賦｣は非現実的であり、｢予定配賦｣を前提として学
習する。

②予定配賦の流れ ・製造間接費での予定配賦は、いつもの3点セット1)予定配賦額の計算 2)実
際額の集計 3)差異の把握、に加え、0)年間予算から予定配賦率を計算、す
ることが重要。ここでは｢操業度の定義｣｢公式法変動予算による予算額見
積｣の2点がポイント。また3)差異の把握、をした後の差異分析が肝要。

③製造間接費配賦
差異の把握と分析
(公式法変動予算/
シュラッター図)

・製造間接費配賦差異は、2級では解法パターンのマスターで済んだが、1級
では後続の｢部門別計算｣のために、しっかり理論から押さえること。
・配賦差異の問題は、1)製造間接費勘定(原価BOX)にて差異を求める、2)横
軸を操業度・縦軸を製造間接費額としたシュラッター図を書いて分析、が定
石。固定費/変動費予算額・変動費/固定費率・基準/実際操業度を求める
と、後は図形的に差異額を分解できる。差異＝予定配賦額-実際配賦額は、
大きく予算差異と操業度差異に分解される。
・｢予算差異＝原価の浪費/節約｣｢操業度差異＝固定費額の使い残し｣と覚
えると早い。操業度差異はもともと発生する固定費に含まれるため、予算許
容額＝予定配賦額＋操業度差異。実際発生額-予算許容額＝予算差異。

④製造間
接費の費
目別集計
12

×総差異の要因別分解
→総差異と、各要因別差異の合計は一
致する。シュラッター図で理解。
☆総合問題における費目別分解
→計算しやすい下書きの書き方あり。

④おまけ論点X3 1)公式法変動予算のちょっと上級論点として、予算差異を｢変動費予算差
異｣｢固定費予算差異｣に分解することがある。解答用紙の欄から判断し、使
い分ければOK。
2)固定予算
3)実査法変動予算

△予算差異の固/変分解
→式だけで求めるとこんがらがるので、
シュラッター図の中で差し引き計算する
方がベター。

①原価の部門別計
算～総論

・｢原価の部門別計算｣とは、製造間接費を原価発生部門別に分類・集計す
ることであり、勘定連絡図の中では、費目別計算の後・製品別計算の前に位
置する2stepめの計算と位置づけられる。
・2級で既習であるが、部門別計算は勘定連絡図のどの位置の計算をしてい
るかを常にイメージしないと迷子になる。切り分けるステップは、
1)第1次集計(直接費以外の製造間接費を各部門へ賦課/配賦)
2)第2次集計(補助部門費を製造部門へ配賦)
3)最終配賦後の製造部門費を各製品(仕掛品)に配賦。
・部門別計算を行うと、製造間接費の賦課・配賦がより正確になるため、後
続の論点｢責任会計｣への準備として非常に重要。2級に比べ高度な配賦テ
クニックが4つも登場する。
<賦課と配賦>賦課→紐付け可能な経費を直課する。配賦→紐付け不能な
経費を何らかの基準により按分して負担させる。

②製造間接費の第1
次集計(個別/共通費
→各部門へ)

・第1次集計とは、製造間接費に集計された材料・賃金・経費の3つの間接経
費を、各部門に賦課/配賦する手続き。
・問題の中では理屈でなく反射的に解くことになるが、理論も押さえておく。
→直接材料/賃金/経費は、直接仕掛品に行くので、部門別計算とは無関
係。部門別計算は製造間接費のみ対象。さらに製造間接費は個別費/共通
費に分けられるため、個別費は賦課、共通費を配賦する、ということ。

③製造間接費の第2
次集計(補助部門費
→製造部門へ)
#4工・模試原

・第2次集計とは、補助部門費に集計された金額を、何らかの基準で製造部
門に配賦する手続き(補助部門費のままでは製品に紐付けできないため)。
・2級では｢直接配賦法｣だけが問われたため無意識にワンパターンの解法で
解けたが、1級ではここで様々な論点・計算基準が登場する。

6経費会計

7製造間接費
会計

★重要
8原価の部門

別計算Ⅰ
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④第2次集計の論点
その1～補助部門間
相互の用役の授与
#1工

・部門別計算の総合問題の中で、指定された方法での第2次集計が重要な
ポイント。補助部門間相互のやりとりをどのように考えるかにより、単純な順
に、1)直接配賦法(2級) 2)階梯式配賦法 3)相互配賦法(簡便法) 4)相互配賦
法(連立方程式法)、の4つの計算基準を使い分ける。
1)直接配賦法：補助部門間相互のやりとりを考慮せず、製造部門に対しての
み配賦。
2)階梯式配賦法：補助部門の順位付けを行い、階段状に優先順位をつけて
上位→下位部門に対してのみ順繰りに配賦していく。
3)相互配賦法(簡便法)：配賦を複数回行うことが前提。出題されるのは」、相
互配賦を1回だけ行い、2回目は補助部門に配賦しない｢簡便法｣だけ。
4)相互配賦法(連立方程式法)：最も正確で、重要。最終配賦後の補助部門
費を変数に置き、連立方程式を使って求める。変数の置き方、連立方程式
の計算さえ間違えなければ、満点が取れる論点。

補助部門
費の配賦
(階梯式)
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⑤論点その2～単一
基準/複数基準配賦
法
#1工

・これまで学習してきた補助部門費は、用役消費量のみで按分計算される｢
単一基準配賦法｣であったが、｢責任会計&予算許容額配賦｣のために｢変動
費＝用役消費量｣｢固定費＝用役消費能力｣により按分をする｢複数基準配
賦法｣が新登場する。

☆補助部門費配賦額を、直接/相互/階
梯×単一/複数配賦法の組み合わせで6
～8通りで計算し、金額大小を比較する
×複数基準配賦法での固定費配賦基準
→一瞬｢月間予定｣を使いたくなるが、あく
まで｢消費能力｣を用いる。

⑥論点その3～配賦
方法(責任会計の考
慮)
#1工

・責任会計とは、｢補助部門で発生する差異をどの部門で管理すべきか？｣
を問う論点。下記3つの組み合わせパターンのメリット・デメリットで判断。
1)単一基準配賦法×実際配賦
→実際発生額を全て製造部門に配賦する。予算差異・操業度差異を補助部
門が負担しなくなるため、不適。
2)単一基準配賦法×予定配賦
→予定配賦額のみを製造部門に配賦する。予定配賦により予算差異・操業
度差異が把握されるが、生産数量の多寡に由来する操業度差異まで補助
部門の負担となり、不公平感があるので不適。
3)複数基準配賦法×予算許容額配賦
→これを言いたいためにいろいろやってきた。操業度差異を補助部門に負
担させず、固定費予算額＋変動費予定額を製造部門に配賦。補助部門は
変動/固定予算差異のみを負担する。これがベストの方法。

×複数基準配賦法の固定費配賦基準
→○消費能力で配賦。×消費予定量で
はない。

⑦部門別原価計算
まとめ・総合問題
☆的1工☆
☆工・第2予想☆

・部門別原価計算の総合問題は、会話分形式の穴埋めで理論、差異の算
出で計算能力が問われる。慌てずいつもの予定配賦の 1)予定配賦率算定
2)(部門別)予定配賦額算定 3)(部門別)実際発生額の集計 4)(各部門)差異
の把握・分析、の手順で進める。
<解法パターン>
1)予算/実際部門費配賦表での金額計算
2)(部門別)シュラッター図での差異分析
3) 1)と2)を合わせて勘定&差異分析を記入

複数基準
配賦&差
異分析
22

×補助部門費の差異分析～｢操業度差
異の空欄｣ひっかけ
→予定許容額の場合、解答欄の｢操業度
差異｣は該当なしを意味する--を記入す
る。0では×。
★ま2 責任会計～補助部門費の予算許
容額配賦
・連立方程式法/階梯式法にて予算配賦
率/額を決定
・予定配賦(貸)(V=予定配賦率、F=予算)
・実績額記入(借)
・差異計上、差異分析

①仕損費の計算基
準

・個別原価計算での最後の論点が｢仕損｣。①仕損の程度→計算基準の違
い ②発生原因や量→処理の違い、の2つの切り分けの理解を踏まえ、原価
計算表作成と勘定記入を組み合わせた解法パターンとして出題。
<計算基準>
・仕損費の計算基準の基本は｢仕損費＝対象分の原価-仕損品評価額｣で
あるが、仕損の程度・結果により3つに場合分けされる。タンカーの例で。
                       (集計先)          (対象分)         (仕損品評価額)
1)補修可能         補修指図書     修理代           ---
2)代品製造(全部) 元の指図書     元の製造原価  元の製品の処分販売額
3)代品製造(一部) 代品の指図書  修理代           失敗部分の処分販売額

②仕損費の処理 <処理>
・仕損費は発生原因や数量に基づいて正常/異常仕損に分類され、さらに正
常仕損は製品原価への算入可否により直接/間接経費処理法に分かれる。
振替先の違いは、勘定連絡図のイメージで理解しておくと確実。
1)直接経費処理(正常)特定品に紐つく＝直接経費処理→仕掛品に振り戻す
2)間接経費処理(正常) 部門に由来する＝間接経費処理→製造間接費へ
3)非原価処理(異常)    異常仕損は原価外として損益a/c(特損or営業外)へ

③まとめ～計算と処
理

☆出題＆解法パターン
・個別原価計算＆仕損の論点は、｢製造指図書別原価計算表の作成｣｢勘定
記入｣のコンボで出題。解法パターンで一発回答だが、原価計算表の作成方
法のみマスター必要。
1)各指図書において発生した仕損費の処理方法を決定
2)原価計算表の小計の下に、集計先に注意しながら仕損品評価額・仕損費
を記入。備考欄に振替先をメモ。
3)仕掛品勘定・仕損費勘定の記入。原価表のヨコ計が仕掛品a/cの借方(発
生額)、タテ計が貸方(消費額)に対応するが、直接経費として仕掛品に戻る
分の扱いに注意。

