学習管理表

計算コンプリートトレーニング
学習管理表

K.Watanabe@CPA

【2023年版】計算コンプリートトレーニング＜財務会計論＞

論
第１編

◎…必ずやる，○…一応やる，△…余裕があればやる，×…やらない

点

短答重要度 論文重要度 難
効標網
効標網 易
率準羅
率準羅 度

個別論点編＜第１分冊＞

第１章

有価証券

問題１－１ 有価証券の売買等①

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題１－２ 有価証券の売買等②

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題１－３ 有価証券の評価①

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題１－４ 有価証券の評価②

Ａ〇◎◎Ａ〇◎◎ 中

問題１－５ 有価証券の保有目的区分の変更

Ｂ〇〇◎Ｂ△〇〇 中

問題１－６ 有価証券の決算整理

Ｃ△△〇Ｃ△△〇 中

第２章

貸倒引当金

問題２－１ 貸倒引当金の会計処理①

Ａ◎◎◎Ａ〇◎◎ 中

問題２－２ 貸倒引当金の会計処理②

Ｂ△〇〇Ｃ××△ 中

問題２－３ 平均回収期間が１年以上の場合の貸倒見積高の算定

Ｂ△〇◎Ｃ△△△ 中

第３章

社

債

問題３－１ 利息法による社債の償却

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題３－２ 買入償還・繰上償還

Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇 中

問題３－３ 社債の決算整理

Ｂ〇〇◎Ｃ△△△ 易

第４章

純資産

問題４－１ 株主資本・土地再評価差額金の仕訳

Ａ◎◎◎Ａ〇◎◎ 易

問題４－２ 自己株式

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題４－３ 新株予約権・自己新株予約権の仕訳

Ｂ〇〇◎Ｂ△〇〇 中

問題４－４ 新株予約権付社債

Ｂ〇〇◎Ｂ△〇〇 中

問題４－５ 純資産の総合問題

Ｂ△〇◎Ｂ△〇◎ 中

第５章

繰延資産

問題５－１ 繰延資産の決算整理

Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇 易

問題５－２ 利息法による社債発行費の償却

Ｃ△△〇Ｃ××△ 中

第６章

引当金

問題６－１ 引当金の会計処理
第７章

Ｂ〇〇◎Ｃ△△△ 易

外貨換算会計

問題７－１ 取引発生時・決済時・決算時の処理

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題７－２ 外貨建有価証券

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題７－３ 為替予約の振当処理

Ｂ〇〇◎Ｂ△〇〇 難

問題７－４ 外貨建取引の総合問題

Ａ〇◎◎Ｂ△〇〇 難

問題７－５ 在外支店の外貨表示財務諸表項目の換算

Ｂ△〇◎Ｃ△△〇 難

作成者が推奨するのは，「標準」の◎○を潰した後，可能な限り△まで広げるプラン
↓
しかし，最初から手を広げすぎると，途中で挫折する確率が上昇する
↓
そこで，まずは「効率性重視」の◎○を３回転させるところからスタートし，
手応えを感じたらその後「標準」の◎○に進めていくという使い方が理想的
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個別論点編＜第２分冊＞

第８章

ストック・オプション等

問題８－１ ストック・オプションの基本的会計処理

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎易

問題８－２ 複数の権利確定条件

Ｂ△〇◎Ｃ△△〇中

問題８－３

段階的に権利行使が可能となるストック・オプショ
Ｃ×△〇Ｃ××△中
ン

問題８－４

公正な評価単価を変動させる条件変更・費用の合理
Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎中
的な計上期間を変動させる条件変更

問題８－５ ストック・オプション数を変動させる条件変更

Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇中

問題８－６ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引

Ｂ△〇◎Ｃ△△〇中

第９章

資産除去債務

問題９－１ 資産除去債務の基本的会計処理

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎中

問題９－２ 複数の有形固定資産から構成される場合

Ｂ〇〇〇Ｃ△△〇易

問題９－３ 割引前将来キャッシュ・フローの見積り

Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇中

資産除去債務が使用の都度発生する場合・賃借契約
Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇中
問題９－４
に関連して敷金を支出している場合の容認処理
第１０章

