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本問題集の使いみち 
 

 本問題集は，簿記の初学者の学習に資することを目的として，『簿記学〔第２版〕』の内容に基づき，
日本商工会議所が主催する日商簿記検定試験の「初級」の受験に向けた問題演習を行うことを想定し
て，編纂された問題集になっています。 
 

◎ 本問題集の問題の区分について 
 次の 3つの区分で，問題を分けています。 

①用語の問題 

②仕訳の問題 

③試算表の問題 
 

◎ 本問題集の問題の解答について 
①用語の問題 
 ⇒問題に付記されたページ数・行数を，『簿記学〔第２版〕』の本文で確認してください。 

表記例： [p.14, l.5]   → 14ページの５行目を参照してください。 
   [p.14, lfb 2] → 14ページの下から２行目を参照してください。 

 
②仕訳の問題 
 ⇒問題の番号（例題番号）を，『簿記学〔第2版〕』の本文で確認してください。 
 
③試算表の問題 
 ⇒問題の番号（例題番号）を，『簿記学〔第２版〕』の本文で確認してください。 
 （※追加問題は，本問題集のオリジナル問題です。問題の次頁に解答があります。） 
 
 
 本問題集の問題を解答した後，答え合わせと解法のより良い理解のために，『簿記学〔第２版〕』の
本文を再度よく読むことで，簿記を効率的・効果的に習得していくことが期待できるでしょう。 
 

2018年 4月 15日 
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①用語の問題 
 
 次の各問の空欄にあてはまる答えとして，選択肢から最も適当なものを選びなさい。 
 
 
（1）企業が保有する財産などのことを簿記会計では，（     ）といいます。[p.14, l.5] 

選択肢｛ 財産  債務  資産  財貨 ｝ 

 
（2）企業が負っている債務などのことを簿記会計では，（     ）といいます。[p.14, l.13] 

選択肢｛ 借金  責務  社債  負債 ｝ 

 
（3）元手となる資金（出資金）のことを簿記会計では，（     ）といいます。[p.14, lfb 2] 

選択肢｛ 資産  元金  資本  元本 ｝ 

 
（4）商品・製品の販売収入（売上高）などの，企業がビジネスで稼ぎ出した金額のことを簿記会計で
は，（     ）といいます。[p.15, l.11] 

選択肢｛ 収入  年収  利益  収益 ｝ 

 
（5）仕入原価，製造原価，人件費，経費，営業費などの，企業がビジネスを行うために使った金額・
費やした金額のことを簿記会計では，（     ）といいます。[p.15, lfb 11] 

選択肢｛ 経費  原価  支出  費用 ｝ 

 
（6）資産，負債，資本，収益，費用という5つのグループに属する，具体的な記録項目を，（     ）
といいます。[p.16, l.1] 

選択肢｛ 表号  勘定科目  コード  区分番号 ｝ 

 
（7）簿記会計では，時間を一定期間ごとに区切って，期間ごとに簿記会計の作業を行っていきます。
その一定期間を（     ）といいます。[p.18, l.1] 

選択肢｛ 会計期間  事業年度  暦年  学年歴 ｝ 
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（8）一会計期間の期末は，（     ）ともいいます。[p.18, l.6] 

選択肢｛ 最終年  年末  最終日  決算日 ｝ 

 
（9）簿記会計では，会計期間の期末時点の決算日の日付で，（     ）という書類を作成します。 

[p.19, l.1] 

選択肢｛ 伝票  納品書  財務諸表  総勘定元帳 ｝ 

 
（10）（     ）とは，企業の，ある一時点における，すべての資産，負債，資本の残高を記載し
て，企業の財政状態を示す報告書です。英語では，バランスシートといいます。[p.20, l.1] 

選択肢｛ 株主資本等変動計算書  包括利益計算書  貸借対照表  損益計算書 ｝ 

 
（11）（     ）とは，企業の，ある一定期間における，すべての収益と費用を記載して，収益合
計と費用合計の差額である利益（損失）を計算・表示して，企業の経営成績・業績を示す報告書で
す。[p.21, l.1] 

選択肢｛ 株主資本等変動計算書  包括利益計算書  貸借対照表  損益計算書 ｝ 

 
（12）ある一時点における，企業のすべての資産の合計金額は，すべての負債の合計金額とすべての
資本の合計金額の和に等しくなります。この関係式を，（     ）といいます。[p.24, l.1] 

選択肢｛ 損益法による純損益方程式  資本等式  貸借対照表等式  損益計算書等式 ｝ 

 
（13）企業簿記上，企業の資本の総額（資本合計）は，資産の総額（資産合計）から負債の総額（負債合

計）を控除した残りの金額として求められます。この関係式を，（     ）といいます。 
[p.24, l.8] 

選択肢｛ 損益法による純損益方程式  資本等式  貸借対照表等式  損益計算書等式 ｝ 

 
（14）一定期間における，収益の総額（収益合計）から費用の総額（費用合計）を控除した金額が，企
業の一定期間における純損益（当期純損益）の金額となります。この数式を（     ）といい
ます。[p.25, l.1] 

選択肢｛ 損益法による純損益方程式  資本等式  貸借対照表等式  損益計算書等式 ｝ 

 
 



「簿記初級」対応問題集 

©Kotaro Yabe 2018 

5 

（15）（     ）とは，会計期間の期首時点における，資産（期首資産），負債（期首負債），資本（期
首資本）の残高を記載した，貸借対照表です。[p.31, l.1] 

選択肢｛ 財産目録  損益計算書  期首貸借対照表  期末貸借対照表 ｝ 

 
（16）（     ）とは，会計期間の期末時点（決算日）における，すべての資産（期末資産），負債

（期末負債），資本（期末資本）の残高を記載した，貸借対照表です。[p.31, l.3] 