個別原価
計算&仕
損コンボ
16

×原価計算表の小計より下の仕損品評
価額を書き漏らし。
→書き漏れがあっても合計額は合致する
ので、見直しの際は真っ先に問題文の指
示を再チェック！
△合計欄の記入は仕掛・完成のみ。仕損
額は全て内訳欄に記入。
・評価額・仕損費→払出原価の控除項目
なので△表記。

④作業屑の処理 ・個別原価計算において作業屑が発生する場合、見込みなどに基づき作業
屑勘定への振替処理を行う。
1)発生原因を特定          (作業屑)+     / (仕掛品)-
2)      〃   を特定しない  (作業屑)+     / (製造間接費)-
3)軽微な場合                発生時は仕訳せず、売却時に雑収入を計上

10個別原価
計算における

仕損

★重要
9原価の部門

別計算Ⅱ
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工原工原工原工原テキテキテキテキⅡⅡⅡⅡ論点整理表論点整理表論点整理表論点整理表
§1～5総合原価計算、§6～9標準原価計算
テーマ 論点 ポイント ミニテスト 備考・間違いノート

①総論～個別/総合
原価計算の違い

・総合原価計算は後続の標準原価計算・直接原価計算の考え方のベースと
なる重要な論点。
・個別/総合原価計算に共通するのは｢投入された原価を完成品/仕掛品に
振り分ける手続き｣ということであるが、個別原価計算が｢製造指図書別/費
目別に予定配賦率を使いながら集計する｣のに対し、総合原価計算では｢直
接材料費/加工費をそれぞれ按分計算｣していく点で異なる。
・2級までの解法パターンでは、直接材料費・加工費を分けて原価BOXを作
れば済んだが、1級ではより高度な理論アプローチ・計算方法判断・集計能
力が総合問題の中で問われていく。

②直接材料費と加工
費

･総合原価計算の特徴として、按分計算を勘案して、製造原価の分類を｢直
接材料費｣｢加工費｣の2つに単純化される。完成品/仕掛品への具体的按分
手順は下記③で行うが、まず直接材料費→数量比按分、加工費→完成品
換算量比で按分、であることを確実に理解する。

③月末仕掛品の評
価(AM・FIFO・LIFO)

・総合原価計算では｢完成品原価＝月初仕掛品原価＋当月製造費用－月
末仕掛品原価｣の差額で求めることが基本。(実務上では出荷された完成品
より)工場の手元にある期末仕掛品の方が正確にカウントできることから、｢
月末仕掛品の評価方法｣が重視されるということ。
・2級では、財務会計上必要な3つの月末仕掛品評価方法(＝原価配分方法)
を学習したが、1級では管理会計に踏み込んでさらに細かく区別する｢純粋
先入先出法｣が重要になる。
1)平均法(Average Method) 月初仕掛+当月製造費用の合計額を按分
2)修正先入先出法 (Modified FIFO) 当月製造費用から完成/仕掛に按分
2')純粋先入先出法 (Pure FIFO) 完成品への按分額を月初仕掛品当月着手
完成分にさらに細分化→完成品単位原価を仕掛分/当月着手分別に計算
3)後入先出法(LIFO) 当月投入分を先に消費する。物価変動の影響を除去
するメリットがある。仕掛品残高により月初仕掛/当月製造費用のいずれを
按分するかが異なるが、暗記するのではなく原価BOXを正確に書いてビジュ
アルでイメージする方が確実！

MT1
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T2-19

～実際単純総合、PureFIFOの計算とP/L
作成

～仕損・減損(正常・異常の両方)
×純粋FIFOでの月初仕掛品完成分の単
位原価計算
→当月投入・月初完成分のコストの算入
先は、○月初仕掛完成分 ×当月投入完
成分

④★原材料の追加
投入
#2工

・総合原価計算の出題は｢直接材料は始点投入｣であると明記されることが
殆どであるが、｢ショートケーキ製造の例｣で追加材料費のコスト計算基準を
4パターンで理解しておく。しっかり理解すると後々役に立つ♪
1)始点投入(スポンジ)    両者負担、数量比按分
2)平均投入(生クリーム) 両者負担、完成品換算量で按分。加工費はこれ。
3)途中点投入(いちご)    仕掛品が途中点を通過していれば両者負担。
                               未通過なら完成品負担
4)終点投入(化粧箱)     完成品負担

①総論～仕損･減損 ・仕損･減損の論点は、総合原価計算の総合問題において必出。工程中に
おける失敗分や蒸発分のコストをどこの紐つける(＝負担させる)かという
話。問題文より計算パターンを読み取る力がつけば、後は計算するだけ。
・正常仕損・減損は、良品に負担させる。計算方法2×負担関係2×原価配
分方法2＝合計8通りの計算パターンを使い分ける。
・異常仕損・減損は、非原価項目＝良品に負担させないため、按分計算した
異常仕損(減損)費と仕損品評価額を把握しておけばOK。

☆解法パターン～仕損・減損
1)タイムテーブルにて負担関係を判断
2)原価BOXを書いて按分計算
3)仕損・減損費を負担先に追加配賦
★まβ 正常仕損・減損の負担計算
・チェックポイントを押さえ、正しく計算

②正常・異常と負担
関係
#2工

・仕損･減損費の処理は、まずその負担関係の理解が必要。
1)異常仕損・減損→完成品・仕掛品のどちらにも負担させない(非原価項目)
2)正常仕損・減損→両者負担・完成品負担のいずれか。ポイントは｢仕損・減
損の発生点を通過した良品(完成&月末仕掛)に負担させる｣ことがルール。
追加投入と同じく、始点/平均/途中点/終点投入のいずれであるかにより、
負担先を決める。
☆平均発生の場合、自動的に加工進捗度0.5・両者負担となることに注意

MT2
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～仕損品の評価、負担関係の判断
→タイムテーブルで負担関係を判断

☆仕損・減損の負担の考え方は、
原価計算基準⇒度外視法・両者負担
実務⇒完成品負担にするので、度外視/
非度外視のどちらでも計算結果は同じ。
管理会計に役立つので非度外視が有用

③負担計算(度外視
法)

・負担計算のうち2級で既習の｢度外視法｣は正常減損分のコストを独立させ
ず、完成品負担or両者負担のいずれかとする手法。原価配分方法が2通り
(AM・FIFO)あるため、2×2=4通りの計算パターンをマスターする。
※負担方法は加工費進捗度から決定。原価配分方法は問題文の指示。
1)AM×完成品負担   月初仕掛＋当月投入を合計。平均単価から
                            月末仕掛品原価を求め、差額を完成品原価とする。
2)FIFO×完成品負担 原価BOXを書き、当月投入分のみを按分計算する。
3)AM×両者負担      按分対象＝月初仕掛＋当月投入-仕損品評価額。
                            仕損数量を除いて平均単価を計算し、両者に按分
4)FIFO×両者負担    按分対象＝当月投入-仕損品評価額。
                            AMと同じく、平均単価計算時には仕損数量を除外。
☆仕損品評価額を控除するタイミングが、完成品負担＝最後に控除、両者
負担＝最初に控除、となることが要注意。

MT2
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～原価BOXでの原価按分(FIFO・両者)
両者負担の場合、仕損品評価額を投入
原価から先に控除して原価按分

△FIFOでの修正/純粋の使い分け
→FIFOの当月完成額は差額計算が原
則。純粋であれば前月未完成⇔当月投
入を別に計算する。結果は同じだがあく
まで理論を大切に。

④負担計算(非度外
視法)
#6工

・｢非度外視法｣とは、仕損・減損分のコストも一旦算出し、後から完成品・仕
掛品に追加配賦する方法。負担方法により按分基準が度外視法と異なるこ
とにまず留意し、後は各パターンでの留意点を押さえておくこと。
                                 <非度外視法>          <度外視法>
1)完成品負担                完成品負担            完成品負担  (同じ結果)
2)両者負担(定点発生)     材・加とも数量按分   材は数量比・加は換算比
3)両者負担(平均的発生)  材・加とも換算量按分           ↓   (異なる結果)

MT3
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～非度外視法：正常仕損費の追加配賦
→正常仕損費を把握後、当月投入完成&
月末仕掛品に対し数量(or換算量)按分
☆負担計算時の分母に注意する
→完成品負担～度外視・非度外視同じ
→両者負担～定点発生は数量按分、平
均的発生は換算量按分。よって度外視・
非度外視で計算結果が異なる。

⑤正常/異常の両方
が発生

・仕損/減損が、正常⇔異常の両方発生するケースでは、正常分のコストを
異常分にも負担させるかの判断が必要。諸説あるが、試験委員の学説で
は、異常>正常の場合、異常分にもコストを負担させる。
☆非度外視法の場合は普通に計算してから負担先に追加配賦するだけで
良いが、度外視法の場合には｢異常分に負担させないためのちょっと変わっ
た原価BOXの作り方｣の解法パターンを使う必要がある。
☆仕損品評価額が、正常・異常の両方に対し発生するケースあり。異常分
の評価額計算を忘れやすいので要注意。

△FIFOの場合、負担計算の分母は｢当月
投入分のみ｣(※お約束)。

1 総合原価計
算の基礎

★重要
2 仕損・減損
が生じる場合

の計算
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⑥安定的発生(正常
減損)