収益認識

問題10－１ 収益認識の仕訳問題

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題10－２ ポイント制度

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題10－３ 返品権付き販売

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題10－４ 一時点で充足される履行義務・重要な金融要素

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題10－５ 一定の期間にわたり充足される履行義務

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題10－６ 工事損失引当金

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

第１１章

金融商品会計

問題11－１ 金融資産及び金融負債の発生及び消滅の認識

Ｂ〇〇◎Ｃ△△〇中

問題11－２ 財務構成要素アプローチ

Ｃ△△〇Ｃ△△△易

問題11－３ その他の金融商品会計

Ｃ×△△Ｃ×△△中

第１２章

デリバティブ取引・ヘッジ会計

問題12－１ デリバティブ取引・ヘッジ会計の仕訳①

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題12－２ ヘッジ会計の仕訳②

Ｃ△△〇Ｃ△△〇難

問題12－３ ヘッジ会計の中止と終了

Ｃ×△△Ｃ×△△難

第１３章

リース会計

問題13－１ リース取引の分類

Ｂ〇〇◎Ｂ△〇◎中

問題13－２ ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題13－３ 利息相当額の配分方法

Ｂ△〇◎Ｃ△△△中

問題13－４ 月払いのリース取引

Ｂ〇〇◎Ｃ△△△易

問題13－５ ファイナンス・リース取引に係る貸手の会計処理

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題13－６ セール・アンド・リースバック取引

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

第１４章

退職給付会計（個別財務諸表）

問題14－１ 退職給付債務及び勤務費用の計算

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題14－２ 確定給付制度の基本的な会計処理

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題14－３ 確定給付制度の開示・確定拠出制度の会計処理

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎中

問題14－４ 簡便法

Ｃ×△△─×××易

問題14－５ 退職給付信託・退職給付制度の終了

Ｃ△△〇Ｃ△△〇難
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第１５章

固定資産の減損会計

問題15－１

割引前将来キャッシュ・フローの算定①－経済的残
Ｂ△〇◎Ｂ△〇〇 難
存使用年数・他の構成資産

問題15－２

割引前将来キャッシュ・フローの算定②－資産除去
Ｂ△〇◎Ｂ△〇〇 中
債務が計上されている場合

問題15－３ 共用資産の減損処理①－通常のケース

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

共用資産の減損処理②－共用資産への配分額が共用
問題15－４ 資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を超過するケ Ａ 〇 ◎ ◎ Ａ 〇 ◎ ◎ 中
ース
問題15－５ のれんの減損処理
第１６章

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

研究開発費・ソフトウェア

問題16－１ 市場販売目的のソフトウェア①

Ａ◎◎◎Ｂ△〇〇 易

市場販売目的のソフトウェア②・自社利用のソフト
問題16－２
Ａ◎◎◎Ｂ△〇〇 易
ウェア
第１７章

税効果会計（個別財務諸表）

問題17－１ 法人税等調整額の算定

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題17－２ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定

Ｂ△〇◎Ｃ△△〇 難

繰延税金資産の回収可能性①－基本的なスケジュー
問題17－３
Ｂ△〇〇Ｃ△△△ 中
リング
問題17－４ 繰延税金資産の回収可能性②－繰越欠損金

Ｃ△△〇Ｃ△△△ 難

問題17－５ 税効果会計の総合問題

Ａ〇◎◎Ｃ△△〇 難

第１８章

株主資本等変動計算書

問題18－１ 株主資本等変動計算書
第１９章

問題19－１ 株主資本等変動計算書・包括利益計算書
第２０章

Ａ◎◎◎Ａ〇◎◎ 中

包括利益計算書（個別財務諸表）
Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

会計上の変更及び誤謬の訂正

問題20－１ 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇〇 難

問題20－２ 会計方針の変更・過去の誤謬の訂正

Ｂ〇〇〇Ｃ△△〇 中

第２１章

四半期財務諸表

問題21－１ 四半期特有の会計処理

Ｂ〇〇◎Ｃ×△△ 中

問題21－２ 四半期決算手続

Ｂ△〇〇Ｃ×△△ 中

第２２章

セグメント情報

問題22－１ 報告セグメントの決定

Ｂ〇〇〇─××× 易

問題22－２ セグメント情報の作成

Ｃ××△Ｃ×△△ 難

第２３章

１株当たり情報

問題23－１

１株当たり当期純利益①－ワラント・１株当たり純
Ｂ〇〇◎─××× 中
資産額

問題23－２

１株当たり当期純利益②－転換証券及びストック・
Ｂ〇〇◎─××× 中
オプション

問題23－３ 潜在株式が複数存在する場合
第２４章

Ｃ×△△─××× 中

分配可能額

問題24－１ 分配可能額の算定

Ｂ〇〇◎─××× 中
◎ 23 27 64 ◎ 10 15 34
〇 35 43 13 〇 23 29 26
△ 18 11 5 △ 35 29 16
× 6 1 0 × 14 9 6
計 82 82 82 計 82 82 82
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第１章