選択肢｛ 財産目録  損益計算書  期首貸借対照表  期末貸借対照表 ｝ 

 
（17）（     ）とは，一定期間における，収益の総額（収益合計）から費用の総額（負債合計）を
控除した金額として，企業の一定期間における純損益の金額を測定する方法のことです。 

[p.34, l.3] 

選択肢｛ 財産法  損益法  帳簿棚卸法  継続記録法 ｝ 

 
（18）（     ）とは，期末資本の金額と，期首資本の金額に期中の追加出資，減資の金額を加減
した金額の差額として，企業の一定期間における純損益の金額を測定する方法のことです。 

[p.34, l.5] 

選択肢｛ 財産法  損益法  帳簿棚卸法  継続記録法 ｝ 

 
（19）（     ）で計算した純損益の金額と，財産法で計算した純損益の金額は必ず一致します。 

[p.34, lfb 2] 

選択肢｛ 財産法  損益法  帳簿棚卸法  継続記録法 ｝ 

 
（20）企業簿記の記録の対象となる経済事象は，（     ）とよばれます。[p.44, l.1] 

選択肢｛ 事実  行為  取引  イベント ｝ 

 
（21）次の中で，簿記会計上の取引とならないものは，（     ）です。[p.44, l.9] 

選択肢｛ 電気代を支払った  現金を紛失した  商品の購入を約束した ｝ 
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（22）次の中で，簿記会計上の取引となるものは，（     ）です。[p.44, l.12] 

選択肢｛ 従業員と雇用契約を結んだ  雨漏りで商品が汚れた  商品の購入を約束した ｝ 

 
（23）複式簿記における1つの勘定口座は，左側と右側の2つの領域に分けられます。左側のことを
（     ）とよびます。[p.46, l.5] 

選択肢｛ 借方  貸方  中央  レフト ｝ 

 
（24）複式簿記における1つの勘定口座は，左側と右側の2つの領域に分けられます。右側のことを
（     ）とよびます。[p.46, l.5] 

選択肢｛ 借方  貸方  中央  ライト ｝ 

 
（25）勘定口座の借方合計額と貸方合計額の差額を，（     ）といいます。[p.47, l.4] 

選択肢｛ 借方残高  貸方残高  勘定残高  貸借 ｝ 

 
（26）勘定口座の借方合計額の方が貸方合計額より大きい場合の勘定残高は（     ）といいま
す。[p.47, l.4] 

選択肢｛ 借方残高  貸方残高  勘定残高  貸借 ｝ 

 
（27）勘定口座の貸方合計額の方が借方合計額より大きい場合の勘定残高は（     ）といいま
す。[p.47, l.5] 

選択肢｛ 借方残高  貸方残高  勘定残高  貸借 ｝ 

 
（28）資産の勘定科目は，その増加金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（29）資産の勘定科目は，その減少金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 
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（30）負債の勘定科目は，その増加金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（31）負債の勘定科目は，その減少金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（32）資本の勘定科目は，その増加金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（33）資本の勘定科目は，その減少金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（34）収益の勘定科目は，その増加金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（35）収益の勘定科目は，その減少金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（36）費用の勘定科目は，その増加金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（37）費用の勘定科目は，その減少金額を勘定口座の（     ）に記入します。[p.51, l.11] 

選択肢｛ 借方  貸方 ｝ 

 
（38）貸借対照表の借方には（     ）の勘定科目が記載されます。[p.53, l.3] 

選択肢｛ 資産  負債  資本  収益 ｝ 

 
 
 



  簿記学〔第2版〕 
 

©Kotaro Yabe 2018 

8 

（39）貸借対照表の貸方には負債および（     ）の勘定科目が記載されます。[p.53, l.4] 

選択肢｛ 資産  資本  収益  費用 ｝ 

 
（40）損益計算書の借方には（     ）の勘定科目が記載されます。[p.53, l.6] 

選択肢｛ 資産  負債  収益  費用 ｝ 

 
（41）損益計算書の貸方には（     ）の勘定科目が記載されます。[p.53, l.5] 

選択肢｛ 資産  負債  収益  費用 ｝ 

 
（42）（     ）とは，複式記入の原則に基づき，企業取引の内容を，資産，負債，資本，収益，
費用の勘定科目の金額の増減として分類することです。[p.59, l.2] 

選択肢｛ 取引  証憑  仕訳  転記 ｝ 

 
（43）仕訳は，正式には，（     ）という帳簿に記入されます。この帳簿は，取引の仕訳を日付
順に記入する帳簿です。[p.74, l.1] 

選択肢｛ 証ひょう  仕入帳  仕訳帳  総勘定元帳 ｝ 

 
（44）企業が使用するすべての勘定科目の勘定口座が開設されている帳簿を（     ）といいま
す。[p.77, l.1] 

選択肢｛ 証ひょう  仕入帳  仕訳帳  総勘定元帳 ｝ 

 
（45）（     ）は，総勘定元帳と仕訳帳の 2 つの帳簿のことであり，複式簿記において中心的
かつ不可欠な帳簿です。[p.81, l.3] 

選択肢｛ 主要簿  補助簿  補助記入帳  補助元帳 ｝ 

 
（46）（     ）は，主要簿に記録された取引記録とは別に，特定の取引記録の明細や特定の勘定
残高の内訳などを記録するための帳簿であり，主要簿の記録情報を補うものです。これは補助記
入帳と補助元帳に分けられます。[p.81, l.6] 

選択肢｛ 主要簿  補助簿  補助記入帳  補助元帳 ｝ 
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（47）（     ）は，主要簿に記録された取引記録のうちの特定の記録の明細を取引の発生順に
記録する帳簿です。これには，現金出納帳，仕入帳，受取手形記入帳などがあります。	