・｢正常減損が｣｢安定的に発生する｣ケースについてのみ、減損費を完成品/
仕掛品により正確に配賦するための非度外視法での特例計算が認めれる
(なくて良いのに)。
・問題文中では、｢完成品分＆月末仕掛品分合計の正常減損量｣が表示さ
れるが、完成分・仕掛分の投入量→完成/正常減損分のチャートを書くこと
で、それぞれに該当する数量が計算できる。
・次いで直材・加工費の2つの原価BOXを書いて費用を按分。その際(加工費
計算用の)完成品換算数量の求め方に特徴がある。
 →加工費分の完成品換算数量＝減損量×加工進捗度×1/2(平均)。

⑦その他注意点
(ひっかけ)
#2工

<お約束ルール～問題文中で指示されない｢前提事項｣>
・FIFOでの仕損・減損は当月投入分からのみ発生(按分計算時に要注意)
・平均的発生 →加工進捗度0.5、両者負担と自動的に決定。
・発生点不明 →度外視法・両者負担でのみ計算可能
<その他注意点>
・安定的発生の完成品換算数量は、進捗度×1/2で計算。
・仕損品評価額の控除タイミング →完成品負担＝最後、両者負担＝最初。
・仕損品の評価額 →直材は問題ないが、加工費の場合は仕損数量を用い
る。原価BOXに書き込んだ完成品換算量をつい使うミスが起きやすい。

的4×

①工程別原価計算
～総論・分類
#2工

・｢工程別原価計算｣とは、製品原価の正確な算出・管理指標提供のため
に、総合原価計算に｢部門別計算｣の考え方を持ち込んだもの。総合原価計
算の応用論点として、｢仕損・減損｣｢原材料の追加投入｣と絡めたコンボでの
総合問題が出題される。
・工程別原価計算の論点・分類は下記の通り
 <原価要素の範囲>                            ×  <集計方法>
 (原則)全原価要素工程別総合原価計算    累加法(場所別計算・2級)
 (容認)加工費工程別総合原価計算          非累加法(発生源泉別計算・新)

★まα 実際工程別総合原価計算
・累加法・非累加法の使い分け

②累加法(場所別計
算)

・工程別原価計算の基本は、前工程の直材・加工費を前工程費(直材費～
始点投入)として受け入れる累加法(場所別計算)の処理。勘定連絡図をイ
メージし、｢総合原価計算の直材・加工費の原価BOX計算の後にもう1回原
価BOX計算が加わる｣と考えると理解しやすい。
・試験上は仕損・減損コンボ、材料の追加投入コンボで総合問題として出
題。理論偏重よりもトレーニングでのマスターが大切。

MT4
25

～工程別・累加法、途中点投入/仕損C
・前工程費→数量按分
・平均的投入→換算量按分
・終点投入→完成品負担

③非累加法(原価の
発生源泉別計算)

・累加法の欠点を補うため、×場所別→○発生源泉別、に集計する方法。
計算がやや煩雑になるが、完成/仕掛品原価の計算結果は累加法と同じで
あり、かつ最終完成品に含まれる各原価要素の内訳が把握できるメリットが
ある。

MT5
25

～工程別・非累加法
→タイムテーブルで負担関係・按分基準
→ヨコ集計により、完成品原価のうち、Z・
加#1・加#2の内訳が把握可能
×非累加本来の方法～いつも通りに#1・
#2の原価BOXを別に書くと、月初仕掛品
の原価が混入して×
→☆解テク：1つのBOXに合わせて書く

④加工費工程別総
合原価計算(加工費
法)

・工程別原価計算のうちの簡便法として、一定の条件下で材料費の工程別
計算を省く手法。直材費の仕掛計算は各工程分を合算して行う。加工賃の
仕掛計算のみ、通常の工程別計算(累加法)で行う。
☆加工費法は簡便法であるため、仕損・減損費は｢発生点にかかわらず全
て最終完成品負担｣とする特例ルーを適用。

①組別総合原価計
算

・同一ライン上で異種製品を作るケース。
・当月製造費用のうち、加工費が｢組直接費｣｢組間接費｣に分けて与えられ、
製造費用→仕掛品の時点で｢直材費&組直接費＝直課｣｢組間接費＝配賦｣
を行う。問題文の表データ・勘定連絡図は工程別原価計算と同じ形の直課
であり、組間接費だけ別データによって配賦される。
・理論的には易しい論点であるが、部門別原価計算(予定配賦)とコンボにな
るので、一見複雑。

②等級別総合原価
計算～総論

・同一ライン同一製品であるが、大きさなどのランクが異なるケース。
・組別計算と同じロジックでも計算できるが、等価係数(等級製品間の原価発
生額の一定比率)を用いることで、組別計算の手間を省く応用(簡略)法。よっ
て、精密さの順に｢組別＞等級別＞単純｣に位置づけとられる。
・仕掛品原価は無関係。完成品総合原価のみに注目し、(生産量ではなく)｢
等価係数を用いた積数比｣を用いて各製品に按分する。

T4-4 →工程別組別計算(累加法)
×工程別に気をとられ、度外視・前工程
費集計方法を失念。

③等級別総合原価
計算～3つの計算パ
ターン
☆的6工☆

・等級別総合原価計算の出題ポイントは｢問題文指示による按分計算パター
ンの違い｣の読み取りに尽きる。3つの計算パターンのいずれであるかを読
み取れば、後は積数計算と仕損/減損の追加配賦に注意しながら計算する
だけ。
・計算パターンの違いは理論的には｢按分計算をするタイミングの違い｣であ
るが、組別＞等級別＞単純 の関係を意識し、組別・単純のどちらに近い形
であるかをイメージするほうが理解が早い。
1)基本パターン(2級) 仕掛計算完了後に積数で按分(原価項目の区別なし)
2)組別に近い形(新)  費用→仕掛への直課の時点で按分(  〃 区別あり)
3)単純に近い形(新)  仕掛品原価BOX内で、基準製品に換算後の積数を用
いて完成/仕損/仕掛×等級の組み合わせに対し按分。またこの場合両者
負担時の追加配賦計算が要注意(非度外視法&完成品負担→数量比で)。

MT6
25?

～等級別原価計算、仕損C
→按分計算3パターンの読み取り
→等価係数を用いた原価の按分配賦
→正常仕損費の追加配賦。

×｢組別に近い方法｣での正常仕損費の
追加配賦(両者負担)
→(定点発生のため)数量配賦する。

×問題文指示の読み取り

①連産品～総論
#3原

連産品とは、石油精製などのように｢同一工程・同一原料から異種製品を作
る｣ケース。F/S作成(売上原価/期末在庫評価)のために連結原価(分離点ま
での共通加工コスト)を各連産品に配賦する手続き。ここ何年も出題されてい
ないが、そろそろ狙い目か？
<計算手順>
1)連結原価を求める
2)見積NRVを(正しく)求める
  ↑ここがハイライト。市価基準・個別加工賃・副産物・作業屑の考慮必要
3)連結原価を見積NRVにより各連産品に配賦
4)連結原価配賦額＋分割後｢実際｣加工賃＝完成品総合原価、として求める

②計算方法(物量/市
価基準)

・連産品に特有の配賦基準である｢市価基準｣の理解がポイント。配賦基準
は物量基準/市価基準のいずれも認められるが、負担力主義(市価の高い
製品に原価も多く負担させる。⇔価値移転主義)による市価基準が望ましい
とされ、試験に出るのもこちら。

MT7
25

～連産品の連結原価配賦

★重要
3 工程別総合

原価計算
☆的2☆

4 組別･等級
別総合原価

計算

5 連産品の原
価計算
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③分離後個別加工
賃の考慮

・連結原価の各連産品への按分は、正常市価(NRV)から追加分加工賃を除
いた｢分離点におけるNRV｣を用いる(市価基準)。
・分離後個別加工賃は、見積NRVの計算＝予定率、完成品原価の計算＝
実績、を用いるルール。予定＝実際の場合は問題ないが、ちょっと要注意。
・市価基準＝NRV法(Net Realizable Value正味売却価額)には、見積売価・
加工賃を用いる｢1)見積NRV法｣と、利益率を一定にして逆算する｢2)修正
NRV法｣の2通りあるが、1)が一般的。問題文で指示された時のみ2)で。

MT7 ～見積NRVによる連結原価配賦

④副産物・作業屑 ・連産品でのコンボ出題として、副産物・作業屑の処理が欠かせない。評価
額が低い→重要性の観点から｢評価額を製造原価から控除する｣ことが決ま
り。つまり正常仕損(度外視)と全く同じ処理方法となる。
・必ずではないが、副産物＝終点発生→完成品負担・仕掛計算後に控除、
作業屑＝平均発生→両者負担、仕掛計算前に控除、がお約束。

MT7
T5-5

～×副産物評価額の処理
→見積売却価額を評価額とし、連結原価
から控除
×完成品負担・両者負担の負担関係の
使い分け (を忘れやすい)
→両者負担の場合は、評価額を原価か
ら控除した後に、完成品/仕掛に按分。

①標準原価計算～
総論(目的と手順)

・標準原価計算とは｢製品原価計算に標準原価を用いることで1)原価管理目
的 4)記帳の簡略化・迅速化を図る｣原価計算手法。FA化などに対し既に時
代遅れとの指摘もあるが、依然として試験上・実務上での最重要論点。
・標準原価計算の手順は、PDCAサイクルと密接に関連。
1)原価標準の設定 →2)標準原価の計算 →3)実際原価の集計 →4)原価差
異の把握・分析 →5)報告、の手順に進むが、1)・3)は問題文の指示に従うだ
けなので、実は問われる論点は2)・4)のみ、と考えると気がラクになる。

