
財務・会計テキ 論点整理表

テーマ 論点 ポイント 出題率 重要度 備考・間違いノート
❶F/Sの概観 ・簿記の目的は、評価・意思決定の根拠となるF/Sを作成すること。F/Sは主

に財政状態を示すB/S、経営成績を示すP/Lで構成される。
・B/Sには資産・負債・純資産が属し、調達源泉と運用形態が読み取れる。
P/Lには収益・費用が属し、両者の差が収益となり、経営成績を示す。

模2

❷仕訳とは ･簿記の5要素を理解したら、取引を2つの要素に分解して把握する｢仕訳｣を
行う。
・取引を分解して｢①勘定科目を決め｣、｢②その科目を5要素のいずれかに紐
付け、増減いずれかによって貸借(左右)どちらかに振り分ける｣ことが｢仕
訳｣。それが出来たら後は｢③勘定記入(＝転記)｣ を行い、④F/Sを作成すれ
ば、簿記は完了。

①1

❸転記とは ・仕訳しただけでは集計結果が不明なので、勘定科目別に集計する｢転記｣を
行う。
・転記の貸借判定ルールは仕訳と全く同じ基準。T字勘定の貸借どちらかに
金額を記入し、備忘として相手勘定をメモする。勘定を締切れば残高確定。

①3

❹簿記一巡の手続
き、T/BとF/S

・｢簿記一巡の手続き｣による｢取引→仕訳→転記→残高試算表(T/B)作成→
F/S(B/S・P/L)作成｣の流れを理解することが非常に重要。
・取引から仕訳・転記を経て各勘定科目の残高が決まり、T/B＝B/S＋P/Lが
完成する。
・1年間の活動により、T/B＝B/S＋P/Lが変化するイメージを理解しておく。
・F/S作成は、P/Lを作り当期純利益を求めることが先。当期純利益をB/S繰
越利益剰余金に振替えれば、B/Sの貸借が一致し、F/S作成完了。

①2
①4

★高畑メモ ・2期BS+当期PLの空欄推定問題はお約束。基本パターンに加え、純資産増
減をコンボさせる上級パターンもある。

直2 ○2期BS+当期PL ちょっと捻りあり

テキスト外論点 直1
模1

○本支店会計
→見た瞬間に捨てる論点。そのためにも
テキスト既習範囲はしっかりと。

❶期中取引(基本編) ・期中に行われる主な取引につき、その取引の流れ・勘定科目の定義・仕訳
パターンを一通り学ぶ。
・勘定科目→5要素の紐付けを理論的に理解し、正しく仕訳することが目標
1)当座預金：小切手と対。現金として仕訳
2)商品売買：仕入/売上、諸掛、売掛/買掛、返品・値引、前渡金/前受金の仕
訳をする。また現金割引＝仕入割引・売上割引の理解がやや難。掛取引を現
金早期決済した際の利息相当分を収益・費用(営業外)に計上する。
3)有価証券・有形固定資産の購入・手形取引・貸付金/借入金

①5
①6

❷決算整理仕訳 ・当期の正しい損益計算のために、決算時にまとめて行う仕訳。
1)減価償却：資産の価値減少分＝かかった相当額を当期費用として計上。定
額法・定率法それぞれにより減価償却費を計上し、仕訳・記帳・表示。
減価償却累計額＝資産控除を示す評価勘定。
2)貸倒引当金：売上債権の回収不能分を予め見積もって控除しておく。洗替
法・差額補充法それぞれの仕訳をマスターする。
貸倒引当金＝債権(資産)控除を示す評価勘定。
3)有価証券の時価評価：ここではごくあっさり理解すればOK。
売買目的有価証券＝時価評価
子会社/関係会社株式＝取得価額で評価

①7
①8
模4

❸決算整理仕訳(続) 4)売上原価の算定：商品BOX図の形で売上原価を求めるロジックをしっかり
理解する。つまり当期の仕入は(商品＝資産でなく)全て費用として捉え、期末
時点の決算整理で期首・期末商品の振替(仕・繰・繰・仕)を行うことで、その貸
借差額＝売上原価とする。
・売上原価・期末商品額の計算に必要な｢払出単価の計算方法｣は主にAM・
次いでFIFOのみが出題。LIFO・MAは商品有高帳と併せて一通り知っていれ
ばOK。また棚卸減耗費・商品低価評価損・P/L上の表示箇所も一通り。
5)経過勘定：当期の正しい損益計算のために、収益・費用を当期に属する/翌
期に属するものに切り分ける手続き。繰延(前受・前払)＝既に仕訳したものを
修正、見越(未収・未払)＝まだ仕訳していないものの修正。収益・費用のそれ
ぞれ、2×2=4通り、前払費用・前受収益・未払費用・未収収益。それぞれ資
産・負債のいずれであるか、権利⇔義務の切り口で説明できる様に
・仕訳を行う勘定科目は、家賃・利息など細分化されるが、B/S上での表示は
XX収益・XX費用と包括的に表示するルール。