[p.81, l.9]	

選択肢｛ 主要簿  補助簿  補助記入帳  補助元帳 ｝ 

	

（48）（     ）は，主要簿に記録されている勘定記録のうち，特定の勘定科目の勘定記録の明
細や内訳などを記録するための帳簿です。これには，商品有高帳，売掛金元帳，固定資産台帳な
どがあります。[p.81, l.10]	

選択肢｛ 主要簿  補助簿  補助記入帳  補助元帳 ｝ 

 
（49）企業が採用した主要簿と補助簿からなる帳簿のシステムを，（     ）といいます。 

[p.82, l.8] 

選択肢｛ 会計帳簿  特殊仕訳帳  複合仕訳帳制度  帳簿組織 ｝ 

 
（50）企業において 1 つの取引があったとき，取引の担当者は，見積書，註文書（注文書），契約書，
納品書，送り状，請求書，領収証（領収書），レシート，小切手の控え，手形の控えなどの証拠書
類すなわち（     ）を作成します。これは，取引の事実やその内容を証明する根拠となる
証拠書類のことであり，正確に作成し，きちんと整理して保存する必要があります。[p.58, l.7] 

選択肢｛ 証ひょう  仕訳  仕訳帳  伝票 ｝ 

 
（51）（     ）は，1つの仕訳を記入するための，一定の様式を備えた紙片であり，仕訳帳など
の帳簿に比べて取り扱いが便利であるという長所があります。[p.300, lfb 6] 

選択肢｛ 証ひょう  仕訳  仕訳帳  伝票 ｝ 

 
（52）伝票に取引を記録することを，（     ）といいます。[p.300, lfb 8] 

選択肢｛ 証ひょう  仕訳  仕訳帳  起票 ｝ 
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（53）伝票を用いて取引の記録を行うしくみは，（     ）とよばれます。これは，企業の規模の
拡大に伴って，記録を合理化するしくみとして生まれたものです。改ざんや不正防止のため，伝
票は1枚ごとに，決裁権者の承認を受けます。[p.300, l.7] 

選択肢｛ 特殊仕訳帳  複合仕訳帳制度  伝票会計制度  帳簿組織 ｝ 

 
（54）1伝票制では，仕訳帳の代わりに（     ）を用います。[p.301, l.1] 

選択肢｛ 証ひょう  仕訳  仕訳伝票  起票 ｝ 

 
（55）入金伝票，出金伝票，（     ）という3種類の伝票を用いるのは3伝票制です。 

[p.300, lfb 8] 

選択肢｛ 売上伝票  仕入伝票  振替伝票  起票 ｝ 

 
（56） 起票された伝票は，総勘定元帳に転記されます。総勘定元帳に転記する方法としては，個別転
記，ならびに，合計転記という 2種類の方法があります。個別転記は，1枚の伝票ごとに総勘定
元帳に転記を行う方法です。他方，合計転記は，1日分や 1週間分といった一定期間の間に起票
された伝票を（     ）にまとめ，そこから各勘定の合計額を総勘定元帳へ転記する方法で
あり，個別転記と比べて，転記の手間が大幅に減ります。[p.305, l.1] 

選択肢｛ 試算表  仕訳伝票  振替伝票  仕訳集計表 ｝ 
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②仕訳の問題 
 
例題4－5 神戸商店が4月中に行った取引は次のとおりであった。取引を仕訳しなさい。 
   4月 1日 店主が現金¥800を元入れして神戸商店を設立し，営業を開始した。 
   5日 備品（パソコン）¥150を購入し，現金で支払った。 
  10日 銀行から現金¥250を借り入れた。 
  15日 商品（花）¥600を仕入れ，現金で支払った。 
  20日 商品（花）のうち¥500（原価）を¥2,000で販売し，現金を受け取った。 
  25日 給料¥700と水道光熱費¥600を現金で支払った。 
  30日 商品（花）¥900を仕入れ，現金で支払った。 
 

4月 1日 （借）     （貸）    

 5日 （借）     （貸）    

 10日 （借）     （貸）    

 15日 （借）     （貸）    

 20日 （借）     （貸）    

           

 25日 （借）     （貸）    

           

 30日 （借）     （貸）    

 
例題10－2 次の一連の取引を，3分法で仕訳しなさい。 
（1）商品10個（1個当たり原価¥1,000）を仕入れ，現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）上記の商品7個を1個当たり￥5,000で販売し，代金は現金で受け取った。 
 （借）     （貸）    

 
 例題10－5 次の取引の仕訳をしなさい。商品売買の処理は3分法による。 
（1）ストロベリー商店から，商品¥10,000を仕入れ，代金は掛けとした。 

 （借）     （貸）    

（2）アップル商店に，商品を¥50,000で販売し，代金は掛けとした。 
 （借）     （貸）    

（3）ストロベリー商店に対する買掛金¥10,000を，現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

（4）アップル商店に対する売掛金¥50,000を，現金で回収した。 
 （借）     （貸）    
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例題10－6 次の連続する取引を仕訳しなさい。商品売買の処理は3分法による。 
（1）顧客に，商品を￥100,000で販売し，代金はクレジット・カードで決済した。なお，信販会
社への手数料（販売代金の3％とする）を販売時に計上する。 

 （借）     （貸）    
          

（2）信販会社より，先日のクレジット取引の販売代金から手数料を差し引いた¥97,000 が，普
通預金口座に入金された。 

 （借）     （貸）    

 
 例題10－7 次の取引を仕訳しなさい。3分法による。 
（1）商品¥10,000 を仕入れ，代金は掛けとした。当店負担の引取運賃¥1,000 は現金で支払っ
た。 