②3つの勘定記入方
法

・標準原価計算の重要論点として、｢標準原価計算を帳簿組織に組み込む｣
ことが挙がる。なんとなくわかりづらいが、つまり標準原価=Sを実際原価=A
に置き換える、つまり原価差異をどのタイミングで出すか、ということ。
・この置き換えタイミングの違いが、｢3つの勘定記入方法｣の論点となる。2
級で既出の1)シングル・プラン 2)パーシャル・プラン、に加え3)修正パーシャ
ル・プラン、による価格差・数量差を切り分けた差異分析が重要。
1)シングル・プラン     各原価要素a/c上でAP×AQを用い原価差異を把握
2)パーシャル・プラン  仕掛品a/c上でAP×AQを用い    〃
3)修正パーシャル・プラン ～価格面/数量面の差異を、各原価要素/仕掛品
勘定上で分離して把握。差異分析上、1級では3)が最重要。
→各原価要素a/cにて、受入AP×AQ、払出SP×AQを用い、価格差を把
握。コントロール不能な外部要因中心の価格差異・賃率差異を先に算出。
→仕掛品a/cの受入はSP×AQで計算。払出はAP×AQで計算するため、数
量面の差異が把握される。数量差異・時間差異・製造間接費差異(予算/操
業度/能率差異)が把握され、内部要因としてコントロール対象となる。

T6-18 ～修正パーシャル・プラン
→仕掛品a/cではSP×AQで受入。数量
Q・時間Hに関する差異のみ仕掛品a/cで
把握し、材料価格・賃率差異などAP⇔SP
に関する差異は、その前で分離把握。

～パーシャル・プラン
→仕掛品a/cではAP×AQで受入。P・Q
に関する差異はともに仕掛品a/c上で計
算。但し｢材料受入価格差異｣がある場合
は強制的にSPとなり、材料については
パーシャル・修正パーシャルとも同じ勘定
記入。

③差異分析(面積計
算&シュラッター図)
#3工

・差異分析は原価管理上の大切な目的。費目別に計算方法を使い分ける。
1)直材・直労   →面積計算(SQ×SP→AQ×AP)で求める。｢混合差異｣部分
は、コントロール不能な価格差部分に集計するため、｢工｣の字型に集計。
2)製造間接費 →シュラッター図で求める。実際個別総合原価計算でも用い
る｢基準｣｢実際｣に、仕掛品受入数量から求める｢標準｣が加わる。｢標準-実
際｣の差を能率差異(固/変)として把握できる。
・差異の種類は、実際個別原価計算のケースと併せて理解する。四文法～
二分法まで分かれるが、各々の差異の名称と、不利差異(U)・有利差異(F)の
使い分け程度は言われなくでも答えられるように。

MT8
25

～標準原価計算における差異分析
→パーシャルプラン仕掛品a/cで標準原
価総差異を計算
→Z・R・Kにつきそれぞれ差異分析

④材料受入価格差
異

・コンボで頻出するのが｢材料受入価格差異｣。材料の受入単価差を材料費
勘定の前で集計して表示する。そのため仕掛品a/cにおける差異は数量面
の差異のみとなり、パーシャル/修正パーシャル・プランは同じ計算結果とな
る。→T8-6

⑤その他論点1 標準
工程別
☆的5工☆

・標準原価計算は、その他いくつかの原価計算手法と組み合わされるが、工
程別原価計算に標準原価の手法を採用すると｢標準工程別総合原価計算｣
となる。
・標準原価計算をヨコに2回行うだけの論点であるが、問題文の指示条件が
かなり難解になるので、反射的に解法パターンの下書きを作るのがベスト。
<解法パターン>
1)原価標準(＝標準原価カード)を工程別に書き分ける。
2)生産状況の整理  ～図を書いて数量比・換算比の使い分けをイメージ
3)生産データの整理 ～原価BOX計算・標準数量(SQ・SH)決定・勘定記入
4)差異分析
・更に応用的な論点として｢作業区分別原価計算｣の手順を一度おさらいして
おくこと。

MT9
25

T6-15

T6-17

～標準工程別
→問題文条件が一見複雑になるので、落
ち着いていつもの原価標準設定・原価
BOX計算・差異分析。
～標準工程別
×平均投入材料の期首・期末評価
→換算量で計算
～作業区分別
→チャートと原･標を書き、BOXで換算数
量を算出

⑥その他論点2 標準
個別原価計算

・個別原価計算に標準原価を採用すると｢標準個別原価計算｣となる。個別
指図書ごとに標準数量を定めるため、仕掛品a/c内ではタテ計(指図書計、
貸方)・ヨコ計(費目計、借方)ともに全て標準(SQ・SH)での計算となる。つまり
必ずシングル・プランであり、原価差異は全て各費目a/cで発生させる。
<解法パターン>
1)指図書別原価計算表の完成(いつものパターン)
2)各費目a/c上で差異計算
3)差異分析 (標準数量の計算を確実に！)

①仕損・減損～総論
#3工

・標準原価計算における仕損・減損はコンボ論点ではあるが、負担関係・換
算比・正味標準/総標準などを正確な使い分けが問われるため、理解力を
試すのに格好のテーマとして、必出・最重要。理論的には難しくないので、一
通り理解したら、ひたすらトレーニングで鍛錬すべし。
・正常仕損/異常仕損の負担関係・決算処理は総合原価計算と同じである
が、正常/異常の切り分け基準が異なるので注意。
総合原価計算：発生原因基準＝問題文で正常/異常が明確に指示される
標準原価計算：数量基準＝｢正常仕損＝通過した良品×正常仕損率｣｢異常
仕損＝正常仕損率を超えた発生分｣であり、自分で計算。

★まβ 標･原～仕損減損コンボ
・仕損を反映した原標の設定(第2法)
・総標準・正味標準の使い分け
 →特に｢仕損の途中点発生｣！

②原価標準の設定
(第1法・第2法)
#3工

・仕損・減損の論点においては、そのスタートとなる｢原価標準の設定｣に2通
りの方法がある。
1)第1法～各原価要素の標準消費量を補正。度外視法に対応。
→簡便法。異常仕損費を表示できない、仕掛品評価がおかしいなど、難あり
2)第2法～正味標準原価をまず求め、正常仕損/減損費は特別費として加
算。非度外視法に対応。
→通常はこちらで解く。総標準原価(＝正味標準＋正常仕損分)を求める

MT10
25

～標準原価計算での仕損減損～第2法
→仕損を考慮した総原価標準の設定と差
異分析
☆ロジックを理解し、計算精度/速度をUP

★重要
6 標準原価計

算の基礎

★★最重要
７ 標準原価

計算における
仕損・減損
☆的3工☆
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③仕損品の評価額 ・仕損品に評価額がある場合、これを正常仕損費の原価標準に予め反映し
ておくことがルール。一方、異常仕損品にも評価額がある場合は、正味原価
標準での計算結果から異常仕損分の評価額を控除する。この控除を忘れ
やすいので要注意。
・異常仕損費を特に表示せず、消費量差異に含めて計算すると仕損(減損)
差異が出る。この場合、原価BOX上の当月投入量から異常仕損分を控除し
てSQを下げる。、差異分析における消費量の不利差異額がその分増加し、
トータルでの±が0になる。

MT10仕損
品の評価
額

T7-8

T7-9

×第1法での当月投入数量
→度外視法なので原価BOXでの当月投
入数量は、正常仕損分を減らす。

～評価額あり
→仕掛品a/c上の正常/異常仕損費は評
価額を切り出して別表示
×仕掛品a/cの勘定名記入

④仕損の途中点発
生

・仕損は｢終点発生｣とすることが過去は主流であったが、上述の負担関係・
換算量・正味標準/総標準の使い分けを問う出題として、近年はこの｢途中
点発生｣の解法が欠かせない。
・解法的には、下記2点のみ。ただ難解なので、理論に頼らず体感で反射的
に解くことも必要か。
1)原価標準設定の前に生産状況チャートを書き、負担関係・換算比を決定
2)生産データの原価BOXで、負担関係・換算比・正味/総標準を正しく使い分
ける

☆途中点発生
→生産状況チャートを書いた後、正常/異
常仕損にも換算量を書き込む。

⑤その他の差異1
配合差異/歩留差異
#3工

・直接材料費差異のうちの数量差異を、さらに配合差異/歩留差異に分解す
ることがある。配合差異とは、単価が異なりかつ代替性のある複数の原料
の構成比変化による有利/不利。歩留差異とは、(標準原価計算における)異
常仕損による影響額を切り出したもの。元々の狙いは異なるが、計算ロジッ
クが同じため、2つをセットで学習する。また2つの計算パターンを使い分け
る。
<基本パターン>基本原料別の標準価格で計算
1)原価標準の整理(標準配合割合と正常減損率の計算)
2)実際歩留での消費量S'Qを計算。次いで異常減損分を除いて標準歩留で
の消費量SQを計算。
3)SQ⇔AQ比較の中間として、S'Q(AQ×標準配合割合)を計算
4)各材料ごとに、SQ⇔S'Q⇔AQの数量差を用いて歩留差異/配合差異を計
算。BOX内の左右どちらが歩留・配合かを忘れたらマル秘テクで・・。
<応用パターン>
基本パターンでは｢配合差異の±が実感と逆｣となるため、材料ごとの標準
単価ではなく、投入分の加重平均単価(WAP)を用いる方法がある。
・直労費・製造間接費についても、同様のロジックで歩留差異額を特定する

MT11
25

～配合差異/歩留差異
☆解法さえ知っていれば確実に得点でき
るサービス論点。また材料受入差異勘定
がある場合は、仕掛品a/cにおける単価
は全て標準を用いるので、喜んで良い。
・・しかし、恐らく出題されない。

⑤-1仕損差異・減損
差異
#3工

・仕損/減損を伴う標準原価計算にて、異常仕損費を分離表示せず、費目別
差異のうちの数量/能率差異として表示することができる。
・計算方法は歩留/配合差異の計算と同一。異常仕損を含む実際歩留での
標準消費量S'Qをまず計算。うちで異常分を除いた仕掛品原価BOXをもう一
つ作り標準消費量SQも計算。SQ⇔S'Qの差を｢異常仕損関連｣、S'Q⇔AQの
差を｢仕損無関連｣の差異とする。

