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平成28年度から３段階に分けて行われている
日商簿記検定2級の出題区分大改定。
平成29年度は大改定２年目です。
「今年追加されたのはなに？」「来年はなにが追加されるの？」
…そんな疑問・不安は、ここを読んで解消してくださいね！

14 15

ガイダンス

平成28年度から、簿記の出題区分
が大きく変わりました。

平成28年度は削除論点と追加論
点がありましたが、平成29年度、
30年度は追加論点のみです。

平成29年度の追加論点 全体像

では、平成29年度から追加となる
論点をみていきましょう。
平成29年度から追加となる論点に
は、このようなものがあります。

一つひとつが大きな論点なので、
勉強する内容はちょっと多くなり
ます。

Ｈ29の追加論点① 課税所得の算定方法 …つづきはCHAPTER04へ

ではひとつずつみてみましょう。
まずは課税所得の算定方法です。

法人税等を計算するとき、日商試
験では、便宜上、会計上の利益（税
引前当期純利益）に法人税等の税率
を掛けて法人税等（法人税、住民税
及び事業税）を計算することがあ
ります。

でも、実は法人税、住民税及び事
業税の金額って、会計上の利益（税
引前当期純利益）に法人税等の税率
を掛けて計算するのではなく、税
法上の利益に法人税等の税率を掛
けて計算するんですね。
この場合の、税法上の利益を課税
所得といいます。

会計上の利益は「収益－費用」で
計算しますよね？
これに対して、税法上の利益は「益
金－損金」で計算するのです。
会計上の収益・費用と税法上の益
金・損金はほとんど範囲が同じな
のですが、なかには違うものがあ
るんですね。

H29年度、30年度の新論点を
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だから、会計上の利益と税法上の
利益が異なることがあるのです。

そして、法人税等は税法上の利益
をベースに計算するので、①会計
上の利益に②調整を加えて、③税
法上の利益（課税所得）を計算す
るのです。

この調整項目には「なに」があっ
て、「どのように」調整するのか、
というのが課税所得の算定方法で
学習する内容です。

Ｈ29の追加論点② 圧縮記帳 …つづきはCHAPTER08へ

２つ目は圧縮記帳です。
固定資産の論点に追加となります。

たとえば、一定の固定資産を購入
するさい、国などから補助金をも
らえることがあります。

国から補助金をもらったとき、こ
の補助金は国庫補助金受贈益とい
う収益の勘定科目で処理します。

…収益の勘定科目で処理する、と
いうことは、利益が増えてしまう
わけですから、税金も増えてしま
いますよね？

せっかく、「その資産を取得する
ためにお使いください」というこ
とでもらったお金なのに、それに
税金がかかってしまったら、実際
に使える金額が減ってしまいます。

そこで、固定資産を購入したとき
などに、もらった金額分だけ固定
資産圧縮損という費用の勘定科目
で処理するのです。
そうすれば、収益と費用が相殺さ
れて、税金がかかるのを回避する
ことができます。
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…で、固定資産圧縮損を計上する
ときに、固定資産の取得原価を同
額だけ減額するのです。
つまり、仕訳の相手科目が「備品」
などの固定資産の勘定科目になる
わけです。

この処理を行うことによって、固
定資産の帳簿価額が、もらった補
助金の分だけ少なく…圧縮されま
す。
だから、この処理を圧縮記帳とい
うのです。

Ｈ29の追加論点③ リース取引 …つづきはCHAPTER09へ

３つ目はリース取引です。
リース取引というのは、備品など
の固定資産（リース資産）を、あら
かじめ決められた期間（リース期
間）にわたって借りる契約を結び、
借手が貸手（リース会社）にリース
料を支払うという取引をいいます。

「固定資産を借りる」のですから、
賃貸借処理をすればいいように思
いますが、「その実態はリース物
件を買ったのとほとんど同じ」と
いうことがあります。
このような、「リース物件を買っ
たのとほとんど同じ」というリー
ス取引をファイナンス・リース取
引といいます。