 （借）     （貸）    
          

（2）商品を￥50,000 で販売し，代金は掛けとした。当店負担の発送費用¥2,000 は現金で支払
った。 
 （借）     （貸）    
          

（3）商品を￥70,000 で販売し，代金は掛けとした。先方負担の発送費用¥3,000 は現金で立替
え払いした。 

 〔立替金を用いる方法〕 
 （借）     （貸）    
          

 〔売掛金を用いる方法〕 
 （借）     （貸）    
          

（4）商品¥20,000を仕入れ，代金は掛けとした。発送に関する費用¥1,000は，先方が負担し，
先方により支払いが行われている。 

 （借）     （貸）    

	

例題10－8 次の取引を仕訳しなさい。3分法による。 
（1）掛けで仕入れた商品のうち¥10,000分を返品した。（欠陥があったため）   

 （借）     （貸）    

（2）掛けで販売した商品のうち¥20,000分（販売価格）が返品された。（品違
しなちが
いのため）  

 （借）     （貸）    
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例題11－1 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）銀行から，現金¥100,000を借り入れた。 

 （借）     （貸）    

（2）従業員の給料¥200,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

（3）商品¥300,000を売り渡し，代金は先方振出しの小切手で受け取った。（3分法） 
 （借）     （貸）    

（4）得意先から商品の掛代金の支払いとして，¥400,000の郵便為替証書を受け取った。 
 （借）     （貸）    

（5）当店が株主となっているバナナ株式会社から配当金領収証¥5,000が送付されてきた。 
 （借）     （貸）    

              
例題11－3 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）現金¥100,000を普通預金口座に預け入れた。 

 （借）     （貸）    

（2）普通預金口座に，得意先から掛代金¥200,000が振り込まれた。  
 （借）     （貸）    

  （3）水道料¥2,000，電気料金¥3,000，電話料金¥25,000が普通預金口座から引き落とされた。 
 （借）     （貸）    
          

（4）仕入先への買掛金¥39,000を，普通預金口座の総合振込によって支払った。振込手数料
¥1,000は普通預金残高から引き落とされた。 

 （借）     （貸）    
          

（5）普通預金の利息¥5が振り込まれた。  
 （借）     （貸）    

（6）普通預金口座から¥60,000を引き落とし，同額を定期預金口座に預け入れた。  
 （借）     （貸）    

（7）定期預金口座を解約し，残高¥700,000を現金として受け取った。 
 （借）     （貸）    

（8）現金¥80,000をゆうちょ銀行の通常貯金口座に預け入れた。 
 （借）     （貸）    

（9）事務用パソコン¥90,000をクレジット・カードの翌月一括払いで購入した。 
 （借）     （貸）    

（10）普通預金口座から上記（9）のクレジット・カードの支払い¥90,000が引き落とされた。 
 （借）     （貸）    
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例題11－4 次の取引を仕訳しなさい。商品売買の処理は3分法とする。 
（1）現金¥500,000を当座預金口座に預け入れた。 

 （借）     （貸）    

（2）土地¥1,000,000を購入し，代金は小切手を振り出して支払った。 
 （借）     （貸）    

（3）商品¥2,000,000を販売し，代金は小切手で受け取り，ただちに当座預金に預け入れた。 
 （借）     （貸）    

（4）商品¥3,000,000を売り上げ，代金は以前に当店が振り出した小切手を受け取った。 
 （借）     （貸）    

 
例題11－10 次の連続した取引を仕訳しなさい。（実際有高＜帳簿残高） 
（1）現金の実際有高を調べたところ，帳簿残高より¥5,000少なかった。 

 （借）     （貸）    

（2）その後の調査で，¥3,000は支払利息の記帳漏れであることが判明した。 
 （借）     （貸）    

（3）残額については，決算日になっても原因が判明しなかった。 
 （借）     （貸）    

 
例題11－11 次の連続した取引を仕訳しなさい。（実際有高＞帳簿残高） 
（1）現金の実際有高を調べたところ，帳簿残高より¥4,000多かった。 

 （借）     （貸）    

（2）その後の調査で，受取手数料¥2,000と受取利息¥1,000の記帳漏れが判明した。 
 （借）     （貸）    
          

（3）残額については，決算日になっても原因が判明しなかった。 
 （借）     （貸）    

 
例題12－1 次の一連の取引を，モモ商店とピーチ商店のそれぞれの立場で仕訳しなさい。	
（1）ピーチ商店はモモ商店から商品¥100,000を仕入れ，代金として同商店宛の約束手形を 
    振り出した。両店とも，商品売買の処理は3分法とする。 
（2）満期日にこの手形が決済され，ピーチ商店の当座預金口座から手形額面金額が引き落と 
    され，モモ商店の当座預金口座に¥100,000の振り込みがなされた。 
 ＜ピーチ商店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    
＜モモ商店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    
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例題12－2 次の一連の取引を仕訳しなさい。商品売買の処理は3分法とする。	
（1）モモ商店はピーチ商店に商品¥100,000を販売し，代金は同店振出しの約束手形で受け取っ
た。 

 （借）     （貸）    

（2）モモ商店はナシ商店より商品¥300,000を仕入れ，代金はさきにピーチ商店から受け取った
約束手形¥100,000を裏書譲渡し，残額は掛けとした。 

 （借）     （貸）    
          

 
例題12－7 次の取引を仕訳しなさい。商品売買の処理は3分法による。 
（1）商品¥100,000を仕入れ，代金の支払いを電子債権記録機関で行うために，銀行で発生記録
の請求を行った。 