①11
模3
模12

①12

○売価還元法

★高畑メモ ・割引と値引の違いに注意(勘定を与えてPL売上総利益を求めさせる問題)。
割引は営業外なので、売上総利益を求めさせる問題にしれっと紛れ込んでい
る場合はダミーデータとしてつまみ出す。

★高畑メモ <精算表つながりトピック×2>
①償却まとめ
・減価償却は 1)有形固定資産 2)無形固定資産 3)繰延資産、の3つに分けて
考える。2)、3)は残存0％で償却。1)は残存10%であったが、H19年4月よりス
タートした新定額法・定率法＝残存0%がそろそろ狙い目。内容まで踏み込ま
ず、新定率法＝250%定率法、残存10%償却再開＝5年、1年につき1/5の｢5つ
ながり｣で選択肢を選べるようにしておく。出れば4点。
②表示区分
・棚卸減耗損、商品低価評価損の扱いにも注意。両者とも原則｢売上原価の
内訳科目｣だが、(原価性の有無に応じた)問題文指示に従って棚減は販管
費・営業外・特損、低価評価損は営業外になることが出題ポイント。

❹期中取引(応用編) 1)貸倒引当金→貸倒れ：貸倒債権の発生時期による仕訳の違い(貸倒引当金
⇔貸倒損失)を区別する。引当金＝前期での見越し計上と考えるとイメージし
やすい。
2)有形固定資産の取得→売却：売却時仕訳の(期首)減価償却累計額と(当
期)減価償却費の反映と、売却益・売却損の切り分けがポイント。
3)有価証券の取得→売却：簿価と売却額の大小により売却損益いずれかを
計上。売却手数料を売却損益に含めるか、両建てにするかの2通りあり。

結果的に？CF計算書リンク論点。

§1
F/Sと簿記の

基本原理

§2
期中取引と決

算整理
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❶B/S･P/Lの表示科
目

・5要素と関連づけ、表示科目とその表示箇所を理解する。
・B/S：資産の部→流動・固定・繰延。固定は更に→有形・固定・投資その他
        負債の部→流動・固定
        純資産の部→株主資本・評価換算差額・新株予約権。
                          1年分の変化を別途C/Nで詳しく開示。
※流動資産/負債は資金繰りに直結。流動比率＝流動資産/負債>100%。
・P/L：社内外の意思決定に役立つ情報とするため、収益から段階的に費用
を差し引き、複数パターンの利益を表示する。
   売上総利益→営業利益→経常利益→税引前当期純利益→当期純利益
※当期純利益は、税務調整前/後の2回計算する。

直3

①9
①14
①15

×BS資産の表示ルール
→建仮には減償累なし。貸倒引当金の資
産△表示は容認。気づかなかった。

①b引当金 ・引当金の計上要件は理論対策で。
①当期以前に起因
②高い発生可能性
③合理的見積り

直7
①10

○引当金の計上要件

①c費用・収益の認識
基準

・費用・収益の認識基準も理論対策
△①現金主義 ←つまりCFだが、当期収益を表さない
○②発生主義：費用はこちら。未実現の勘案上、収益はNG
○③実現主義：収益はこちら。・・販売基準・引渡基準

★高畑メモ ・繰延資産5項目はH20出題済のため出ない。あえて狙うならば上級論点｢償
却年数｣。3文字組(創立・開業・開発)は5年、文字数多い組は短め(株式交付
費→5年、社債発行費等→社債＝償還年数内、新株予約権絡み=3年)

①13
模3

❷B/S・P/Lの作成
(T/B・精算表)

・F/S作成は、簿記本来の｢三勘定｣とは異なり、①後T/B ②精算表 により簿
外で効率的に行われることが実務上の主流。
①試算表：試算表は、合計・残高・合計残高の3種あることをまず理解。
・期首T/B＋期中仕訳＝前T/B、前T/B＋決算整理仕訳＝後T/B。後T/Bが
出来れば、当期純利益が決定し、切り分けるだけでB/S・P/Lが作成可能
・1級の論点。期中・決算整理仕訳自体の知識・力量を問う狙いで出題
②精算表：前T/B＋整理記入(＋後T/B)→P/L・B/Sを一表で作成。
・2級の論点。取引が与えられ、標準的な仕訳と集計力(転記力)を問う出題