「リース物件を買ったのとほとん
ど同じ」なので、ファイナンス・
リース取引では、固定資産の購入
と同様の処理をします。
だから、ファイナンス・リース取
引では、減価償却も行うのです。

ファイナンス・リース取引の処理
で気をつけるべき点は、利息相当
額の処理です。
長期間にわたってリース物件を借
りるわけですから、借手が支払う
リース料には、利息相当額も含ま
れています。
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ところで、固定資産を購入したと
きって、固定資産の取得原価（計
上価額）が問題になりますよね？
ファイナンス・リース取引は固定
資産の購入と同様に処理するので、
リース資産という資産の勘定科目
を計上するのですが…

このときの計上価額は、利子込み
法と利子抜き法で異なってきます。

そして、この計上価額をベースに、
減価償却等を行っていくので、ど
ちらの方法で処理しているのか、
しっかり確認するようにしてくだ
さいね。

なお、「リース取引だけど、固定
資産を購入したような効果はない
よ、ふつうに借りたのと同じだよ」
というリース取引もあります。
このようなリース取引をオペレー
ティング・リース取引といい、オ
ペレーティング・リース取引につ
いては、ふつうに借りたのと同じ
処理をします。

Ｈ29の追加論点④ 外貨建取引 …つづきはCHAPTER14へ

４つ目は外貨建取引です。

海外企業と取引をしているけど、
どういうふうに（日本の）帳簿に
記録するの？　という話です。

当然、取引したときの円相場で換
算した金額で記録するわけですが、
決算時に換算替えをしなければな
らないものもあります。

また、為替相場の変動によるリス
クを回避するため、為替予約を付
すこともあります。

「いまの為替相場は１ドル100円だ
けど、決済時（将来）の為替相場
は１ドル120円になっているかも
しれないし、１ドル80円かもしれ
ない…」
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そんなあやふやな状態を回避する
ために、契約で「決済時の為替相
場がいくらだろうと、１ドル110
円で決済することにしましょう」
と決めてしまうのです。

このように、将来の為替相場を契
約で事前に決めてしまうことを為
替予約といいます。

このような、外貨建てによる取引
時の処理や、決算時の処理、為替
予約の簡単な処理について学習し
ます。

Ｈ29の追加論点⑤ 連結会計 …つづきはCHAPTER19・20・21へ

５つ目は連結会計。
これはちょっと横綱級の論点です。

もともと１級（のみ）の範囲でし
たが、このうち応用的なものを１
級に残し、それ以外が２級の範囲
となります。
くどいようですが、第146回試験
（平成29年６月実施）では出題され
ないので、第146回を受験される
方は学習する必要はありません。

連結会計の基本的な用語に「親会
社」と「子会社」があります。

たとえば、Ｐ社とＳ社があって、
Ｐ社はＳ社の発行済株式の過半数
を所有しているとします。
…過半数というのは、半分より多
い、50％超ということです。

会社の基本的な事項は株主総会で
決定されますが、このときの決議
は「株式数に応じた多数決」で行
われます。
「多数決」ということは、Ｓ社の
株主総会では、Ｓ社の発行済株式
の過半数を持っているＰ社の意見
がほぼ通ってしまうということに
なります。

このような場合、「Ｐ社はＳ社の
意思決定機関を支配している」と
いい、この場合のＰ社を親会社、
Ｓ社を子会社というのです。
この、親会社と子会社からなる、
グループ全体の財務諸表を連結財
務諸表といい、連結財務諸表を作
成するための手続きが連結会計で
す。
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さて、この連結財務諸表、どのよ
うに作成するかというと、親会社
と子会社の個別の財務諸表をもと
に、それを合算し、必要な修正仕
訳をして作成する、という流れに
なります。