（2）商品¥600,000を販売した。代金の決済は電子債権記録機関を通じて行うことにした。 
（3）仕入先に対する買掛金¥50,000を，新たに，電子債権記録機関に登録した。 
（4）電子記録債務の支払期日が到来し，当座預金口座から¥150,000が引き落とされた。 
（5）電子記録債権の支払期日が到来し，当座預金口座に¥300,000が入金された。 
（6）商品¥200,000 を仕入れ，代金は，かねてより保有していた得意先に対する電子記録債権
¥200,000を譲渡することで支払った。 

（7）電子記録債権¥100,000を銀行で割り引いた。割引料¥5,000が差し引かれ，残額が当座預
金口座に振り込まれた。 

（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    

（3） （借）     （貸）    

（4） （借）     （貸）    
（5） （借）     （貸）    

（6） （借）     （貸）    

（7） （借）     （貸）    
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例題13－1 次の取引を，モモ商店とイチゴ商店のそれぞれの立場で仕訳しなさい。 
 （1）モモ商店は，イチゴ商店に現金¥100,000を貸し付けた。 
（2）モモ商店は，イチゴ商店から貸付金￥100,000の返済を受け，利息￥10,000とともに，現
金で受け取った。 

 ＜モモ商店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    

          

 ＜イチゴ商店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    

          

 
例題13－2 次の取引を仕訳しなさい。  
  当社の取締役社長に対して現金¥500,000を貸し付けた。 

 （借）     （貸）    

 
例題13－4 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）土地（帳簿価額¥200,000）を¥200,000で売却し，代金は月末に受け取ることにした。 

 （借）     （貸）    

（2）営業用の金庫を¥100,000で買い入れ，代金は月末に支払うことにした。 
 （借）     （貸）    

 
例題13－5 次の一連の取引を，モモ商店とイチゴ商店のそれぞれの立場で仕訳しなさい。 
7月 1日  モモ商店は，イチゴ商店に商品¥500,000を注文し，その内金として¥50,000を小切

手を振り出して支払った。 
7月 5日  モモ商店は，イチゴ商店から商品¥500,000を仕入れ，内金¥50,000を差し引き，残

額は掛けとした。両店とも，商品売買の処理は3分法とする。 
 ＜モモ商店の仕訳＞ 
7月 1日 （借）     （貸）    

7月 5日 （借）     （貸）    

          

 ＜イチゴ商店の仕訳＞ 
7月 1日 （借）     （貸）    

7月 5日 （借）     （貸）    
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例題13－6 次の一連の取引を仕訳しなさい。 
（1）従業員のために¥50,000を，現金で立て替え払いした。 

 （借）     （貸）    

（2）従業員から，現金で立替金¥50,000の返済を受けた。 
 （借）     （貸）    

  （3）社内旅行のため，従業員から現金¥500,000を徴収し，預かった。 
 （借）     （貸）    

（4）社内旅行のため従業員から預かっていた現金¥500,000を，旅行会社に現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題13－7 次の一連の取引を仕訳しなさい。 
（1）従業員の出張に際し，旅費交通費の概算額として¥50,000を現金で渡した。 

 （借）     （貸）    

（2）従業員が帰社し，旅費精算を行い，旅費交通費概算額の残額¥2,000 を現金で受け取った。 
 （借）     （貸）    
          

（3）得意先から¥100,000が当座預金に振り込まれたが，内容が不明である。 
 （借）     （貸）    

 （4）上記の金額は，売掛金¥100,000の回収分であることが判明した。 
 （借）     （貸）    

 
例題13－9 次の取引を，それぞれの立場で仕訳しなさい。商品売買の処理は3分法による。	
（1）ストロベリー家具店は，クランベリー自動車店から，営業用に使う自動車を購入し，代金
¥500,000を約束手形を振り出して支払った。  

（2）ストロベリー家具店は，クランベリー自動車店に，土地を¥1,000,000で売却し，先方振出
しの約束手形を受け取った。この土地の帳簿価額は¥1,000,000である。 

 ＜ストロベリー家具店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    
（2） （借）     （貸）    

 ＜クランベリー自動車店の仕訳＞ 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    
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例題16－1 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）店舗用の建物¥7,900,000を購入し，不動産業者への仲介手数料¥100,000とともに小切手
を振り出して支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）事務用パソコン3台（＠¥200,000）とプリンター1台（＠¥100,000）を購入し，代金は現金
で支払った。 

 （借）     （貸）    

（3）営業用普通自動車を¥570,000で購入し，代金は月末に支払うこととした。なお，購入に伴
う諸費用¥30,000は現金で支払った。 
 （借）     （貸）    
          

（4）本店のビルの建設のために，土地を¥4,600,000で購入し，代金は月末に支払うこととした。
なお，購入に伴う諸費用¥400,000は現金で支払った。 

 （借）     （貸）    
          

（5）他社が所有する特許権を¥3,500,000で購入し，代金は月末に支払うこととした。なお，購
入に伴う諸費用¥500,000は現金で支払った。 

 （借）     （貸）    
          

（6）新店舗を建設する用地として，地主と土地の 50 年間の賃貸借契約を結び，借地権の設定 
の対価として，¥3,000,000を小切手を振り出して支払った。 
 （借）     （貸）    

（7）取引先に，3年後を返済期限として，現金¥2,000,000を貸し付けた。 
 （借）     （貸）    

（8）転売目的で，土地を¥1,000,000で購入し，代金は小切手を振り出して支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題17－3 次の減価償却の処理について，「直接法」で仕訳しなさい。 
（1）決算日につき，当期期首に¥300,000 で取得した備品について，定額法で減価償却を行う。
耐用年数は3年，残存価額は取得原価の10％である。 