★高畑メモ ・精算表の処理は後回し、かつ解きだす前に所要時間を予想する。予想時間
overなら捨てるが吉。
・精算表の解テク3点を表の形イメージでつかむ。
①仕入→売上原価
②経過勘定：修正記入→BSに転記。PLに混ぜない。
③当期純利益：PL借方→BS貸方、が基本。

直17 ○税効果→空欄推定問題(やや難)

❸株主資本等変動計
算書(C/N)

・純資産科目の期首→期末の変化を開示する表。｢純資産変動計算書｣と考
える。表が与えられ、読み取り力が問われる。ポイントは剰余金配当(利益処
分)と当期純利益計上(による増加)。(と少数株主持分)

①18
模6

★高畑メモ ・本来の手順は｢配当金の1/10を利益準備金に積み立て｣→｢所要積立額の
チェック｣だが、｢資本金の1/4判定｣をまず最初にやってしまうのがコツ。見出
題論点なのでとても狙い目。
※資本金の1/4判定：資本金の1/4≧資本準備金+利益準備金、の残り差額
の確認と判定。

❹分配可能額
★重要～合格レベル
目安

・過剰な利益処分を防ぐ目的で、分配可能額と準備金積立ルールがある。
・剰余金(分配のモト)：その他資本剰余金+その他利益剰余金(任意積立金+
繰越利益剰余金)。企業は自由に処分できる。
・準備金：資本準備金＋利益準備金。資本金の1/4を目標に積立てる。処分
時に制約あり。
・分配可能額＝剰余金-自己株式(純資産控除分) ※会社法では｢分配時｣
・準備金積立 第1条件：配当額の1/10(分配可能額の1/11)
                 第2条件：準備金(資本・利益)が資本金の1/4になるまで

①18

❶法人税法上の所得
(税務調整)

・企業会計上の利益＝収益-費用。法人税法上の所得＝益金－損金。この差
は、益金算入/不算入、損金算入/不算入、の4つの差異により生じるため、税
引後当期純利益±4項目の加減算＝所得金額(課税所得)を求める。
・法人税率＝30%であるが、期末資本金1億円以下の中小企業については、
所得金額800万円までは22%の低減税率適用。800×8%=64万円が基礎控除

❷税効果会計 ・税効果会計とは、税引前当期純利益と法人税等の関係を利害関係者にわ
かりやすく伝える為に、認識タイミングのズレによる一時差異についてのみ調
整表示を認めること。またその手続き。
    税引前当期純利益  200
    法人税等              100
    △法人税等調整額 △20
    当期純利益           120
・実務上では、税前×実効税率にて仮の当期純利益を計算。当期純利益±
税務調整にて所得金額を求め、税率を掛けて法人税等を確定させる。この法
人税等金額に、一時差異による法調を加味して、(会計上の)当期純利益を求
める。2回転ルール。
・1次試験では、差異の分類(将来減算/加算一時差異、永久差異)と仕訳が出
来ればOK。

①19
模13

※税効果会計を理論的により正しく説明
すると以下の通り。
・企業会計上の｢収益・費用｣と法人税法
上の｢収益(益金)・費用(損金)｣との間での
認識時点などのズレにより生じた、企業会
計上の｢資産・負債｣と法人税法上の｢資
産・負債｣のズレを、期間配分等により合
理的に対応させること。
・試験対策上は｢積立金方式による圧縮
記帳｣＝将来加算一時差異を覚えておけ
ばOK。その他有価証券の評価差が繰延
税金資産/負債の両方に出る以外は、全
て繰延税金資産(＝将来減算一次差異)

★高畑メモ ・PLにおける法調の空欄推定テク (逆引き)
①まず当期純利益を税前の60%にする値を計算。
②仕訳を書いて①が正しいかチェック
③貸借迷ったら、法調のT字勘定を書く

❶C/S総論 ・(C/Sの本質は資金繰りであるが)学習上は、見栄えの化粧が可能なP/Lを
補い、期首期末のC・CE残高とその変動を後付けで分析するツールとして捉
える。まずは作成ロジックを体得する。
・試験対策上は、1次では推定と計算問題(間接法)、2次では2期B/Sと当期
P/Lが与えられ、自力でC/Sを作成(間接法・直接法)することが求められる。
・直接法・間接法の違いは、｢営業活動による小計CF｣までの求め方で、後は
全く同一。｢小計CF｣とはつまり｢キャッシュベースの営業利益｣。間接法であれ
ば税引前純利益±①営業外・特損益±②非資金費用±③営業資産/負債の
増減、の3Stepで求める。覚えるのは｢6つのブロック｣。

②1
模11

×投資CF計算における固定資産価額
→減価償却費からの当期取得額推定
→表記の違い(直接法・間接法)によって描
くBOXの違いに注意。

❷計算(勘定分析、基
礎編)

