
2018/8/29現在

講義 回数 使用書籍 講義箇所・内容
配信開始
予定日

第１回
Chapter１  損益計算書総論
Chapter２  一般商品売買１
Chapter３  一般商品売買２

第２回
Chapter４  一般商品売買３
Chapter５  特殊商品売買１　　１～３

第３回
Chapter５  特殊商品売買１　　４ ～参考
Chapter６  特殊商品売買２　　１～３

第４回
Chapter６  特殊商品売買２　　４ ～参考
Chapter７  工事契約

第５回
Chapter８  税金
Chapter９  税効果会計

2018年9月28日（金）

第６回

Chapter１  貸借対照表総論
Chapter２  現金・預金
Chapter３  手形
Chapter４  金銭債権の評価　　１～２

第７回
Chapter４  金銭債権の評価　　３～４
Chapter５  有価証券　　１～８

第８回
Chapter５  有価証券　　９～参考
Chapter６  デリバティブ取引
Chapter７  有形固定資産　　１～５

第９回
Chapter７  有形固定資産　　６～参考
Chapter８  リース会計　　１～４

第10回
Chapter８  リース会計　　５～７
Chapter９  固定資産の減損会計

第11回

Chapter１  無形固定資産
Chapter２  研究開発費・ソフトウェア
Chapter３  繰延資産
Chapter４  退職給付計算　　１～３

第12回

Chapter４  退職給付計算　　４～７
Chapter５  人件費
Chapter６  資産除去債務
Chapter７  社債　　１～２

第13回

Chapter７  社債　　３～４
Chapter８  株主資本等変動計算書
Chapter９  株主資本
Chapter10 新株予約権　　１～２

第14回

Chapter10 新株予約権　　３～５
Chapter11 分配可能額
Chapter12 簿記一巡の手続
Chapter13 帳簿組織　　１～３

第15回
Chapter13 帳簿組織　　４～７
Chapter14 推定簿記

第16回
Chapter１  会計上の変更・誤謬の訂正
Chapter２  外貨建取引等

第17回
Chapter３  本支店会計
Chapter４  製造業会計　　１～３

第18回
Chapter４  製造業会計　　４～９
Chapter５  組織再編　　１～６

第19回
Chapter５  組織再編　　７～参考
Chapter６  連結財務諸表　　１～７

第20回
Chapter６  連結財務諸表　　８～参考
Chapter７  キャッシュ・フロー計算書

第１回 問題４、８、10、28・31、35、38、43、48

第２回 問題55、61、69、73、77、82、85、86、92、98

第３回 アプローチ編、基本問題１・２、応用問題１

第４回
応用問題２、本試験問題１（第67回 第三問）、
本試験問題２（第65回 第三問）

第１回 第66回（平成28年度）

第２回 第64回（平成26年度）

2019年合格目標　税理士独学道場
Ｗｅｂ講義配信日程　【簿記論】

2018年9月28日（金）

2018年10月25日（木）

2018年11月26日（月）

独学マスター講義
（1回150分）

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
簿記論の教科書＆問題集４

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
簿記論の教科書＆問題集３

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
簿記論の教科書＆問題集２

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
簿記論の教科書＆問題集１

2018年8月31日（金）

2018年9月5日（水）

2018年12月25日（火）

※上記内容は2018年8月29日現在のものです。やむを得ず変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

解き方講義
（1回150分）

過去問で
レベルアップ講義

（1回150分）

2019年度版
簿記論 過去問題集

税理士 簿記論
総合問題の解き方 第４版

税理士 簿記論
個別問題の解き方 第４版

2019年1月24（木）



2018/8/29現在

講義 回数 使用書籍 講義箇所・内容
配信開始
予定日

第１回
Chapter１  財務諸表論の全体構造
Chapter２  会計公準・会計原則

第２回
Chapter３  概念フレームワーク
Chapter４  財務諸表

第３回 Chapter５  計算書類等

第４回
Chapter６  損益会計絵論
Chapter７  工事契約会計

第５回
Chapter８  税金
Chapter９  税効果会計

2018年9月28日（金）

第６回

Chapter１  資産会計総論
Chapter２  現金及び預金
Chapter３  金融商品会計の概要
Chapter４  金銭債権

第７回 Chapter５  有価証券

第８回
Chapter６  デリバティブ取引
Chapter７  棚卸資産

第９回 Chapter８  有形固定資産

第10回
Chapter９  リース会計
Chapter10 固定資産の減損会計

第11回
Chapter１  無形固定資産
Chapter２  研究開発費・ソフトウェア
Chapter３  繰延資産

第12回
Chapter４  負債会計
Chapter５  金銭債務
Chapter６  引当金

第13回 Chapter７  退職給付会計

第14回
Chapter８  資産除去債務
Chapter９  純資産会計

第15回
Chapter10 株主資本
Chapter11 新株予約権
Chapter12 分配可能額

第16回
Chapter１ 会計上の変更・誤謬の訂正
Chapter２ 外貨換算会計

第17回
Chapter３ 製造業会計
Chapter４ 企業結合会計

第18回
Chapter５ 事業分離会計
Chapter６ 連結財務諸表　１～５

第19回
Chapter６ 連結財務諸表　６～９
Chapter７ 四半期財務諸表

第20回

Chapter８ 包括利益計算書
Chapter９ キャッシュ・フロー計算書
Chapter10 財務諸表等規則
Chapter11 収益認識に関する会計基準

第１回 アプローチ編、難易度A、難易度B

第２回 難易度C、難易度D、難易度E

第３回 アプローチ編、基本問題１

第４回
基本問題２、応用問題１・２、
本試験問題（第64回 第三問）

第１回 第68回（平成30年度）、第67回（平成29年度）

第２回 第66回（平成28年度）、第65回（平成27年度）

税理士 財務諸表論
計算問題の解き方 第４版

2019年1月24（木）

2018年8月31日（金）

2018年9月5日（水）

過去問で
レベルアップ講義

（1回150分）

2019年度版
財務諸表論 過去問題集

※上記内容は2018年8月29日現在のものです。やむを得ず変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

2019年合格目標　税理士独学道場
Ｗｅｂ講義配信日程　【財務諸表論】

2018年9月28日（金）

2018年10月25日（木）

2018年12月25日（火）

2018年11月26日（月）

独学マスター講義
（1回150分）

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
財務諸表論の教科書＆問題集１

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
財務諸表論の教科書＆問題集２

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
財務諸表論の教科書＆問題集３

2019年度版
みんなが欲しかった！税理士
財務諸表論の教科書＆問題集４

解き方講義
（1回150分）

税理士 財務諸表論
理論答案の書き方 第４版