 （借）     （貸）    

（2）決算日につき，当期期首に¥300,000 で取得した備品について，定額法で減価償却を行う。
耐用年数は3年，残存価額は¥0である。 

 （借）     （貸）    

 
例題17－4 例題17－3の減価償却の処理について，「間接法」で仕訳しなさい。 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    
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例題18－1 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）備品（取得原価¥300,000，帳簿価額¥200,000，直接法で記帳）を¥250,000 で期首に売却し，
売却代金は現金で受け取った。 
 （借）     （貸）    
          

（2）備品（取得原価¥300,000，帳簿価額¥200,000，直接法で記帳）を¥180,000で期首に売却
し，売却代金は小切手で受け取った。 

 （借）     （貸）    
          

（3）備品（取得原価¥300,000，備品減価償却累計額¥100,000，間接法で記帳）を¥250,000で期首
に売却し，代金は後日に受け取ることとした。 

 （借）     （貸）    
          

（4）備品（取得原価¥300,000，備品減価償却累計額¥100,000，間接法で記帳）を¥180,000で期首
に売却し，代金は後日に受け取ることとした。 

 （借）     （貸）    
          
          

 
例題18－3 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）建物を修繕し，現金¥500,000を支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）建物を改良し，現金¥2,000,000を支払った。  
 （借）     （貸）    

 
例題19－1 次の一連の取引を仕訳しなさい。 
1月 1日 桃原杏奈さんは，自己の所有する現金¥3,000,000，建物¥2,000,000，土地¥1,000,000
を元入れし，個人企業のピーチ商店を開業した。 

 （借）     （貸）    
          
          

 ７月 1日 ピーチ商店の店主の杏奈さんは，現金¥500,000を追加元入れした。 
 （借）     （貸）    
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例題19－2 次の一連の資本取引を，資本金勘定を直接減額する方法で仕訳しなさい。 
（1）個人企業であるピーチ商店の店主桃原杏奈さんは，店の現金¥100,000を私用のために引き
出した。なお，資本金勘定の残高は¥6,500,000であった。 

 （借）     （貸）    

（2）店主の杏奈さんは，店の商品¥70,000 を私用の目的で使用した。商品売買の処理は 3分法
によっている。 

 （借）     （貸）    

（3）ピーチ商店は，水道光熱費¥150,000 を現金で支払った。このうち¥30,000 は店主の家計
が負担すべき額である。 

 （借）     （貸）    
          

（4）ピーチ商店は，決算日を迎えた。 
          

 
例題19－3 例題19－2の取引を，引出金勘定を用いる方法で仕訳しなさい。 
（1） （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    

（3） （借）     （貸）    

          
（4） （借）     （貸）    

 
例題20－1 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）4月になり，個人企業であるユズ商店の事業活動のために所有している建物と土地に対する
固定資産税¥400,000の納税通知書を受け取った。 

 （借）     （貸）    

（2）上記の¥400,000の固定資産税のうち，第1期分¥100,000を現金で納付した。 
 （借）     （貸）    

（3）個人企業であるユズ商店の店舗兼住宅に対する固定資産税¥800,000 の納税通知書を受け
取り，直ちに全額をユズ商店の現金で納付した。ただし，上記の固定資産税のうち60％は店
舗部分であり，40％は事業主が利用する住宅部分である。 

 （借）     （貸）    
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 例題20－2 ¥200の収入印紙100枚を，現金で購入した。この取引を仕訳しなさい。 
  ＜購入時に費用とする方法＞ 

 （借）     （貸）    

  ＜購入時に資産とする方法＞ 
 （借）     （貸）    

 
例題20－6 次の取引を税抜方式で仕訳しなさい。商品の仕訳は，3分法による。 
（1）商品¥1,000,000を仕入れ，代金は消費税¥100,000とともに現金で支払った。 

 （借）     （貸）    
          

（2）商品を¥1,500,000で販売し，代金は消費税¥150,000とともに現金で受け取った。 
 （借）     （貸）    
          

（3）期末になり，納付すべき消費税の額を計算した。仮払消費税の残高は¥100,000，仮受消費
税の残高は¥150,000であった。 
 （借）     （貸）    
          

（4）未払消費税¥50,000を現金で納付した。 
 （借）     （貸）    

 
例題20－8 次の取引を税抜方式で仕訳しなさい。 
（1）備品¥100,000を購入し，代金は消費税¥10,000とともに現金で支払った。 

 （借）     （貸）    
          

（2）水道光熱費¥55,000（うち消費税額¥5,000）が普通預金口座から引き落とされた。 
 （借）     （貸）    
          

（3）帳簿価額¥80,000の備品（減価償却の記帳は直接法）を¥50,000で売却し，代金は消費税   
    ¥5,000とともに現金で受け取った。 

 （借）     （貸）    
          

 
 
 
 
 
 
 



  簿記学〔第2版〕 
 

©Kotaro Yabe 2018 

22 

例題20－9 次の取引を仕訳しなさい。資本の引出しは引出金勘定で処理すること。 
（1）7月になり，個人企業であるメロン商店の所得税の予定納税として，前年の所得税の納税額
¥900,000に基づいて計算した第1期分¥300,000を現金で納付した。 

 （借）     （貸）    

（2）3月に確定申告を行い，個人企業であるメロン商店の年間の所得税の納税額が¥850,000で
あると計算されたため，予定納税額¥600,000を差し引いた金額を，小切手で納付した。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－1 次の一連の取引を仕訳しなさい。 
（1）6月 25日 従業員の給料手当総額¥250,000につき，所得税預り金¥6,000，住民税預り金
¥15,000，社会保険料預り金¥36,000を差し引き，¥193,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    
          
          
          