・C/Fの問題は2期B/S+当期P/Lから当期収入・支出額を求めさせる。①営業
活動小計(直接法) ② 〃 (間接法) ③小計以降 ④投資活動CF、の4つが重
要。求める公式の暗記、勘定分析アプローチのマスターが必要。
・貸倒がある場合、減価償却の場合の処理がポイント。公式は式を書き出し、
計算で実践！

×直接法→営業収入には当期貸倒額
営業収入=+売上高↑-売上債権↑+前受
金↑-当期貸倒高(勘定分析)

§5
キャッシュフ
ロー計算書

§3
財務諸表

§4
税効果会計
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★高畑メモ ・直接法・間接法による営業CFの計算問題はおいしくいただく。
・上級論点として、
①当期貸倒・貸引繰入(直接法)
②有形固定資産の取得・減価償却
の処理パターンを整理しておく。まぁBOX描けばOKだけど。

❸計算(勘定分析、総
合問題)

2期B/S＋P/Lから直接法・間接法それぞれにより自力でC/Fを作成する。
①C/Sのアウトプットイメージ(直接×4ブロック、間接×6ブロック) ②勘定分析
による収入/支出額計算が必要。解法アプローチとして③B/Sを流動/固定に
切り分け、流→営業、固→投資・財務に紐付けて、B/S増減額をまず書き出し
ておく。

直5 ×直接・間接法CF(空欄推定)
→総合的な知識が必要。

❶用語の定義 <資本概念> ～総資本(＝総資産)・経営資本・自己資本
・経営資本＝総資産-建設仮勘定-投資その他-繰延資産(ケントクリcut)
・自己資本＝純資産-新株予約権
<損益概念>
・事業利益＝OI-営業外収益
・金融費用≒営業外費用

模10 ・意思決定に必要な情報を得るために、
・財務データを用いた経営分析を行い、
・企業の経営内容を評価・判定する。

❷収益性分析 ・効率性の良い企業に投資するために、企業の収益性を比較する。
・資本利益率＝利益/資本＝売上高利益率×資本回転率 の形が基本。この｢
利益｣には経常・事業利益・OI・当期純利益、｢資本｣には総資本・経営資本・
自己資本が入り、複数の指標を作り出す。
 ROA＝事業利益/総資本、ROE＝当期純利益/自己資本。
・資本利益率以外では、売上高利益率・費用率がある。インタレストカバレッジ
レシオ(＝事業利益/金融費用)は、本業+投資の儲けで金融費用をどの程度
まかなっているかの指標。

★江口メモ ・(1次)経営分析のうち、流動比率・固定長期適合率はどちらか1つだけを計算
する。表裏一体なので一方が悪化であれば他方も悪化。計算省いて浮いた
時間で別の問題1マーク4点を取りにいく。

❸流動性分析 ・資金繰りは大丈夫か？の視点から、企業B/Sの経営安定度を見る。BSを3
通りに区切り、短期安全性・長期安全性・資本調達構造を分析する。
・短期安全性：流動比率、当座比率。＞100％。
・長期安全性：固定比率、固定長期適合率。＜100％。
・資本調達構造：自己資本比率、高いほど良い。負債比率、低いほど良い。

直4
②2

×有形固定資産回転率
→建仮は含めない
×棚卸資産回転期間/率の計算
→資産の期首期末平均／S
→PLと比較する場合のB/S値は期中平均
を使う(BSが2期ある場合)。

★高畑メモ ・2期BS＋当期PLデータのうち、BS期中平均を用いる対象と理由を理屈で納
得しておく。
  収益性・効率性：フロー×ストックの指標はBS期中平均を用いる
  安全性：期末BSだけ使うので、期中平均は不要。
・一見なんということのない図だが、これが2次で格段に活きてくる。

❹回転率 ・資本の使用効率性を測るほか、資金繰り・流動性分析とも関係する。まず総
資本回転率を捉え、問題点があれば更に細かい指標の出番。

❺その他 ・CF、生産性分析など。直前期論点。
❶原価計算制度(勘
定連絡図)

・原価計算の第一歩は、製造原価・製造原価報告書・損益計算書の関係を勘
定連絡図の切り口で理解すること。つまり｢当期総製造費用｣｢当期製品製造
原価｣｢売上原価｣の3つを、書式中の表示位置から説明できればOK。勘定連
絡図をイメージし、仕掛品BOX・製品BOXでビジュアルに理解し、書式まで落
とし込む。

