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令和元年 7月 14日（日）施行 

第 195回 全経簿記能力検定試験 1級 原価計算・工業簿記 解説 

 

第 1問 

 １．原価計算基準 第一章 二 

 ２．原価計算基準 第一章 三㈢ 

 ３．原価計算基準 第二章 二九 

 ４．原価計算基準 第二章 三五㈠ 

 ５．原価計算基準 第三章 四〇 四一 

 

 

第２問 

 １．間接材料費の計上 

 工場消耗品 

 月初棚卸高 ￥345,000 

￥1,360,000 

 

当月消費高 

 当月購入高 ￥1,324,000 

￥309,000  月末棚卸高 

      当月の実際消費高は￥345,000＋￥1,324,000－￥309,000＝￥1,360,000 

 

 ２．直接経費の計上 

外注加工賃 

 

当月支払額 ￥503,000 

￥46,500  前月末未払額 

￥496,100 

 

当月消費高 

 当月末未払額 ￥39,600 

      当月の実際消費高は￥503,000＋￥39,600－￥46,500＝￥496,100 

 ３．省略 

 ４．当月末未払賃金給料￥945,000を未払賃金給料勘定に振り替える。 

 ５．Ａ組、Ｂ組、組間接費の合計￥9,886,000の賃金給料を消費した。 

 ６．販売代金￥1,200×250個＝￥300,000分の返品処理とともに 

売上原価￥800×250個＝￥200,000を製品勘定に振り替える。 

 

第３問 

 ⑴部門共通費の配賦 

  ①建物減価償却費の配賦率（配賦基準：占有面積） 8,000千円／2,500㎡＝＠3.2千円 

    切削部 ＠3.2千円×900㎡＝2,880千円 

    組立部 ＠3.2千円×850㎡＝2,720千円 

    動力部 ＠3.2千円×300㎡＝960千円 

    修繕部 ＠3.2千円×250㎡＝800千円 

    事務部 ＠3.2千円×200㎡＝640千円 
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②厚生費の配賦率（配賦基準：従業員数）5,600千円／70人＝＠80千円 

    切削部 ＠80千円×25人＝2,000千円 

    組立部 ＠80千円×25人＝2,000千円 

    動力部 ＠80千円×8人＝640千円 

    修繕部 ＠80千円×5人＝400千円 

    事務部 ＠80千円×7人＝560千円 

  ⇒部門費を集計する。 

 

 ⑵補助部門費の配賦（直接配賦法） 

  ①事務部門費の配賦（配賦基準：従業員数） 

    切削部 3,400千円×25人／（25人＋25人）＝1,700千円 

    組立部 3,400千円×25人／（25人＋25人）＝1,700千円 

  ②修繕部門費の配賦（配賦基準：修繕時間） 

    切削部 4,000千円×125時間／（125時間＋75時間）＝2,500千円 

    組立部 4,000千円×75時間／（125時間＋75時間）＝1,500千円 

  ③動力部門費の配賦（配賦基準：消費電力量） 

    切削部 4,800千円×360kwh／（360kwh＋240kwh）＝2,880千円 

    組立部 4,800千円×240kwh／（360kwh＋240kwh）＝1,920千円 

  ⇒製造部門費を集計する。 

 

 

第４問 

 １．材料の消費 

(借) 第 1 工程仕掛品 2,818,800  (貸) 材 料 2,818,800 

 

２．賃金の消費 

(借) 第１工程仕掛品 

第２工程仕掛品 

1,538,200 

1,296,800 

 (貸) 賃 金 2,835,000 

 

 当月消費額＝￥2,886,000＋￥594,000－￥645,000＝￥2,835,000 

賃  金 

当月支払額 ￥2,886,000 
月初未払額 ￥645,000 

当月消費額 ￥2,835,000 
月末未払額 ￥594,000 

 

当月消費額 ￥2,835,000 ⇒ 
第１工程消費額：￥1,538,200 

第２工程消費額：￥1,296,800 ←問題文より 
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３．経費の消費 

(借) 第１工程仕掛品 

第２工程仕掛品 

843,200 

1,473,200 

 (貸) 経 費 

 

2,316,400 

 