（2）7 月 10 日 従業員の所得税¥6,000 と住民税¥15,000 を，小切手を振り出して支払った。 
 （借）     （貸）    
          

 
例題21－2 次の取引を仕訳しなさい。 
9月 15日 給料手当の支給と同時に，従業員の通勤手当総額¥10,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－5 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）従業員の福利厚生のために使用する野球観戦の年間予約席 5 席分のチケットを購入するた
め，代金の¥700,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）従業員用の常備薬として，風邪薬を薬局で購入し，代金の¥10,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－6 次の取引を仕訳しなさい。 
パート従業員とアルバイト店員の給与¥100,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－9 次の取引を仕訳しなさい。 
従業員の資格取得のための授業料¥100,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    
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例題21－10 次の取引を仕訳しなさい。 
求人広告を出すための費用¥100,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－11 次の取引を仕訳しなさい。 
 人材派遣会社に人材派遣の料金の月額¥100,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－12 次の取引を仕訳しなさい。 
青色事業専従者である配偶者に，給与¥100,000 を現金で支払った。ただし，所得税預り金
¥10,000を差し引いた。 

 （借）     （貸）    

          

 
例題21－13 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）駅に広告用の看板を掲示するため，¥3,000,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）折り込みチラシの費用¥2,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

（3）お店のホームページを作るために，ホームページ制作会社に，ホームページの制作費用と保
守管理費用の合計¥1,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－14 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）販売促進のため，商品に懸賞金が当たるキャンペーンをつけ，必要な金券を¥1,000,000分  
  購入し現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）販売促進のため，店頭にコンパニオンを呼び，費用¥2,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

（3）販売促進のため，特約店を集めて新製品の発表会を開き，諸費用¥3,000,000を現金で支払
った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－15 次の取引を仕訳しなさい。 
商品の販売を委託して，販売手数料¥1,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    
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例題21－16 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）得意先の接待のため，10 人でレストランで食事を行い，料金¥100,000 を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）得意先の接待のため，5人でゴルフに行き，料金¥150,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－17 次の取引を仕訳しなさい。 
 取引先と合計4人で飲食店において会議を行い，料金¥16,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－18 次の取引を仕訳しなさい。 
水道料¥30,000，電気料金¥400,000，ガス代¥70,000が普通預金の口座から引き落とされた。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－19 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）切手を購入し，代金¥40,000を現金で支払った。購入時に費用処理する。 

 （借）     （貸）    

（2）電話料金¥30,000が普通預金の口座から引き落とされた。 
 （借）     （貸）    

（3）インターネット接続料金¥20,000が普通預金の口座から引き落とされた。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－20 次の取引を仕訳しなさい。 
税理士と，税務相談などの年間顧問契約を結び，手数料¥1,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－21 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）借地の地代の月額¥100,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）テナントとして借りている店舗の家賃の月額¥200,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－22 次の取引を仕訳しなさい。 
10日間，撮影機材をレンタルするため，現金¥300,000を支払った。 
 （借）     （貸）    
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例題21－23 次の取引を仕訳しなさい。 
オペレーティング・リースのパソコンのリース料月額¥40,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－24 次の取引を仕訳しなさい。 
ボールペン¥5,000，印刷用紙¥15,000，クリアファイル¥30,000を購入し現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－25 次の取引を仕訳しなさい。 
タブレットコンピューターを¥60,000で購入し現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－26 次の取引を仕訳しなさい。 
   新聞購読料¥3,000，雑誌代¥2,500，書籍代¥1,500を購入し現金で支払った。 

 （借）     （貸）    
 
例題21－27 次の取引を仕訳しなさい。 
ガソリン代¥10,000，オイル交換費用¥20,000，タイヤ交換費用¥70,000 を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－28 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）営業のために使った電車代¥1,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）出張の旅費¥100,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－29 次の取引を仕訳しなさい。 
火災保険の保険料¥10,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－30 次の取引を仕訳しなさい。 
商品を保管するために借りている倉庫の倉庫料¥1,000,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－31 次の取引を仕訳しなさい。 
商品梱包に使う段ボール，エアクッションを購入し，現金¥100,000を支払った。 
 （借）     （貸）    
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例題21－32 次の取引を仕訳しなさい。 
 加盟している商店街の商店会費¥10,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－33 次の取引を仕訳しなさい。 
 受付に飾る花を購入し，代金¥10,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

 
例題21－34 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）商品の包装袋のデザインのため，デザイン会社にデザイン料¥50,000を現金で支払った。 

 （借）     （貸）    

（2）パンフレットの表紙のデザインのため，個人事業主のデザイナーにデザイン料¥50,000を，
所得税の源泉徴収額¥5,000を差し引き，現金で支払った。 
 （借）     （貸）    
          

 
例題21－35 次の取引を仕訳しなさい。 
 （1）研究開発のため，必要な原材料と消耗品を購入し，現金¥100,000を支払った。 

 （借）     （貸）    

 （2）研究開発のため，機械装置（耐用年数5年）を購入し，現金¥2,000,000を支払った。この  
      機械装置は，研究開発以外には使用しない。 

 （借）     （貸）    

 （3）新製品を開発するための市場調査費用¥300,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

 
例題21－36 次の取引を仕訳しなさい。 
（1）本社と同じ地域にある神社に現金¥1,000,000を寄附した。 

 （借）     （貸）    

（2）帳簿価額¥1,000,000の土地を学校法人に寄附した。この土地の時価は¥5,000,000である。 
 （借）     （貸）    

          

 
例題22－5 次の取引を，購入時に消耗品勘定で処理する方法で仕訳しなさい。 
（1）消耗品¥50,000を購入し，現金で支払った。 

   （借）     （貸）    

（2）決算日を迎えた。上記（1）の消耗品のうち，¥10,000分が未使用である。 
   （借）     （貸）    
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例題22－6 例題22－5の取引を，購入時に消耗品費勘定で処理する方法で仕訳しなさい。 
（1）   （借）     （貸）    