模9

❷個別原価計算と総
合原価計算

・原価計算の基礎である、仕掛品BOXにおける完成品(当期製品製造原価)/
仕掛品への原価の配分方法を学ぶ。
<個別原価計算>
・高単価品、限定量でコストは個別指図書別に把握する。①材料費・労務費・
経費を投入し、 ②完成品(製品製造原価)と仕掛品に配分。①･②をマトリクス
にした｢指図書別原価計算表｣が大切。
<総合原価計算>
・大量生産。製造原価の配分時に仕掛品(&加工進捗度)を絡めることがポイン
ト。まず個別で6つあった製造原価分類は、加工進捗度の勘案要否により、数
量配分する｢直接材料費｣、換算量配分する｢加工費｣の2つに大別。
・仕掛品BOXには、直材・加工費(換算量)の2つの数字を書き込み、FIFO・
LIFO・AMの3つの原価配分方法により、投入分の原価単価を求め、完成品/
仕掛品各々の数量を掛けて配分する。2級。加工進捗度を勘案する加工費に
おいて、｢投入量が変わるので投入単価が変わる｣ことの理解がミソ。

直8
②3
②4
模8

○総合原価計算 ・・計算しっかりと

❸実際原価計算と標
準原価計算

・1次試験の計算問題としての原価差異分析(数量差・単価差)をBOX計算で
求められればOK。
①BOXとT字を使い差異分析BOXを描く ②内側にS、外側にAを置く ③差異
(S-A)を求めて面積計算。面積計算は間違えようがないので、有利/不利差異
の±を正しく判断することがポイント。つまり②のS-Aの引く順番を覚えるだ
け。
・原価標準の設定などの基本はさらっと。製造間接費差異分析(シュラッター
図)は出題範囲外。

②5

❹全部原価計算と直
接原価計算

・次章のCVP分析の基本となる直接原価計算の理解が重要。あとは｢直接原
価計算のP/L表示項目｣だけ押さえておく。
→変動製造マージン、限界利益、営業利益の順
・全部原価計算P/Lとの違いは、売上原価からFを抜き、全て当期費用として
差し引くこと(＝費用化)。

❶CVP分析～理論と
損益分岐点売上高

・CVP分析とは、直接原価計算と同様に総費用をVC/FCに分解し、変動費
(率)・限界利益(率)・固定費(額)の関係に注目して利益と売上高の関係を分析
すること。V=営業量(Volume)であり、売上高・販売量・生産量を包括して表し
ている。
・変動費率αを高低点法により、連立方程式で求める。
・損益分岐点売上高(Sbep)の公式を説明できること。
 Sbep=VC/限界利益率＝VC/(1-α) ←固定費を負担するのに必要なS

模5 ×安全余裕率の計算
＝100-SBEP率

＝(S-SBEP)／S

❷CVP分析～安全余
裕率と目標売上高

・損益分岐点比率(低い方が良い)＋安全余裕率(高い方が良い)=100%。経営
の視点で必要な｢安全余裕率↑の4施策｣をビジュアルにイメージする。
→①変動費率↓ ②固定費↓ ③売上数量↑ ④売上単価↑
・目標利益(Pt)を達成する目標売上高(St)は、Sbepの公式を元に容易に導くこ
とが可能。
 St=(VC+Pt)/限界利益率＝(VC+Pt)/(1-α) ←固定費＋目標利益を負担する
のに必要なS

直19
②6
模5

○安全余裕率・・計算しっかりと

§6
経営分析

§7
原価計算

§8
CVP分析
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★高畑メモ ・CVP分析の計算はサービス問題。
P＝S-αS-FC の方程式を書いて解くだけ。
・｢感度分析｣は用語、理論で問われる。
・経常利益でCVP分析要求されたら、営業外収益を固定費の修正項目として
扱う。
・応用問題｢制約条件つき｣は単位あたりCMを求める。制約条件2つならLP

❸利益差異分析 ・利益統制の論点。原価差異分析とセットでマスター。売上高差異分析は、原
価差異分析と同じBOXを描き、S⇔Aの差し引く順番だけ逆にして(S-A→A-S)
求める。簿記1級と結果は同じだが、アプローチが異なるので注意。

❹セグメント別損益
計算

・セグメント(=製品品種、事業)別の利益率分析には、｢全部原価計算＝共通
固定費を含む営業利益率｣よりも、｢直接原価計算＝配賦を避けた直接経費
のみによる限界利益率｣の方が適している。
・セグメント別P/Lを用語の違いに注意しながら書き分けることになるが、試験
対策上は｢限界利益｣｢貢献利益｣を正しく使い分けできる程度でOK。会計用
語との違いに注意する。