⑥その他の差異2
剪断差異・作業屑差
異

・剪断差異・・鋼板等を剪断(※切断ではない！)する際の、ノコギリ歯の幅に
よるカットロス分を把握する。
・作業屑差異・・収益上での管理対象となる｢作業屑発生額の予定と実際の
差｣。テキⅢで再出する。

①原価差異の会計
処理～総論
#5工

・標準原価計算における原価差異は、期末に売上原価ほかに振り替えるこ
とが原価計算基準に明示されている。これは、財務報告目的上、原価発生
額を予定→実際に修正するため。
<処理ルール>
1)異常な差異は非原価処理
2)原価差異は原則として売上原価に振替(=賦課)。
3)ただし材料受入価格差異のみ必ず期末有高にも賦課。
4)原価差異が多額の場合、｢所定の計算｣により期末製品/仕掛品にも賦課

★まγ 標･原～原価差異の追加配賦

②処理方法×3
#5工

・標準原価差異の追加配賦方法は、下記の3通り。問題文から処理方法を
判断する読み取り能力が大切。
1)原則的な処理：原価差異は全て当期売上原価に振替
2)多額な場合1～一括処理法：当期売上原価/期末製品/期末仕掛品の3者
に、それぞれの標準原価発生額で按分
3)多額な場合2～ころがし計算法：標準原価の配賦計算に準じ、仕掛品/製
品の原価BOXを書き、製品量/換算量を用いて、より正確に計算。
※原価差異の会計処理の問題では、計算を複雑化させないため、期首製品
/仕掛品＝0、として出題される約束。

MT12 ～材料受入価格差異/消費量差異の追
加配賦

③材料受入価格差
異の追加配賦
#5工

・材料受入価格差異は、標準原価計算の簡略化に非常に役立つが、期末に
必ず実際単価に補正しなければならないため、ちょっと面倒な｢追加配賦｣が
不可欠。
<解法パターン>
・配賦先は、1)期末原料 2)材料消費量差異 3)期末仕掛品 4)期末製品 5)当
期売上原価、の5者。横長の材料費BOXを書き、この5つを右から順に並べ
て価格差異をまず数量按分。2)材料消費量差異は差異として残さないため、
価格差異追加配賦額をプラスした上で、さらｎ3)～5)に数量按分する。

MT12

T8-5

T8-6

×解法度忘れ
→受入価格差異配賦&消費量差異再配
賦コンボの計算は時間かかる。
解法テクの横長BOXで解けるようになる
と時間短縮かつ正確。
～追加配賦
×金額で計算
→数量按分が基本。各費目の換算数量
が異なる場合は、それぞれ分けて計算
～追加配賦・材料受入価格差異
×パーシャル=APで仕掛品a/c上で差異
→材料受入価格差異は買入時に最優先
で処理。パーシャルPであっても仕掛品
a/cではSPで受入。

①総論 ・標準の改訂は、実務では使う(かも知れない)が、試験での出題はないの
で、参考としての読み物程度。処理方法だけ一通りしっておこうか・・。

②期中に新標準を採
用

1)新旧2つの仕掛品勘定を用いる 2)新標準に変更した差異を｢標準改訂差
異a/c｣に振替、の2つの方法がある。

③期末に新標準を採
用

・当期の計算は正しかったが、翌期原価計算のために、新標準に修正して
おく方法。期末資産は新標準に洗い替えし、差額を引当金とする。

④旧標準が誤りで
あった場合

・当期の売上原価・期末棚卸資産・標準原価差異を、全て新標準で計算しな
おす。

8 原価差異の
会計処理

9 標準の改訂
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工原工原工原工原テキテキテキテキⅢⅢⅢⅢ論点整理表論点整理表論点整理表論点整理表
§1～3直接原価計算 §4～6事前予測 §7～9事後評価 §10～11意思決定
テーマ 論点 ポイント ミニテスト 備考・間違いノート

①管理会計～総論 ・原価計算とはそもそも｢原価や利益に関するさまざまな情報を提供するた
めのツール｣であるが、財務会計目的＝工業簿記＝テキⅠ・Ⅱの範囲、管理
会計目的＝原価計算＝テキⅢの範囲、と狭義に考えることもできる。
・テキⅢでは、管理会計目的の狭義の｢原価計算｣においては、利益計画策
定に役立つ｢直接原価計算｣が基礎となる最重要論点。比較的苦手になりや
すい論点でもあり、まずここをしっかりマスターできるかが合否の分かれ目。

②全部/直接原価計
算の違い

・これまで学習してきた｢全部原価計算｣と、管理会計で重要な｢直接原価計
算｣の違いをまとめると下記。2級の復習レベルなのでしっかり覚える。
                   全部原価計算                  直接原価計算
1)集計範囲     全ての原価を製品原価へ   変動費のみを製品原価へ
2)勘定連絡図  いままで通り                   固定費は期間原価(損益a/c)へ
3)P/L            売上原価                        変動売上原価
                                                       変動販売費
                   販売費一般管理費            固定費(製造原価&販・管)

①直接原価計算の
目的

・直接原価計算は、売上高の変化から利益を試算できるため、次年度の利
益計画策定に不可欠なツール。

②勘定連絡図とP/L
作成
#4工

・全部/直接原価計算の違いの理解は、白紙の状態からP/Lを作れることが
最終的な合格ライン。
・そのために、勘定連絡図を理論的に理解し、かつトレーニングでの書き出
しを重ねて体得することが必要。理論で押さえておけば下記2つのポイントで
その意義を納得できる。
1)加工VC→変動売上原価、販管VC→変動販売費、加・販FC→固定費、とし
て集計される(上記§1-②)
2)全部/直接原価計算の営業利益の違いは、期首/期末の仕掛品/製品a/c
に含まれるFCの差

★ま3 直原→直接/全部のP/L書き分け
・P/L上、埋まるところを先に埋める
・一息ついて、売上原価を計算開始
・固定費調整

③固定費調整
#4工

・直接原価計算は、管理会計/予算統制に不可欠なツールであるが、会計
基準の継続性・固変分解の恣意性介入、の観点から財務報告には用いるこ
とができない。そのため実務上では、直接原価計算にて営業利益を求めた
後、｢固定費調整｣を行って、全部原価計算相当の営業利益額を算出して開
示をする。
<固定費調整>
(全)の営業利益＝(直)の営業利益＋(末)のFC－(首)のFC
・(末)(首)の仕掛品/製品a/cに含まれるFCの求め方は、下記の2通り。
1)ころがし計算法(原則)・・原価配分方法に従い、原価BOXでの換算量を用
いてFCを計算。こちらの方が解法的には簡単で、かつ正確。
2)一括調整法・・加工VCなど、なんらかの基準を用いて当期投入額を売上
原価・(末)製品・(末)仕掛品の3者に按分。簡便法であるが、金額が不正確で
あるうえ、解法的にはこちらの方が煩雑で、いいところなし。

①直接標準原価計
算～総論

・直接原価計算(短期利益計画)×標準原価計算(原価管理)の利点を掛け合
わせると、直接標準原価計算となる。勘定連絡図を意識しながらP/L作成・
差異分析まで行うと、｢計画と統制｣に必要な各種の原価情報を｢迅速かつ簡
略的に｣入手できる。

②原価標準の設定 ・全部/直接原価計算では、原価標準を設定する範囲が異なる。
全部原価計算：製造原価全てに対し設定 →直材・直労・製間(固/変)
直接原価計算：変動費に対し設定     →直材・直労・製間(変)＋変動販売費
                   ※固定費は標準設定の対象外。通常は実際額のみを集計。

③P/Lの作成 ・全部/直接原価計算のP/Lは、白紙の状態で自力で書き分けできること。
<直接標準原価計算のP/L>
標準変動売上原価＋標準変動販売費＋標準変動費差異＋固定費(実額)
の順に表記。固定費は実額が基本だが、予定＋差異の2行に分けて書くこと
も可。

×問題文指示に違反
→変動販売費は、SでなくAで計算

④固定費調整 ・直接標準原価計算を採用した場合でも、開示向けには固定費調整が必
要。ただし標準を用いたメリットとして、固定費調整額を｢標準固定製造原価
×換算量(製品/仕掛品数量の(末)-(首))｣として、より簡易に計算することが
可能。

①企業予算の編成
～総論

・予算管理とは、予算編成(§4、計画機能)＋予算統制(§8)、業績測定・差
異分析、の2つのプロセスで構成される。§4では、予定P/L・C/F・B/Sの作
成フローを理論的に学ぶとともに、試験対策として確実に部分点を稼げるよ
うにトレーニングを積む。

②予算の編成手続き ・予算策定は、短期利益計画(経営に必要な利益)からスタートし、売上予算
→製造予算(→経費予算)→財務予算、の順で行う。よって予算F/Sも、P/L
→C/F→B/Sの順に策定される。

★重要
③予定P/L・C/F・
B/Sの作成

・予定F/Sの作成は実際には多様な論点が絡むが、基本パターンは下記。
1)P/Lの作成
・与えれたデータに基づき、サクサク埋めていく。支払利息(営業外)を除き、
営業利益までは最初に求まる(はず)。
2)B/Sの作成①
・原材料a/cの原価BOX計算に始まり、仕掛品・製品a/cまで埋まる。
・売掛金a/c期末残高＝期首＋当期増加(売上)-当期回収(現金収支から)
・買掛金a/c     〃    ＝期首＋当期増加(購入)-当期支払(     〃         )
3)現金収支
・ここが難関。四半期ごとに、期首+当期収入(売掛金回収)-支出合計で、一
旦仮残高を出す。借入/返済/利払を判断・加減算し、期末残高を出す。Qtr
の期末を翌Qtrの期首残高に振替え、これを4Qtr末まで繰り返し。
4)その他B/S科目
・建物/設備・減価償却累計額・借入金・未払費用(支払利息)・利益処分など
を計算(＝勘定分析？)。
5)B/Sの作成②(完成)
・上記の結果からB/Sを作成し、貸借バランスすれば完了。これだけ論点が
あると完答は難しく、部分点を確実に重ねることが吉か。