（2） （借）     （貸）    

 
例題22－7 次の取引を仕訳しなさい。  
（1）先に切手と葉書を¥50,000分購入し，費用処理してあったが，決算日現在，¥10,000分が
未使用のまま残っていた。 
   （借）     （貸）    

（2）先に収入印紙を¥100,000 分購入し，費用処理してあったが，決算日現在，¥20,000 分が
未使用のまま残っていた。 
   （借）     （貸）    

 
例題23－11 経営コンサルティング業を営むメロン事務所の，次の連続した取引を仕訳しなさ
い。 
（1）企業から，生産管理のコンサルティングを受注し，代金￥1,000,000を現金で受け取った。 

 （借）     （貸）    

（2）（1）のコンサルティングのための必要経費￥700,000を現金で支払った。 
 （借）     （貸）    

（3）調査・作成した資料などに基づき，（1）のコンサルティングを行い，その業務を完了した。 
 （借）     （貸）    
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③試算表の問題 
 
例題2－1 三宮商店の☓1年 4月 1日現在（会計期間の期首）の資産と負債は次のとおりであっ
た。☓1年 4月 1日（期首時点）の貸借対照表を作成しなさい。 

現 金 ¥1,000  普 通 預 金 ¥3,000  立 替 金 ¥6,000  
商 品 ¥20,000  土 地 ¥70,000  預 り 金 ¥10,000  
未 払 金 ¥20,000  借 入 金 ¥30,000  資 本 金 ¥40,000  

  
 貸借対照表  

三宮商店            ☓1年4月 1日 （単位：円） 

資   産 金   額 負債および資本 金   額 
    
    
    
    
     

    

 
 
例題 2－2 三宮商店の☓1 年度（☓1 年 4 月 1 日から☓2 年 3 月 31 日まで）における収益と費用
は，次のとおりであった。☓1年度の損益計算書を作成しなさい。 
商品売買益 ¥150,000 給 料 ¥100,000 広告宣伝費 ¥30,000  
通 信 費 ¥5,000 消 耗 品 費 ¥3,000 支 払 利 息 ¥2,000  

   
 損益計算書  

三宮商店          ☓1年 4月1日から☓2年3月 31日まで  （単位：円） 

費   用 金   額 収   益 金   額 
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例題6－1 神戸商店の4月30日の時点における総勘定元帳の勘定口座は次のとおりであった。
4月 30日の時点で，合計試算表と残高試算表と合計残高試算表を作成しなさい。 
 

 総勘定元帳  
 現金 101   商品 102 

4/1 800 4/5 150  4/15 600 4/20 500 
 10 250  15 600    30 900   
 20 2,000  25 1,300      
   30 900      
         
 備品 103   借入金 201 

4/5 150      4/10 250 
         
 資本金 301   商品売買益 401 

  4/1 800    4/20 1,500 
         
 給料 501   水道光熱費 502 

4/25 700    4/25 600   
 
 

  合計試算表   
借  方 勘 定 科 目 貸  方 
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例題6－1（続き）  
 

  残高試算表   
借  方 勘 定 科 目 貸  方 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 合計残高試算表   
借  方 

勘 定 科 目 
貸  方 

残  高 合  計 合  計 残  高 
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追加問題 1月中の取引に基づいて作成された以下の月次合計残高試算表を参考にして、（1）～
（10）のカッコ内に入る数字を求めなさい。なお「補足事項」に注意すること。 
 

 月次合計残高試算表  
                   1月 31日            （単位：円） 
借方残高 借方合計 勘 定 科 目 貸方合計 貸方残高 
240,000 11,240,000 現 金 11,000,000   
300,000 4,150,000 売 掛 金 3,850,000   
650,000 1,000,000 貸 付 金 350,000   
1,000,000 1,000,000 繰 越 商 品     
3,000,000 3,000,000 建 物     

    建物減価償却累計額 200,000 200,000 
  1,750,000 買 掛 金 2,650,000 900,000 
    借 入 金 1,000,000 1,000,000 
    資 本 金 2,000,000 2,000,000 
    売 上 8,000,000 8,000,000 
    受 取 手 数 料 70,000 70,000 

5,200,000 5,200,000 仕 入     
980,000 980,000 給 料     
500,000 500,000 支 払 地 代     
300,000 300,000 水 道 光 熱 費     

12,170,000 29,120,000  29,120,000 12,170,000 
 
「補足事項」：①1年の会計期間は，1月1日から12月31日までである。 

       ②繰越商品の金額は，1月末時点の商品在庫の金額である。 

       ③建物と建物減価償却累計額の金額は，減価償却処理後の1月末の金額である。 

       ④1月中の商品売買において，返品や値引は無かった。 

       ⑤仕入の金額は，商品の在庫を考慮せず，すべて1月中の費用として処理している。 

       ⑥収益と費用について，見越し・繰延べは無い。 

 

（1）1月中の売掛金の回収金額は，（         ）円である。 
（2）1月中の買掛金の返済金額は，（         ）円である。 
（3）1月末時点の現金の残高は，（         ）円である。 
（4）1月末時点の繰越商品の帳簿価額は，（         ）円である。 
（5）1月末時点の建物の帳簿価額は，（         ）円である。 
（6）1月末時点の資産の金額は，（         ）円である。 
（7）1月末時点の負債の金額は，（         ）円である。 
（8）1月中の収益の金額は，（         ）円である。 
（9）1月中の費用の金額は，（         ）円である。 
（10）1月中の利益の金額は，（         ）円である。 
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追加問題解答 
 （1）3,850,000 （2）1,750,000 （3）240,000 （4）1,000,000 （5）2,800,000 
 （6）4,990,000 （7）1,900,000 （8）8,070,000 （9）6,980,000 （10）1,090,000 
 