0ファイナンス導入 ・§8まではアカウンティング、§9以降はファイナンスの領域。読み取り力が
問われるので苦手意識持ちやすいが、理屈で説明がつくので得意に出来る
・主役を企業から投資家に移すとわかりやすい。投資家目線では利益・受取
利息をどの程度回収できるかを考える。よって営業外支払後の経常利益より
も営業利益を重要。さらに｢政府への配当＝税金｣を回収対象範囲外と考え
れば、NOPAT(税引後営業利益)が重視される。

❶FCFの計算方法×
2

・DCFの前提としてFCF＝営業CF＋投資CF(投資家から見て自由に分配でき
るCF)の理解が大切。
・営業利益からの計算方法をマスター。
営業CF＋投資CF≒①事業からのCF-②投資へのCF
よって①(NOPAT＋減価償却費－運転資金増加額)－②設備投資額
※NOPAT＝営業利益×(1－法人税等の実効税率)
※運転資金＝売上債権＋棚卸資産－買入債務 (BSで考えるとわかり易い)

②7
模7

★高畑メモ ・税引後CF BOXの作り方。
→いつもの図に加え、数式で順に解いてイメージ深める。
・税前CFは、焦らずに税率＝0%と考えれば答えに至る。

❷現在価値の定義 ・CFの検討では時間価値を考慮し、比較するには現価・終価のいずれかに揃
える。現価での比較が主であり、割引率を用い、割引現在価値を求めること
が今後の学習の第一歩。
・NPVの論点は｢①投資の経済性計算｣｢②企業価値｣の2回使う。
ただし、①の計算期間3or5年に対し、②は永続価値。
従って①は複利/年金現価係数表、②は企業価値の算出方法(D価値＋E価
値、FCF直接)と、異なる解法アプローチを使う。

②7
模14

×答練② 期首・期末のどちらのPV？
→CIF・COFは期末で認識するので、期首
PVを問われた場合は、更に1回割引く。特
に2次対策では時間軸の整理に慣れが必
要。
※企業価値の場合、将来CFを期待利益
率で割るので、逆に期末CFを1年先の将
来価値に増やす。

❸投資評価基準1～
DCF法

・投資の回収判断は会計上の利益でなくCFで行い、かつ時間価値を考慮す
ることがベター。その意味でDCF法がベスト。NPV＝FCFの現在価値(PV)。計
算理論として①FCFのPV=営業CFのPV＋投資CFのPV ②CIFのPV-COFの
PV ③(NOPAT＋減価償却費)のPV－(運転資金増加額＋設備投資額)のPV、
の3つを使い分けて計算できればOK。

・計算式：NPV＝C×1/(1+r)nの年数分の和。1/(1+r)n＝複利現価係数と、年
金現価係数を用いて素早く求める計算テクがポイント。
・DCF法での割引率は主に資本コストを用いる。投資収益率は最低でも資本
コストを上回ることが必要(＝必要収益率)。総資本経常利益率も投資収益率
の1つ(で最大のもの)とイメージすると納得。

直9
模15

○NPV法・・ちょっと捻りで期待値計算。
期待値計算

❹投資評価基準2～
内部収益率法

・NPV＝0となる割引率rを求め、rが資本コストを上回っているかで判定、ある
いはよりrの高い投資案を選択する。率のみでは判断を誤る危険があるため、
額での比較の併用が必要。
・計算上はCIFのPV＝投資額となる方程式を解く。電卓使えないのでそう複雑
な問題は出ない。
・理論として問題点を3つ挙げる。①計算が煩雑 ②CIFが－であると複数解
③額比較の併用が必要。

直18
1～3

○IRR法・補完法

★高畑メモ ・IRRは出題しにくいので、特定の解法パターンだけ押さえる。本来は試行錯
誤法&補完法。出すとしたら年金現価係数コンボで。H20過去問のグラフを
使ってイメージ深める(←資本コストrが動くと、2案の排他投資案の評価が変
わる)

❺投資評価基準3～
回収期間法

・時間価値を考慮せず、CIFで投資額を回収できる年数を求める。最終年は月
割り小数点で解答。
・理論としての問題点は ①時間的価値を未考慮 ②投資額回収後のCFを無
視 ③基準とする回収期間の決定方法があいまい。
※投資評価の問題で、CFでなくNOPATが与えられた場合は、自力で減価償
却額を計算してNOPATに加算してCIFを求める。

❻タックスシールド ・FCF=CIF-COFで求めるが、法人税等を考慮する場合はタックスシールドの
出番。
①減価償却費が損金不算入＝タックスシールドなし＝｢FCF＝NOPAT｣
②        〃       損金算入＝ 〃あり ＝｢FCF＝NOPAT＋減価償却費×税
率｣。下線部分がタックスシールド＝税金減によるFCFの増加
・式で書くといつもミスるので、ここはあわてずBOXを書いて確実に計算。

