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講義タイトル 対応書籍 チャプター 目次タイトル
講義01 はじめに
講義02 会計学の基礎知識 01 会計学の基礎知識
講義03 損益計算書の基礎 02 損益計算書の基礎
講義04 一般商品売買I 03 一般商品売買I
講義05 一般商品売買II 04 一般商品売買II
講義06 一般商品売買III 05 一般商品売買III
講義01 特殊商品売買I 06 特殊商品売買I
講義02 特殊商品売買II 07 特殊商品売買II

特殊商品売買III
（参考：CHAPTER16　４割賦販売の会計処理　P278～
  ６未着品売買 P285～、７受託販売 P288～）

講義01 工事契約に関する会計（建設業会計） 09 工事契約に関する会計（建設業会計）
講義02 会計上の変更・誤謬の訂正 10 会計上の変更・誤謬の訂正
講義03 貸借対照表の基礎 11 貸借対照表の基礎
講義04 現金預金 12 現金預金

金銭債権・貸倒引当金
（参考：CHAPTER16　１売上の計上基準 P272～
  ２役務収益・役務費用 P274～

講義02 有価証券 14 有価証券
講義03 デリバティブ取引 15 デリバティブ取引
講義01 有形固定資産 01 有形固定資産
講義02  資産除去債務 02 資産除去債務
講義03 リース会計 03 リース会計
講義04 固定資産の減損会計 04 固定資産の減損会計
講義05 無形固定資産と繰延資産 05 無形固定資産と繰延資産
講義01 研究開発費とソフトウェア 06 研究開発費とソフトウェア
講義02 引当金 07 引当金
講義03 退職給付会計 08 退職給付会計
講義01 社債 09 社債
講義02 純資産I 10 純資産I
講義01 純資産II 11 純資産II
講義02 税効果会計 12 税効果会計
講義01 本支店会計 01 本支店会計
講義02 企業結合・事業分離 02 企業結合・事業分離
講義01 連結会計I 03 連結会計I
講義02 連結会計II 04 連結会計II
講義03 連結会計III 05 連結会計III
講義01 持分法 06 持分法

外貨換算会計
（参考CHAPTER11　１独立処理 P366～）

講義01 キャッシュ・フロー計算書 08 キャッシュ・フロー計算書
講義02 連結キャッシュ・フロー計算所 09 連結キャッシュ・フロー計算書
講義03 包括利益 10 包括利益

　

講義タイトル 対応書籍 チャプター 目次タイトル
講義01 はじめに
講義02 工業簿記・原価計算の基礎 01 工業簿記・原価計算の基礎
講義03 勘定連絡と財務諸表 02 勘定連絡と財務諸表
講義04 材料費 03 材料費
講義05 労務費 04 労務費
講義06 経費 05 経費
講義01 製造間接費 06 製造間接費
講義02 個別原価計算 07 個別原価計算
講義03 部門別計算（P153まで） 08 部門別計算（P153まで）
講義01 部門別計算（P154～ 08 部門別計算（P154～
講義02 個別原価計算における仕損 09 個別原価計算における仕損
講義01 総合原価計算の基礎 01 総合原価計算の基礎
講義02 総合原価計算における仕損・減損 02 総合原価計算における仕損・減損
講義01 工程別総合原価計算 03 工程別総合原価計算
講義02 組別・等級別総合原価計算 04 組別・等級別総合原価計算
講義03 連産品の原価計算 05 連産品の原価計算
講義01 標準原価計算の基礎 06 標準原価計算の基礎
講義02 標準原価計算における仕損・減損(P220まで) 07 標準原価計算における仕損・減損(P220まで
講義01 標準原価計算における仕損・減損(P220から) 07 標準原価計算における仕損・減損(P220から)
講義02 配差異と歩留差異の分析 08 配差異と歩留差異の分析
講義03 原価計算の会計処理 09 原価計算の会計処理
講義01 管理会計のための原価計算 01 管理会計のための原価計算
講義02 直接原価計算 02 直接原価計算
講義03 CVP分析 03 CVP分析
講義01 最適セールスミックスの決定 04 最適セールスミックスの決定
講義02 予算編成 05 予算編成
講義03 事業部の業績評価 06 事業部の業績評価
講義01 予算実績差異分析 07 予算実績差異分析
講義02 業務的意思決定(P203まで) 08 業務的意思決定(P203まで)
講義01 業務的意思決定(P204から) 08 業務的意思決定(P204から)
講義02 設備投資の意思決定(P250まで) 09 設備投資の意思決定(P250まで)
講義01 設備投資の意思決定(P250から) 09 設備投資の意思決定(P250から)
講義02 戦略的原価計算 10 戦略的原価計算

★日商簿記1級　独学道場　商業簿記・会計学　Web講義・書籍対応表

簿記の教科書Web講義【商会（5版）】 簿記の教科書【商業簿記・会計学（5版）】

講義回

第1回

1分冊目

第2回
講義03 特殊商品売買III 08

第3回

第4回
（新）

講義01 金銭債権・貸倒引当金 13

第5回
（新）

2分冊目第6回

第7回

第8回
（新）

簿記の教科書Web講義【工原】 簿記の教科書【工業簿記・原価計算】

第9回

3分冊目

第10回
（新）

第11回
講義02 外貨換算会計 07

第12回

（CHAPTER16は参考のため、すべての内容には触れておりません）
【備考】
 「税効果会計に係る会計基準」の改定および最新の試験傾向に対応した「簿記の教科書（第5版）」の改訂に併せ、
Web講義の「第4回」「第5回」「第8回」「第10回」を再収録致しました。大きな変更点としては、税効果会計に係わる表示方法が修正されましたので
ご確認ください(「第8回」「第10回」)。その他につきましては、内容として大きな変更はございません。予めご了承ください。
なお、問題演習につきましては最新の試験傾向に対応し、再収録致しております。

第4回

2分冊目

第5回

第6回

第7回

講義回

第1回

1分冊目

第2回

第3回

第8回

3分冊目

第9回

第10回

第11回

第12回