★ま1 予定P/L・B/S・現金収支の作成
解法ワンパターンなのでサクサク埋める
・P/L埋める
・数量決定→B/S埋める
・現金収支・借入・利払
・減償はCashoutしないが、B/S価額減

1 経営管理の
ための会計

情報

★重要
2 直接原価計

算
☆的4工☆
☆工・第3予

想☆

3 直接標準原
価計算

4 企業予算の
編成

☆模試☆
☆工・第1予

想☆
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①総論～CVP分析・
原価の固変分解・最
適セールスミックス
☆的1原☆
☆原･第2予想☆

・原価(cost)/営業量(volume)/利益(profit)の3つの原価情報を｢企業の短期
利益計画に役立てる｣のが、CVP分析・原価の固変分解・最適セールスミッ
クスの一連の論点。
・出題の主眼はCVP分析による損益分岐点(BEP)計算や条件変化による営
業利益額の試算であるが、その前提条件として的確な｢原価の固変分解｣が
必要であり、コンボ論点として｢最適セールスミックス｣が問われる。
※多品種製品のCVP分析→同一構成比での損益分岐点計算、最適セール
スミックス→構成比を変えて貢献利益最大化、が狙いであり、似ているが混
同しないように。

★ま5 CVP分析&業績測定コンボ
・CVP→WACC・固変分解・BEP・安全余
裕率

★重要
②原価の固変分解
#1原
模試・原

・CVP分析の着手論点として原価線y=ax+bを決定する。直接作業時間(x)・
補助材料費(y)のデータが与えられ、変動費率(a)・固定費額(b)の計算が求
められる。試験上は1)高低点法 2)最小自乗法 の2つの使い分けが必要。
1)高低点法(2級)
・最小点/最大点の2データを用い、変化率or連立方程式でy=ax+bを決定
2)最小自乗法(1級)
・平均線と各データの差(偏差)を最小(0)にするa、bを求める。計算理論は統
計学の世界に任せ、｢2つの正規方程式｣を導く理論・解法でマスター。
①正規方程式を書く →平均線y=ax+bから、2つの方程式を導く
 ⅰ)両辺の合計を計算           Σy=aΣx+nb

 ⅱ)自乗(x×y)した両辺を合計 Σxy=aΣx
2
+bΣx

②問題文からΣをそれぞれ計算 Σx、Σy、Σx
2
、Σxy

③ ②の値を①の方程式に代入し、変数a、bを決定
③CVP分析 ・CVP分析での解答要求は、損益分岐点売上量/額、目標営業利益額/率の

達成数量、安全余裕率など。変数を販売量＝x、売上高=Sのいずれかとした
方程式で解くが、直接原価計算のP/Lをベースに売上高～営業利益・経常
利益までを全て方程式で表現し、目標値からx・Sを求めるのが基本パター
ン。

④コンボ論点 ・総合問題を解くために、下記のコンボ・応用論点を一通りカバーする。
1)営業外損益：営業利益に営業外損益を加減算すると税引前経常利益が求
まる。
2)ROI：目標値としてROIが与えられた場合は税率の考慮が必要。ROI＝税
引後目標利益／使用総資本(＝総資産)。主に｢税引前経常利益×税率＝税
引後経常利益｣のパターンで登場
3)変動的資本：I(投下資本≒使用総資本＝総資産)の値に、固定額ではなく
売上x・Sを含む変数を用いる。
4)感度分析：条件変化時の営業利益額を試算する。③で用いた直接原価計
算のP/L方程式でラクラク解決。
5)経営レバレッジ係数：＝貢献利益／営業利益。固定費額が高いと大きくな
る。現在の営業利益×売上変化率×レバレッジ係数で、売上変化による営
業利益の変化額を算出可能。対外的な比較に有効。

T5-13 ～ROI
→△ROI計算時は比較対象が税引前/後
のどちらであるかに注意

⑤追加論点～多品
種製品・全部原価計
算のCVP分析
☆的6☆
#1原

・さらなる追加論点。知らないと解けないので、一通り特徴・解法・お約束(前
提)は理解しておくこと。
1)多品種製品：売上構成(販売量or売上高)が一定である前提で、損益分岐
点計算などを行う。各品種＋合計のP/Lを書くのが間違いないが、販売量構
成が一定(＝セット販売)の場合は、1セットあたりの貢献利益額で計算すると
早い。
2)全部原価計算：全部原価計算では固定費をSQで計算(予定配賦)するた
め、操業度差異が配賦漏れとなる。そのため差異額を予め求めておき、
CVP分析の方程式を解く前に、計算用P/Lでの売上原価に追加しておく。

T5-15

T5-17

的6

～多品種製品
×条件指示の売上量・売上高の混同

～全部vs直接のP/Lの書き分け
×年・月の混同

～全部原価計算のCVP分析
→特殊論点。知っているか知らないか。

①最適セールス・ミッ
クス～総論
#2原

・最適セールス・ミックスとは、｢営業利益を最大にする製品販売量の組み合
わせ｣を指す。ここでは生産能力(加工時間)などの制約条件を｢希少資源｣と
考え、その資源をどう配分する(＝生産量を決定する)かが問われる。

②制約条件1つ
#1原
#4原

・制約条件が1つの場合は、｢制約条件単位あたり営業利益｣を求め、有利な
製品を最大量、残り時間で他の製品を生産・販売する。
※複数条件下でも、どちらの条件でも同じ商品が有利な場合は、この計算。

5制約条
件1～2

×制約条件1の際の選択ミス
→1条件の場合はLPでなく、制約条件単
位あたり利益で判断。LPを書く前に、制
約条件単位あたり利益を必ず書き出す

★重要
③制約条件2つ以上
#1原

・複数条件(かつ有利な商品が異なる)の場合は、線形計画法(LP＝リニ
アー・プログラミング)により最適解を求める。解法パターンでマスター。
(前提)制約条件単位あたり営業利益を求め、有利商品が異なることを確認。
1)問題の定式化：目的関数・制約条件・非負条件を定式化する
2)可能領域の図示：制約条件の関数をグラフ化し、可能領域を把握
3)端点への代入：可能領域の各コーナーを端点と呼び、最適解の候補とな
る。端点の座標を目的関数に代入し、極大の解となる地点が最適解。
・さらに条件を変化させ、｢業務的意思決定｣を解答させるケースもある。

☆事後評価～総論 ・§7～9は事後評価の論点であるが、CVP分析・最適セールスミックスの総
合問題中のコンボで出題されるので、セットで学習する。
・直接原価計算によるP/Lをセグメント(事業部・地域・商品・・)ごとに作成す
れば、セグメントごとの収益性を把握し、利益計画や業績評価に活用でき
る。ただその前提として、①P/Lの構造(固定費の段階的把握) ②資本コスト
率 ③測定指標(ROI・RI)の理解が必要。

★ま5 CVP&業績評価コンボ
・CMから経費を段階的に引く
・ROI・RIの計算式は暗記

①P/Lの構造(固定
費の段階的把握)

・直接原価計算P/Lの固定費部分を、管理可能個別/管理不能個別/共通
(配賦額)の3段階に切り分けて差し引くと、短期利益計画/統制に有用な、｢
管理可能利益｣｢セグメント・マージン｣｢事業部営業利益｣が把握される。
1)貢献利益-管理可能個別固定費 ＝管理可能利益
2)管理可能利益-管理不能  〃     ＝セグメント・マージン
3)セグメント・マージン-共通固定費 ＝(事業部)営業利益

②資本コスト率
#1原

・資本コストとは、借入金金利・配当金(株主資本コスト)など資金調達に伴う
コストを指すが、ここでは費用というよりも｢最低限稼ぐべき利益目標｣と考え
る。
・資本コストは様々な調達源で構成されるが、通常、全社平均としての
WACC(Weight Average Cost of Capital)を用いる。負債の資本コストである
支払利息の損金算入を考慮するため、｢WACC負債の資本コスト×0.6＋自
己資本コスト｣として計算される(→負債資本コストの減税効果)。

③測定指標(ROI・RI)
#3原

・事業部の業績測定指標として用いるのは、1)投下資本利益率(ROI＝
Retuen on Investment) 2)残余利益(RI=Residual Income) の2点のみ。原価
計算というより社会常識として、計算式は暗記。
1)ROI ＝｢利益｣／｢投下資本｣
2)RI   ＝｢利益｣-｢投下資本×資本コスト率｣

5 原価・営業
量・利益関係

の分析

6 最適セール
ス・ミックスの

決定
☆的2原☆

7 事業部の業
績測定
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④業績測定 ・上記①～③をマスターすれば、事業部長／事業部の業績測定が可能。
ROI・RIの計算式の｢利益｣｢投下資本｣に値を入れるだけだが、事業部長／
部長で、用いる値の箇所が異なることに注意する。
・EVAもRIの一部であり、それだけRIが重要であると意識する。
EVA＝税引後営業利益(NOPAT)-(正味運転資本+固定資産)x資本コスト率