この修正仕訳を連結修正仕訳とい
うのですが、連結修正仕訳が非常
に重要…そして、理解しづらいん
です。

いえ、一つひとつの連結修正仕訳
は簡単なんですよ。
難しいのは、それが積み重なって
いく、という点なんです。

さきほど、「親会社と子会社の個
別財務諸表をもとに…必要な修正
仕訳をして連結財務諸表を作成す
る」といいました。

たとえば、連結第１年度だったら、
第１年度の個別財務諸表を合算し
て、第１年度の連結修正仕訳をし
て、連結財務諸表を作成します。

では、連結第２年度は…？

第２年度の個別財務諸表をもとに
して、当然、第２年度の連結修正
仕訳をするのですが、そのほかに、
第１年度に行った連結修正仕訳を
再度、行わなければならないので
す。

どうしてかというと、親会社と子
会社が作成している個別財務諸表
には、連結修正仕訳なんて反映さ
れていません。

連結修正仕訳をするのは、あくま
でも連結財務諸表を作成するとき
だけですからね。
…ということは、第２年度の個別
財務諸表には、第１年度の連結修
正仕訳なんて入っていないんです。

それにもかかわらず、連結財務諸
表を作成するときに、第１年度の
連結修正仕訳を無視して、第２年
度の連結修正仕訳だけ考慮したら、
おかしなことになりますよね？
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だから、連結財務諸表を作成する
にあたっては、それ以前に行った
連結修正仕訳を、全部やり直す必
要があるのです。
…だけど、このとき、前期末まで
に行った連結修正仕訳の勘定科目
が変わってしまうんですよ。
これを理解するのがちょっと大変
なんです、連結会計は…。

だから、連結会計を勉強するとき
は、ゆっくりでいいので、一つひ
とつの連結修正仕訳を丁寧に確認
しましょう。
そして、その連結修正仕訳がどの
ように積み重なっていくのかを理
解してください。

あとは、とにかく問題を解いて慣
れる、これが大切です。

平成30年度の追加論点 全体像

次に、平成30年度から追加となる
論点をみてみましょう。

平成30年度から追加となる論点に
はこのようなものがあります。

Ｈ30の追加論点① 税効果会計 …つづきは巻末Ｈ30-1へ

１つ目は、税効果会計です。
平成29年度の追加論点「課税所得
の算定」で、会計上の利益は収益
から費用を差し引いて計算するけ
ど、税法上の利益は益金から損金
を差し引いて計算する。そして、
税法上の利益（課税所得）に法人
税等の税率を掛けて法人税、住民
税及び事業税の金額を計算する、
という話をしました。

…ということは、損益計算書上、
税引前当期純利益までは会計上の
「収益－費用」で計算された金額
で、そして法人税、住民税及び事
業税は税法上の「益金－損金」で
計算された金額をベースにした税
額が計上されている、ということ
になります。

要するに、会計上の利益に対応し
た税額が計上されていないのです。
そうすると、最終的な「当期純利
益」って、なにをベースにしたも
のなんですか？　という話になっ
てきます。
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そこで、会計と税法の違いから生
じるズレを、法人税、住民税及び
事業税の金額に足したり引いたり
して調整し、会計上の利益（税引
前当期純利益）と法人税等を適切に
対応させる処理をするんですね。
この処理を税効果会計といいます。

「課税所得の算定」は法人税等を
計算するもととなる税法上の利益
の算定方法で、「税効果会計」は
算出した法人税等を、会計ベース
のものに調整する処理ということ
になります。
したがって、両者で似たような内
容が出てきます。

Ｈ30の追加論点② アップストリーム（連結会計） …つづきは巻末Ｈ30-2へ

２つ目は、アップストリーム。
これは平成29年度の追加論点とし
て出てきた連結会計に対して、さ
らに追加される論点です。
平成29年度の連結会計では、ダウ
ンストリームというものを学習す
るのですが、アップストリームと
いうのは、ダウンストリームと逆
の流れになります。
ダウンストリーム、アップストリ
ームって何かというと…

親会社（Ｐ社）と子会社（Ｓ社）が
あって、親会社が子会社に、商品
や固定資産を販売することをダウ
ンストリームといいます。
親（上）から子（下）の流れ、と
いうことでダウンストリームとい
うのです。