連結会計基礎

問題１－１ 連結財務諸表作成の基本問題
第２章

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

持分の変動

問題２－１ 追加取得

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題２－２ 一部売却

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題２－３ 段階取得・持分法から連結への移行

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題２－４ 連結から持分法への移行・連結除外

Ｃ△△〇Ｂ△〇〇難

第３章

その他の包括利益累計額

問題３－１ その他の包括利益累計額①－追加取得

Ｂ〇〇◎Ａ〇◎◎中

問題３－２ その他の包括利益累計額②－一部売却

Ｂ〇〇◎Ａ〇◎◎難

その他の包括利益累計額③－段階取得・持分法から
Ｃ△△〇Ｂ△〇〇難
問題３－３
連結への移行
問題３－４
第２編

その他の包括利益累計額④－連結から持分法への移
Ｃ△△〇Ｃ△△〇難
行

連結・組織再編・ＣＦ計算書編＜第２分冊＞

第４章

資本連結応用

問題４－１ 評価差額の実現

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題４－２ アップ・ストリームと持分変動

Ｃ△△〇Ｂ△〇〇中

問題４－３ 子会社の増資

Ｃ△△〇Ｂ△〇〇中

問題４－４ 子会社の自己株式

Ｃ△△〇Ｂ△〇〇中

問題４－５ 子会社の新株予約権

Ｃ△△〇Ｃ△△〇中

問題４－６ 負ののれん・資本剰余金が負の値となる場合

Ｃ△△〇Ｃ△△〇中

問題４－７ 識別可能無形資産・条件付取得対価

Ｂ〇〇◎Ａ〇◎◎中

第５章

退職給付会計（連結財務諸表）

問題５－１ 連結財務諸表における退職給付会計

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎中

問題５－２ 支配獲得時に子会社に未認識差異があるケース

Ｃ×△〇Ｂ△〇◎難

第６章

間接所有の子会社

問題６－１ 間接所有の子会社
第７章

問題７－１ 在外子会社
第８章

Ｂ△〇◎Ｂ△〇◎難

在外子会社
Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎難

連結会計その他の論点

問題８－１

権利落ち株式・子会社が保有する親会社株式・子会
Ｂ△〇〇Ｃ△△〇中
社の欠損・連結財務諸表における１株当たり情報

問題８－２ 成果連結応用①－未達取引等

Ｂ〇〇〇Ｂ〇〇〇難

問題８－３ 成果連結応用②－特殊な連結会社間取引

Ｃ×△△Ｃ×△△難

問題８－４ 連結財務諸表における税効果会計応用

Ｃ△△〇Ｃ△△〇難

問題８－５ 付随費用①－支配獲得時・追加取得・一部売却

Ａ〇◎◎Ａ〇◎◎中

問題８－６ 付随費用②－段階取得・持分法から連結への移行

Ａ〇◎◎Ａ〇◎◎中

問題８－７ 決算日の異なる子会社

Ｂ△〇〇Ｂ△〇〇中
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第９章

個別キャッシュ・フロー計算書

問題９－１ 個別キャッシュ・フロー計算書①－基本的な問題

Ａ◎◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題９－２ 個別キャッシュ・フロー計算書②－直接法

Ｂ△〇〇Ｂ〇〇◎ 難

問題９－３ 個別キャッシュ・フロー計算書③－間接法

Ｂ△〇〇Ａ◎◎◎ 難

問題９－４ 在外子会社の外貨表示キャッシュ・フローの換算

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎ 易

第１０章

連結キャッシュ・フロー計算書

問題10－１ 連結キャッシュ・フロー計算書①－簡便法

Ｃ△△〇Ｂ〇〇◎ 難

問題10－２ 連結キャッシュ・フロー計算書②－原則法

Ｃ△△〇Ａ〇◎◎ 難

在外子会社を含む連結キャッシュ・フロー計算書①
問題10－３
─×××Ｂ△〇〇 難
－３パターンによる作成
問題10－４
第１１章

在外子会社を含む連結キャッシュ・フロー計算書②
─×××Ｂ△〇〇 中
－原則法・円換算額付与

企業結合①（取得）

問題11－１ 取得①－基本形（合併・株式交換・株式移転）