 当月消費額＝￥339,200＋￥2,132,000＋￥144,000－￥298,800＝￥2,316,400 

経  費 

月初前払高 ￥339,200 
当月消費額 ￥2,316,400 

当月支払高 ￥2,132,000 

減価償却累計額 ￥144,000 月末前払高 ￥298,800 

 

当月消費額 ￥2,316,400 ⇒ 
第１工程消費額：￥843,200 ←問題文より 

第２工程消費額：￥1,473,200 

 

４．第１工程 

(借) 第２工程仕掛品 

半 製 品 

4,992,000 

384,000 

 (貸) 第１工程仕掛品 5,376,000 

 

第１工程仕掛品 

（平均法） 

○材  

○加  

￥307,200 

￥164,800 

 600 

(400) 5,200 

 

 

○材  

○加  

￥2,818,800 

￥2,381,400 

 
5,400 

(5,400) 

※ 

 400 → 半製品 

 400 

(200) 

○材  

○加  

￥208,400 

￥87,800 

   ※貸借差額   ￥296,200 

平均法により、 

材料費単価 ＝ 
￥307,200＋￥2,818,800 

＝ ＠￥521 
600個＋5,400個 

加工費単価 ＝ 
￥164,800＋￥2,381,400 

＝ ＠￥439 
400個＋5,400個 

期末仕掛品の評価は 

       材料費 ＠￥521×400個＝￥208,400 

       加工費 ＠￥439×200個＝￥87,800 

第１工程払出単価￥521＋￥439＝￥960 

       →第２工程仕掛品 ＠￥960×5,200個＝￥4,992,000 

       →半 製 品 ＠￥960×400個＝￥384,000 
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５．第２工程 

(借) 製 品 7,600,000  (貸) 第２工程仕掛品 7,600,000 

第２工程仕掛品 

（平均法） 

○前  

○加  

￥372,800 

￥105,600 

 400 

(200) 5,000 

 

￥7,555,000 

○前  

○加  

￥4,992,000 

￥2,770,000 

 
5,200 

(5,000) 

※ 

    

 600 

(200) 

○前  

○加  

￥574,800 

￥110,600 

   ※貸借差額   ￥685,400 

平均法により 

前工程費単価 ＝ 
￥372,800＋￥4,992,000 

＝ ＠￥958 
400個＋5,200個 

加工費単価 ＝ 
￥105,600＋￥2,770,000 

＝ ＠￥553 
200個＋5,000個 

     期末仕掛品の評価は 

       前工程費 ＠￥958×600個＝￥574,800 

       加 工 費 ＠￥553×200個＝￥110,600 

 第２工程払出単価￥958＋￥553＝￥1,511 

       →製 品 ＠￥1,511×5,000個＝￥7,555,000 

第２工程の終点にて包装用材料を消費 

(借) 第２工程仕掛品 45,000  (貸) 材 料 45,000 

(借) 製 品 45,000  (貸) 第２工程仕掛品 45,000 

    よって完成品原価は 

       ￥7,555,000＋￥45,000＝￥7,600,000 

     完成品単位原価は 

       ￥7,600,000／5,000個＝＠￥1,520 

 

６．製品の販売と売上原価の計上 

(借) 売 上 原 価 6,830,000  (貸) 製 品 6,830,000 

製 品 

（先入先出法） 

￥750,000  500個 @\1,500 
4,500個  

 
￥6,830,000 

￥7,600,000 
 

5,000個 @\1,520 
 1,000個 @\1,520  ￥1,520,000 

￥8,350,000      

先入先出法により 

期末製品の評価は ＠￥1,520×1,000個＝￥1,520,000 

      よって売上原価は ￥8,350,000－￥1,520,000＝￥6,830,000 
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７．半製品の販売と半製品売上原価の計上 

(借) 半製品売上原価   (貸) 半 製 品  

半 製 品 

（先入先出法） 

￥142,500  150個 @\950 
380個  

 
￥363,300 

￥384,000 
 

400個 @\960 
 170個 @\960  ￥163,200 

￥526,500      

先入先出法により、 

期末製品の評価は ＠￥960×170個＝￥163,200 

半製品売上原価は ￥526,500－￥163,200＝￥363,300 

 

９．費用勘定を月次損益へ振替 

(借) 月 次 損 益 6,830,000  (貸) 売 上 原 価 6,830,000 

(借) 月 次 損 益 363,300  (貸) 半製品売上原価 363,300 
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