×答練② 税前CIFの算出に減償を＋
→税前の場合、減償(TS)は無関係！

❼意思決定 ～差額
原価・機会原価・埋没
原価

・テキストにない論点。問題演習で力をつけなければ解けない。ここが簿記1
級既習者の差別ポイント♪

直15
②8

×取替投資、タックスシールド
→CIFに税前・税後の表示がない場合は、
選択肢に該当あるかで判断しなおす
そんな無茶な。

❶期待収益率と標準
偏差

・証券投資案を選択する場合、第1条件＝期待収益率(リターン)、第2条件＝
標準偏差(リスク)がより小さい、の順で判断。
・期待収益率＝複数ケースの収益率の加重平均
・標準偏差＝期待収益率からのバラつきの度合＝リスク。試験上は所要時間
に注意しながら下記パターンの計算ができればOK。
①偏差＝各ケースの収益率と期待収益率の差、を計算
②分散＝偏差を二乗してから加重平均 (二乗しない加重平均が0となる為)
③標準偏差＝分散の平方根を計算
→つまり、偏差の加重平均=0となるのを避けるため、二乗してから加重平均
を計算し、それを再び√で元に戻す、と理解する。

②9§10
ポートフォリオ

理論

§9
DCFと投資評

価基準
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❷ポートフォリオのリ
ターンとリスク

・リターン(＝期待収益率)をキープしつつ、リスク(＝標準偏差)を下げるため
に、2つの証券投資を組み合わせるポートフォリオが登場。A証券に対し、値
動きの異なるB証券を組み合わせた分散投資をすると、各ケースの収益率が
均され、偏差の減少→標準偏差減少の効果を出せる。
・標準偏差をx軸、期待収益率をy軸に取り、A・B証券の組み合わせごとの(x,
y)をグラフにすると、リターン逓減、リスクは最低点で反転する線を描く。このう
ち同リスク低リターンの範囲を除いた組み合わせが｢効率的ポートフォリオ｣で
あり、その集合が「効率的フロンティア」。

直11
②11

○ポートフォリオの期待収益率計算

❸共分散と相関関数 ・ポートフォリオによりリスクが低減される効果は、共分散と相関関数により説
明できる。
・共分散：２証券の偏差の積の期待値(この一言に尽きる)。

分散＝Aの分散2(の加重平均)。共分散＝Aの偏差×Bの偏差(の加重平均)
・相関係数：共分散／(Aの標準偏差×Bの標準偏差)。A=Bであれば1、逆の
動きをするほど-1に近づく。

②10

★高畑メモ ・ポートフォリオは2年連続でガッツリ出ているので、出題マーク数は少ないと
予想。未出題論点｢ρ=1の時のみ2証券の単純な加重平均で求まる｣はネタ
にストックしておく。ちなみにρ＝1でない時は何かカーブしているので、1箇所
ごとに期待収益率を手計算しなくてはいけない。

❹CAPM ・CAPM＝Capital Asset Pricing Model(資本資産価格形成モデル)。市場リス
クプレミアムと個別証券のリスク(β)を用い、高リスクであるほど高いリターン
が求められる理論を説明できる。
・個別証券の期待収益率＝無リスク利子率＋β×(市場ポートフォリオの期待
収益率－無リスク利子率)。理論がわかればなお良いが、試験上はy=ax+bの
イメージで期待収益率が計算できれば4点GET。

直10
模16

WACC×CAPMコンボ→空欄推定(良問)

❶資金調達 ・資金の調達源泉は形態から見ると外部/内部調達に2分されるが、最終的に
他人資本/自己資本で分類し、かつその構成する各要素を一通り押さえる
・負債の資本コストは｢利息＋元本返済のNPV｣をIRR計算で求める理屈を理
解。試験上は所与。
・株主資本の資本コストは①配当割引モデル ②CAPM、のいずれかで求め
る。試験上は株価算定と絡む①が重要。
・加重平均資本コスト(WACC)はロジック通り正確に計算できればOK。他人資
本のコスト＝利息、自己資本のコスト＝配当。P/L費用である利息＝他人資
本のコストは、税金減少効果分を割引×0.6してから、加重平均。
・高リスクである資本コストが、低リスクである負債コストより割高になることは
当然の話。
☆WACC計算は他人・自己資本ともに時価を用いる。配当割引モデルの視点
から、この根拠を説明できれば○。
  安定業績→低リスク(資本コスト)→高株価(時価)

直14
②12
模17

○社債の実効利子率(上級)