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題11－２ 取得②－合併比率の算定

Ｃ△△△Ｃ△△△ 中

問題11－３ 取得③－合併

Ｂ〇〇〇Ａ〇◎◎ 中

問題11－４ 取得④－株式交換

Ｂ〇〇〇Ｂ〇〇〇 中

第１２章

企業結合②（共通支配下の取引等・共同支配企業の形成）

問題12－１ 共通支配下の取引等①－合併・株式交換・株式移転

Ａ〇◎◎Ｂ〇〇◎ 中

問題12－２ 共通支配下の取引等②－子会社同士の合併

Ｂ△〇◎Ｂ△〇◎ 中

問題12－３ 共同支配企業の形成

Ｂ△〇〇Ｂ△〇〇 中

第１３章

事業分離等

問題13－１ 事業分離①－基本的な問題

Ａ◎◎◎Ａ◎◎◎ 中

問題13－２ 事業分離②－分離先企業が子会社のケース

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎ 中

問題13－３ 事業分離③－分離先企業が子会社になるケース

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎ 中

問題13－４ 事業分離④－分離先企業が関連会社になるケース

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎ 中

事業分離⑤－受取対価が現金等の財産と分離先企業
問題13－５
Ｃ△△〇Ｃ△△〇 中
の株式である場合
問題13－６ 事業分離⑥－共同新設分割
問題13－７ 結合当事企業の株主の会計処理

Ｂ〇〇◎Ｂ〇〇◎ 中
Ｃ△△〇Ｃ△△〇 中
◎ 10 13 23 ◎ 10 17 29
〇 14 18 22 〇 18 23 18
△ 21 16 2 △ 20 9 2
× 4 2 2 × 1 0 0
計 49 49 49 計 49 49 49

演習記録

学習管理表

論
第３編

点

短答重要度 論文重要度 難
効標網
効標網易
率準羅
率準羅度

演習記録

短答プロパー伝統的論点編

第１章

現金預金

問題１－１ 現金及び預金の範囲

Ａ◎◎◎─×××易

問題１－２ 銀行勘定調整表

Ａ◎◎◎─×××易

第２章

債権債務

問題２－１ 受取手形記入帳・売掛金の残高確認

Ｂ〇〇〇─×××中

問題２－２ 推定問題①－取引高の推定

Ｃ△△〇─×××中

問題２－３ 推定問題②－高度な推定

Ｃ△△〇─×××中

第３章

商品売買

問題３－１ 払出原価の算定

Ｂ〇〇◎─×××中

問題３－２ 期末商品の評価

Ａ◎◎◎Ｃ△△△中

問題３－３ 売価還元法

Ａ〇◎◎Ｃ△△△易

問題３－４ 商品売買の記帳

Ｃ△△〇─×××中

問題３－５ 商品売買の決算整理・仕入付随費用

Ｂ△〇〇─×××中

第４章

固定資産

問題４－１ 有形固定資産の取得原価

Ｂ〇〇◎─×××中

問題４－２ 固定資産の費用配分

Ａ◎◎◎Ｃ△△△中

問題４－３ 法人税法上の減価償却

Ａ◎◎◎─×××中

問題４－４ 固定資産の除却・売却等

Ｂ〇〇〇─×××中

第５章

特殊商品売買

問題５－１ 未着品販売・委託買付・受託買付
第６章

税

問題６－１ 税
第７章

Ｃ××△─×××中

金
金

Ｃ××△─×××中

本支店会計

問題７－１ 合併損益計算書①－基本的な問題

Ｂ〇〇〇─×××中

問題７－２ 合併損益計算書②－付加利益率の推定

Ｃ×△〇─×××難

問題７－３ 合併損益計算書③－複数支店

Ｂ〇〇〇─×××中

問題７－４ 帳簿上の決算手続

Ｃ××△─×××難

第８章

製造業会計

問題８－１ 数量基準法

Ｃ××△─×××中

問題８－２ 売価還元法

Ｃ××△─×××易

第９章

本社工場会計

問題９－１ 内部利益の算定

Ｃ×△△─×××中

問題９－２ 仕掛品・製品の評価

Ｃ××△─×××難

第１０章

帳簿組織

問題10－１ 二重仕訳金額削除①－記帳内容に基づく算定

Ｃ△△〇─×××易

問題10－２ 二重仕訳金額削除②－取引内容に基づく算定

Ｃ△△〇─×××中

問題10－３ 伝票会計

Ｃ△△〇─×××中

問題10－４ 帳簿理論

Ｃ×△△─×××中
◎ 5 6 8 ◎ 0 0 0
〇 7 7 12 〇 0 0 0
△ 7 9 8 △ 3 3 3
× 9 6 0 × 25 25 25
計 28 28 28 計 28 28 28
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