反対に…

子会社が親会社に、商品や固定資
産を販売することをアップストリ
ームといいます。
子（下）から親（上）への流れ、
ということでアップストリームで
すね。

親（上）→子（下）と、子（下）→
親（上）の違いだけなのですが、
処理がちょっと異なるのです。

…というか、ベースとなる処理は
同じなのですが、アップストリー
ムの場合、ダウンストリームの処
理（ベースとなる処理）に、追加の
処理が加わるのです。
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たとえば、親会社（Ｐ社）が外部
の仕入先から100円で仕入れた商
品を子会社（Ｓ社）に120円で販売
し、子会社が決算日においてこの
商品をまだ保有している、という
場合、子会社の貸借対照表の商品
の金額は120円で計上されますよ
ね？
子会社が仕入れたのは120円なの
ですから…

だけど、連結財務諸表を作成する
ときは、グループ単位で考えなけ
ればいけません。
そうすると、親会社から子会社へ
の商品の販売は、グループ単位で
みたら、「商品の置き場所が変わ
った」というだけなのです。
だから、「商品120円」ではダメな
んです。
外部から仕入れてきた金額で商品
の金額を計上しないと。

そこで、連結財務諸表を作成する
にあたって、子会社に残っている
商品のうち、親会社がくっつけた
利益（20円）を控除する必要があ
るのです。
この仕訳を「未実現利益を控除す
る仕訳」といい、ダウンストリー
ムでもアップストリームでも行う
必要があります。

ダウンストリームの場合には、こ
の①の仕訳だけでおしまいなので
すが、アップストリームの場合に
は、この①の仕訳に「②非支配株
主への按分」という仕訳が追加さ
れます。

非支配株主というのは、親会社以
外の株主のことです。
たとえば、子会社が発行した株式
のうち、60％を親会社（Ｐ社）が
保有し、残りの40％をほかの会社
（人）が保有しているといった場
合の、ほかの会社（人）を非支配
株主というのです。

アップストリームでは、子会社が
利益をくっつけて、親会社に商品
を販売しています。そして、決算
日において、その商品を親会社が
保有しているという状態です。
子会社の株主には、親会社以外に
非支配株主がいます。そこで、子
会社がくっつけた利益を控除する
さい、そのうち非支配株主持分に
ついて、非支配株主に負担させま
しょう、ということになるのです。
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おわりのガイダンス

以上が、平成29年度と30年度の日
商２級に追加となる論点です。

平成29年度分については、すでに
本文に入っています。また、平成
30年度分についても巻末に収載し
ています。

なお、「平成29年度以降、どんな
問題が出題されるんだろう？」と
心配な方もいらっしゃると思いま
す。

そこで、本書は、日本商工会議所
から出ている「平成28年度以降の
サンプル問題」の中から…

平成29年度の追加論点を抜粋し、
問題と解答、そして解説を巻末に
収載しましたので、ぜひご確認く
ださい。

…それでは、次は本文でお会いし
ましょう〜！！

最後が少し難しくなってしまいま
したが、この内容はいまわからな
くても大丈夫です。

まずは、ベースとなるダウンスト
リームの処理、これは平成29年度
からの範囲ですが…こちらをしっ
かり学習するようにしてください
ね。

Ｈ30の追加論点③ 製造業を営む会社の決算処理 …つづきは巻末Ｈ30-3へ

３つ目は製造業を営む会社の決算
処理です。

これまで、商業簿記では商品売買
業を営む会社を対象としてきまし
たが、今後は製造業を営む会社（の
決算処理）も対象にするというこ
とになります。
ただ…

製造業を営む会社の簿記って、工
業簿記で学習するんですね。
ですから、この論点は商業簿記と
工業簿記の内容ということになり
ます。
ですから、工業簿記の学習が終わ
ってから、再度ここ（商業簿記）
にもどって最終確認をしてくださ
い。
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