①予算実績差異分
析～総論

・予算⇔実績の差異分析とは、後述のマーケット・シェア分析、セールスミッ
クス分析などが狙い。その前提として1)差異分析BOX 2)4つの原価計算手
順の使い分け 3)項目別⇔要因別、活動区分別などの応用、の基本をマス
ターすることが必要。
1)差異分析BOX：原価項目⇔収益項目では、BOXの作り方が逆！
       (原価項目→予算-実績の順、ヨコ。収益項目＝実績-予算の順、タテ)
2)項目別／要因別：P/L項目別が基本であるが、価格・数量の影響を直接分
析するための｢要因別｣が登場。項目別→要因別に集計、差異分析BOXで
直接要因分析、のいずれでも同じ結果が得られる。
3)活動区分別：販売⇔製造、の切り分けで集計することも可能。

T8-7 ～直接・標準
→原価計算方法から表示する差異・その
内容を読み取り、適切な分析BOXを作
る。さもないと時間ばかりかかってかつ間
違う。

②計算手法(4パター
ン)

・予実差異分析のゴールは｢営業利益予算分析表｣の作成。全部／直接×
実際／標準の4つの組み合わせごとに表示する差異項目が異なるので、
しっかりマスターしておく。
1)全部・実際(基本)：販売(価格/数量)、売上原価(価格/数量)、販管費ごと
2)全部・標準：売上原価価格差異→(製造部門としての)標準原価差異
3)直接・実際：売原・販管費をそれぞれ変動/固定に分解§1-②参照
4)直接・標準：V売原・V販売費の数量差異を残し、残りを標準変動費差異へ

T8-9 ～直接・標準P/Lの予実計算
→生産量≠販売量の場合、営業利益差
異計算において予実をそのまま引くと×
なケースあり。
・製造原価差異～生産量AQを用いる
・V販売費～差異計算はBQでなくAQで

③要因別集計 ・項目別集計から、要因別集計に紐つけることが可能。
1)全部原価計算の場合：4→3  ※｢差異｣は省略
   販売価格/数量・売原価格/数量 →販売価格・販売数量・売原価格
2)直接原価計算の場合：6→3
   販売価格/数量                    販売価格差異
   V売原価格/数量                  販売数量差異
   V販売費予算/数量               変動費差異  ※販売費も含み名称変更

×数量AQ-B'Q-BQの左右順番間違い

④マーケット・シェア
分析

・単一製品のケースで、市場シェアを用いて売上高/貢献利益の販売数量差
異を、占拠率差異(内的要因)と市場総需要差異(外的要因)に分解する。
・具体的には、販売数量と占拠率データから逆算した予算/実際総需要量を
用い、B'Q(実際総需要×予算占拠率)を求めて占拠率/市場総需要量の予
実差に分解する。あまり出来が良くないそうだが、覚え方㊙テクあり。

⑤セールス・ミックス
分析

・同一市場に複数製品を販売するケースで、単品ごとの売上高差異(項目
別)/貢献利益差異(要因別)のうちの販売数量差異を、更にセールス・ミック
ス差異(内的)・層販売数量差異(外的)に分解する。計算手順はマーケット・
シェア分析と同一。
・販売数量からセールス・ミックス差異を除いた、総販売数量差異について
は、追加して製品計にてマーケット・シェア分析を求められる出題が多い。計
算手順は同じであるが、単価に@予算加重平均単価(or貢献利益)を用いるこ
とがポイント。

T8-9

#111

～セールス・ミックス分析
→B'Qが小数点となるケースあり
→収益の分析BOXは、Aが内側、S、Bが
外側
～予実差異分析(直接標準、セールス
MIX・マーケットシェアコンボ)
△販売数量/総販売数量差異の用語の
使い分け

⑥コンボ論点～復習 ・マーケット・シェア分析におけるコンボ論点を、復習をかねておさらい。
1)要因分析の数量差異分析BOXの作り方。
→項目別分析の3つの数量差異(売上・売上原価・変動費)は、要因別分析で
は直接1つにまとめて分析BOXを作るので、覚えておけば計算が早い。全部
計算では@予算売上&@予算売上原価→@予算売上総利益、直接計算では
@予算変動費もくわえた@予算貢献利益に注目して差異計算をする(＝売上
高/貢献利益差異の原価分析BOXに、@予算売上総利益/@予算貢献利益
のヨコ線を加える)
2)投下資本利益率差異分析表
→マーケット・シェアの追加論点として、ROIの予実差異分析が問われる。こ
の場合、デュポン等式によりROIの分母・分子に売上高を加えて、売上高貢
献利益率×資本回転率にまず分解することが必須。次いでタテ線の収益差
異の分析BOXを書き、利益率差異を2つに分解。

T8-11 ～直接・実際・個別-工場P/Lの作成
→工場自らの活動と無関係な販売費・管
理費は予算値を用いる

①意思決定会計～
総論

・経営意思決定とは、経常的でない、非反復的に発生する問題への対応判
断であり、そのための理論・計算を経営意思会計と呼ぶ。
・期間の長期/短期および時間価値の考慮有無により、下記に2分される。
1)業務的意思決定→1年以内・時間価値考慮×→特別注文・自製判断等
2)構造的意思決定→1年超・時間価値考慮○ →設備投資の意思決定
・理論的にはそう難しくないが、問題文の出題意図を汲み、関連原価等を正
確に読み取る力が問われる。

②意思決定会計～
前提の知識

・意思決定会計の学習にあたり、下記3つの点を重要な前提として学ぶ。
1)意思決定プロセス
→経営意思決定は、｢代替案を互いに比較し、差額利益＝差額収益-差額
原価｣の±によって判断する。
2)特殊原価概念
→経営意思決定は、将来得られる｢未来原価｣を対象とする。さらに関連/無
関連原価の切り分け、機会原価の計算・定義を確実に理解しておく。
3)差額原価収益分析
→総額法(全ての収益・原価を書き出し、利益を算出して比較)⇔差額法(関
連収益/原価を抜き出し、その差額のみを集計)の2つのアプローチがある。
当然差額法が早いので、問題文から関連分を抜き出す読解力が必要。

★ま4 差額原価収益分析(業務的意思決
定)
・内製/購入→差額原価・機会原価を特
定し、優劣分岐点を求める
・差額原価＝発生原価-無関連原価

③業務的意思決定
☆的3原☆
☆的4原☆
☆原・第1予想☆

・業務的意思決定は、下記5つのパターンの処理を押さえればOK。
1)特別注文：差額法での関連収益/原価の特定、引き下げ影響額/可能額の
試算
2)自製/購入：生産能力のチェック、自製原価には固定分(埋没コスト)を含ま
ない、優劣分岐点、など。代替案の比較は｢関連原価計の大小⇔(機会原価
の考えから)差額利益の大小で比較｣の2通りあり、同じ答えになる。
3)追加加工：追加加工による差額利益＝差額収益-差額原価に注目して可
否を判断。連産品出題におけるコンボ論点。
4)セグメントの存廃：§7事業部業績評価のおさらい。直･原のP/Lが与えら
れ、固定費のうち個別Fを抜き出してセグメント・マージンを計算。＋なら存続
5)経済的発注量：発注費⇔保管費の関係から経済的発注量(EOQ)を求め
る。単独問題として出題可能性があり、容易に得点できてしまうので、落とし
てはいけない論点。

T9-1～4

T9-5
T9-6～9
T9-10

MT8自製
⇔購入25

～特別注文・予定P/L作成
△問題文条件の読み取りミス
☆単価だけでなく、総額計算するとミスが
出にくい
×引き受け可否判断の比較対象
～差額法
～自製⇔購入～差額収益
～連産品&追加加工
×遊休能力・生産数変化考慮の判断ミス
☆チャートを書いて正確に判断

★重要
8 予算実績差

異分析

★重要
9 差額原価収

益分析
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④経済的発注量の
計算
☆的6原☆

・在庫関連費用＝発注費＋保管費。
・発注費＝1回あたり発注費用×総必要量／Ｌ(Lに反比例)
・保管費＝1kgあたり保管費×Ｌ／2(Lに正比例)、の関係があるため、在庫
関連費用を最小にするLは、発注費＝保管費の式から求めれば良い。
<解法>
1)問題文条件から、1回あたり発注費、1kgあたり保管費を求める。無関連原
価は無視する。
2)発注費・保管費の公式に置き換え、等号で結んでLの方程式を解く

3)L
2
＝？？？と求まるので、電卓の√ボタンを使って解を求める。

※発注量による値引条件
→ケース分けし、各ケースの1)機会損失額を計算 2)各ケース内最適発注量
の確認、をしたうえで、発注費＋保管費＋機会損失額の合計で比較。

MT9追加
加工・経
済的発注
量25

T9-17

★まθ 経済的発注量の計算
・落としてはいけない論点。計算式暗記。

×条件変化のケース
～(購入量による)値引条件→保管費単価
が変動
☆機会原価＝選択肢のうちで得られる最
大の利益
☆機会損失＝そのケースを選択した場合
の機会原価との差

⑤機会原価
☆的6原☆

・機会原価分析の出題は、最高級のパズル。問題文中の条件、出題意図を
汲み取り、関連原価を抜き出して、場面に応じて比較。まぁここまでできなく
ても・・。

①設備投資の意思
決定の特徴
#5原

<前提条件>
・意思決定の計算対象は｢経済的耐用年数｣。×減価償却計算に用いる｢法
的耐用年数｣とは異なる。
・同じく計算対象は、現金収支(C/F)計算。P/L費用・収益ではなく現金収入/
支出を考える。 →減価償却費はC/F計算の対象外。
・貨幣の時間価値の考慮～終価係数・現価係数・年金現価係数の理論マス
ター・使い分けが必須。年金現価係数は、現価係数表から対象年数分の和
で求める。小数点が異なってしまうので、自分で計算した値を使うのはNG。