❷株価の算定 ・｢株式の収益期待率r=(D1+(V1-V0))/V0｣が大前提。試験上は公式でなく棒グ

ラフを描いてイメージすることが○。
・企業評価にも用いる｢配当割引モデル｣が次いで重要。D：配当金、r：期待収
益率(とg：配当金成長率)から株価VEを求める。

 ゼロ成長モデル：VE=D/rE   定率成長モデル：VE=D1/(rE-g)) をマスター。

❷-1株価評価指標 ・株価評価指標は暗記モノ。イニシャルに惑わされず英語名称で覚えれば式
は自ずと導ける。PS(=Per Share)、R(=ratio)は頻出。また理論は｢一株あたり｣
で学習するが、試験上は｢総額｣で求めることが多い。計算慣れする。
<覚えるセット>
・1株あたり配当金(Dividended PS)→配当利回り＝DPS/株価
・配当性向＝配当総額/当期純利益
・1株あたり当期純利益(Eanings PS)
 →株価収益率(Price Earnings R)＝株価/EPS
・1株あたり純資産額(Book-Value PS)
 →株価純資産倍率(Price Book-Value R)=株価/BPS
 →純資産に時価を用いる場合は、実質株価純資産倍率(Qレシオ)
・1株あたりCF
 →株価CF倍率(Price CF R)=株価/1株あたりCF
○1次試験では基礎レベルの出題。難しい問題はなく、得点源になる。

直12
②13
模18

○PBR・PER

❷-2財務レバレッジ ・ROA＞負債利子率iであれば、負債比率を上げてROEが増大させることを財
務レバレッジと呼ぶ。ただし負債の増加は財務破綻リスクを高めるので最適
資本構成の考慮が不可欠。負債比率＝財務レバレッジ係数。
・ROA・ROEの意味を理解していれば、利子率i、実効税率tを加えて公式が導
ける。
→ROE=(1-t)×(ROA+(ROA-i)×D/E)

直16 ○最適資本構成

★高畑メモ <MM理論>
・株式調達案と借入調達案による企業価値の違い(を数式を追って体感)
 ①税金考慮しない場合：両案とも同じ
 ②税金考慮する場合：株式調達案＜借入調達案
となる。お金を借りる方が企業価値が上がる、ことは財務レバレッジ理論で説
明つくが、ロジック通りに順に説明することは難。結論から追い戻ってくるケタ
グリ戦法で。
<☆企業価値計算の使い分け>
・FCFが与えられた場合は、｢B企業評価を直接求める｣
・会計利益(or配当金)が与えられた場合は、｢A株主資本と負債の価値を別々
に求める｣
↑この違いを知っておくと後々効果大。

☆今日イチ整理

❸企業評価(DCF法)
★重要

・投資判断・合併比率算定のために企業評価＝企業価値算定を行う。
・DCF法を応用した2つの手法は、BSの構造と、(投)→(企)→(事)のつながりを
図出イメージすれば理解早まる。
 1)株式価値(VE=D/rE, VE=D1/rE-g)＋負債価値(VD=I/rD)

 2)FCF期待値を必要収益率で割引 V=1年後のFCF(WACC-FCF成長率)
・FCF+CAPM+WACC→企業価値コンボ(良問)。企業価値計算方法の正しい
選択と正確な計算力で。

②14 ×FCFの計算→OIは×0.6。
△企業価値～DCFの2方法のどちらを選
ぶか。
○企業価値ひっかけ(ダミーデータ)
→FCFがあれば、S・減償・ｔは不要。知識
がないと引っかかって語頭・時間ロス
×FCFから求める企業価値
＝1年後のFCF／(WACC-FCF成長率)
→成長率が与えられた場合、FCFはn年・
n+1年のどちらを使うかをまず判断！

❸b企業評価
(伝統的手法)

・伝統的手法→純資産額法、収益還元法、株式市価法。 直13 ○収益還元法・折衷法

§11
財務・会計に
関する諸理論
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❹為替リスクの管理
★重要

・小論点だが2次で出れば高配点。落とさないための練習量が必要。
・為替リスク回避策としての、①為替先物予約 ②通貨オプション取引(コール
＝買う、プット＝売る)の理論を一通りマスターし、あとは演習。
・輸出企業→ドル建て債権→プットオプション(ドルを売る権利)
・輸入企業→ドル建て債務→コールオプション(ドルを買う権利)

直6
②15

○オプション
×通貨オプション →焦るとイメージ狂って
混乱。
オプション損益グラフを描き、パターンに
持ち込んで処理。
コール(輸入企業)→円高放棄・円安行使
プット(輸出企業)→円安放棄・円高行使

★高畑メモ ・未出題論点のオプションが出題された場合、深追いせず2～3マーク中1マー
ク取ればOK。
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