★基本・重要
②意思決定モデル×
6
#5原

・設備投資の意思決定基準は下記6つ。重要なのはNPV法(とIRR法)である
が、いずれの基準で聞かれても確実に計算できるレベルが求められる。
1)正味現在価値(NPV)法☆重要：年々のNetCFのPV合計-投資額。+なら○
2)収益性指数(PI)法：年々のNetCFのPV合計額/投資額。＞1なら○
3)内部利益率(IRR)法☆面倒：NPV＝0となる内部利益率を求め、＞資本コス
ト率、なら○
4)割引回収期間法：NPV＝0となる年数を求め、より年数の短い案件が○
5)単純回収期間法：投資額／年間平均NetCFにて年数を求め、 〃   。
6)単純投下資本利益率法：投下資本利益率＝ROI。R((NetCF計-投資額)/
年数)/I(投資額)×100。＞資本コスト率なら○

★基本・重要
②'意思決定モデル
～計算手順
#3原

6つの計算パターン各々の実際の計算手順は下記。
1)NPV法：
・タイムテーブルを書き、年別にCIFを上、COFを下に置いてNetCFを計算
・現価係数を用い、PVを計算
・PVと投資額を合計し、＋になれば○
2)PI法：
・NPV法と同じく、PVの計を求める。
・PV／投資額＞1なら○
3)IRR法：
☆ちょっと難：NPV＝0となる内部利益率r＞資本コストなら○。ただしrはそう
簡単には求まらない。
・現価係数表を用い、NPVが負→正となる整数割引率を見極める。
・補間法(グラフにおける三角形の比計算)による小数点を求める。
4)割引回収期間法：
・投資額から各年の回収PVを引き、未回収PVを求める。
・未回収PVが負→正に転じる年を見定め、保管法で小数点を決める。
5)単純回収期間法：
・時間価値を考慮せずに、対象期間の平均NetCFを求める。
・投資額を平均NetCFで割る。
6)単純ROI法：
・時間価値を考慮せずに、期間計NetCFを年数で割り平均Returnを求める
・平均Rを投資額Iで割り、ROIを求める。

T10-4 ～割引回収期間法
×小数点計算違い
→少しでも間違うと×になる可能性高い
ので、慎重に計算

③CF予測計算と意
思決定モデル例

・設備投資の意思決定に際し、与えられたデータから予測CF(税引後純CIF)
を正確に計算できないと、PVは正解できない(総合問題の部分点はあり)。
<予測計算～基本手順>
1)毎年：増分CFのBOXを書き、減価償却・法人税率に注意しながらCIF-COF
で税引後準CIFを計算。一般式は｢減価償却を考慮しない税引後純CIF＋
タックスシールド(TS)｣であるが、BOX図を描けば｢税引後純利益＋減価償却
費｣で容易に求まる。
2)最終年：設備の残存(売却)価額を考慮。売却損益があればTSを加減算。
3)PV計算：現価/年金現価係数を用いてCFをPVに置換え。※CFが毎年同
一額の場合は年金現価係数を用いて計算時間短縮。
<意思決定モデルのパターン>
a)新規投資
b)取替投資
c)リースか購入か
d)耐用年数が異なる投資案

★ま6 設備投資意思決定(新規投資・取
替投資)
・法人税有無の差に留意し、増分CF計算
・みんな苦手なので、差をつけるチャンス

④a新規投資 ・判定方法は②項で既習。税引計算を考慮しつつ、指示内容からいかに正
確にCF予測計算を行うかがポイント。CF図を意識し、下記を集計する。
1)T0初年度投資額の決定

2)正味運転資本の決定 (変化額も反映)
3)年々の経済効果計算(増分CFBOXを書き、毎期の純CIFを計算)
4)最終年の処理(仕訳を書き、現金とタックスシールド分のCIF/COFを抽出)
5)NPV・IRRの計算

T10-10

MT12新規
投資・
IRR25

～新規投資、CF予測計算
×各要素の正確な集計(減償計算ミス)
×税引後純CIFの計算ミス(冷静に！)
×税引後純CIFのロジック失念
→新規投資だけでなく、必ず最初に増分
CFBOXを書いて判断。

④b取替投資
#5原

・同一製品を作る前提で｢新設備を投入して旧設備を売却｣｢旧設備を継続使
用｣を、予測CFを用いて採否を判定する。
・売上収入が無関連収益となり、｢CF・NPVがマイナス表示｣になることに慣
れておく。総額法⇔差額法での計算指示に従うため、｢関連案ごとに場合分
けしてCF予測計算｣することがコツ。
1)選択可能性のケース分けとCF予測
→A：新設備導入 B：旧設備売却 C：旧設備を継続使用、の3パターンに分け
て各々CF予測。※残存分のTSに注意。
2)集計表示～総額法1･2、差額法の指示に従う
→総額法～A+B⇔CのNPVを比較 差額法～A+B-CのNPVを計算
※実現分CFを＋、非実現分CFを機会原価として-で集計

T10-16
T10-17

～取替投資・NPV
～取替投資・NPV・差額原価分析
△最終年の残存価値

△差額原価のCOFはTSを考慮し×0.6

★重要
10 設備投資
の意思決定

☆的5☆
☆原・第3予

想☆
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④cリース⇔購入の
判断

・設備導入の決定後、資金調達時の利率の違いに注目して、リース⇔購入
(銀行借入or自己資金)のいずれが有利かを判定する論点。
・費用・減価償却のTSが絡み、慣れておかないと戸惑う。取替投資と同じく、
収益は無関連なので、△表示したCFの大小で判定。
1)リース選択時のCF計算
・リース料(P/L費用)からTS分を引き、COFへ。
2)購入・借入時のCF計算
・借入利息(P/L費用)をTS分を引いて、COFへ
・減価償却費のTS分をCIFへ
・借入金返済額をCOFへ
・設備の残高を最終年のCIFに加算。

T10-19 ～リース・購入
×リースの場合のNPV
→割引率は×リースの適用利子率 ○自
社資本コスト率。

④d耐用年数が異な
る投資案

・耐用年数が異なる投資案の比較は、｢反復投資｣することを前提にCF図を
最小公倍数年まで延ばしたPV計算で比較。
1)増分CFBOXを書き、税引後純CIFを計算(（CIF-COF)X0.6+減償X0.4)
2)設投終了年は残存価値+、再投資-を加算。
3)現価/年金現価係数を用い、NPV・IRR等で比較
※年間稼動費等を変数xとした、方程式による変化点計算の出題あり

T10-18

T10-20

～自動化投資意思決定・反復投資
×税引後純CIFの判断ミス
→やはり必ず増分CFBOXを書く
～WACCの計算・反復投資・NPV
○WACCの計算→負債分はTSで×0.6
○増分CFBOXを書き、税引後純CIFを求
め、xを使った方程式で解く。

☆研究：設備投資と
インフレーション

・目新しい論点として出題可能性あり。ロジック知っていればOK。
1)実質資本コスト率・名目資本コスト率・インフレ率が与えられる
2)増分CFのうち、①CIF-COF分はインフレ率を乗じる ②減償TS分はインフ
レ率考慮しない(投資時に計算完了するため)
3)いつも通りCF図を書き、名目資本コスト率でPVに割引計算

①戦略的原価管理
～総論

・経済環境変化に伴い、原価計算の対象は｢戦略的原価計算｣にウェイト。
1)製造間接費のウェイト増：活動基準原価計算
2)事後→事前CD(原価統制→原価低減)：原価企画・品質原価計算・LCC
3)在庫の極小化：Just in Time,バックフラッシュ原価計算

②ライフサイクル・コ
スティング(LCC)

・供給側/購入側それぞれからみたLCCの計算。押さえておくのは購入側。
・購入側のLCC：発生費用を年別に書き出し、合計額を比較。時間価値の考
慮有無により意思決定の結果が変わることがあるのがミソ。

MT13 ～消費者側のLCC
×計算ミス、残存価格を±逆に
→論点は単純。計算量が増えるので冷
静に。

③原価企画・原価維
持・原価改善

・原価企画(目標原価計算)：マーケットインの視点で｢許容原価｣を設定。｢成
行原価｣との差が｢原価達成目標｣。VEにより原価削減額を決め、なるべく許
容原価に近づけて｢目標原価｣を決める。計算ロジックと用語の使い分け。
・原価維持：既存の原価管理手法を通じ、原価発生額をコントロール。一例
が｢設備総合効率｣
・原価改善：CD目標を決め、小集団活動により(競わせて)原価低減を進める

T11-5
T11-7

～原価企画
○用語の穴埋め
○VEの計算

④品質原価計算 ・品質保証に関する経費を適合コスト(予防+評価)、不適合コスト(内部失敗+
外部失敗)に分け、トータルコストを最小化するために、適合＝不適合をなる
点を最適とする考え方。実務的には失敗=0の方が主流か。4つのコスト名称
の書き分けと、発生費用の紐付け・集計ができればOK。

T11-4 ～品質原価計算
×予防・評価コストへの紐付け間違い
→一通り慣れておく

⑤活動基準原価計
算(ABC)

・多品種少量生産など、製造間接費のウェイトが増えるにつれ、従来の部門
別配賦・DLH/MHによる配賦では｢内部補助(多量生産品が多目にコスト負
担)｣により配賦精度が低くなるという問題が起きる。
・製造間接費を費目別に｢コストプール｣に集計し、コストドライバー量によっ
て配賦する手法。ロジックを知っていれば計算自体は容易。

T11-8
T11-9

～活動基準原価計算(理論分かればOK)
○製造間接費に注目し、単価or総額計算
△生産・品質保証→コストドライバーミス

☆研究：バックフラッ
シュ原価計算

・JITに対応した原価計算手法。当期発生の製造費用をまず売上原価の借
方に全て記入。期末在庫が発生した場合に、その対応分を原材料・仕掛品・
製品a/cの借方に逆流させて記入する。
・応用手法として、スループット会計がある。

11 戦略の策
定と遂行のた
めの原価計

算
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