
 

 

会計実務テキスト①の範囲表 

 

第１章  現金預金                                                        

第１節 現金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①－2 

第２節 当座預金及び定期預金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①－6 

 

第２章  棚卸資産                                                          

第１節 棚卸資産とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－2 

第２節 売上総利益と売上原価の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－3 

第３節 棚卸資産の購入(仕入)に係る付随費用の取扱い等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－5 

第４節 売上値引戻り・仕入値引戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－7 

第５節 売上割戻し・仕入割戻し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－7 

第６節 売上割引・仕入割引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－8 

第７節 返品調整引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－8 

第８節 売上割戻引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－11 

第９節 棚卸資産の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－12 

第 10節 棚卸資産の収益性の低下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－14 

第 11節 売価還元法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②－20 

第 12節 トレーディング目的で保有する棚卸資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・ 

②－24 

 

第３章  有形固定資産                                                          

第１節 有形固定資産総論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－2 

第２節 取得の形態と取得原価の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－3 

第３節 減価償却の目的と具体的な計算方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－7 

第４節 減価償却累計額の貸借対照表の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－14 

第５節 期中取得・期中売却(除却) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－15 

第６節 臨時損失（評価減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－16 

第７節 総合償却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－18 

第８節 減価償却の計算方法の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－19 

第９節 資本的支出（改良）と収益的支出（修繕） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－20 

第 10節 圧縮記帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ③－22 

第 11節 特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理 ・・・・・・・・・・・ ③－24 

 

第４章  無形固定資産・繰延資産等                                                          

第１節 無形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－2 

第２節 繰延資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－5 

第３節 研究開発費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－8 

第４節 ソフトウェアの基本的な会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－12 

第５節 ソフトウェアの償却 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－17 

第６節 ソフトウェアに関するその他の論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ④－21 

第７節 ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い ・・・・・・・・・・・・・ ④－24 



 

 

第５章  リース会計                                                          

第１節 リース取引とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－2 

第２節 ファイナンス・リース取引の具体的な要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－3 

第３節 ファイナンス・リース取引の分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－4 

第４節 ファイナンス・リース取引の借手側の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－8 

第５節 ファイナンス・リース取引の借手側の表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－13 

第６節 リース取引の借手側のその他の論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－14 

第７節 セール・アンド・リースバック取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－19 

第８節 リース取引の貸手側の処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－22 

第９節 オペレーティング・リース取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑤－26 

 

第６章  減損会計                                                          

第１節 固定資産の減損とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－2 

第２節 減損会計の対象資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－3 

第３節 資産のグルーピング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－4 

第４節 減損の兆候 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－6 

第５節 減損損失を認識するかどうかの判定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－9 

第６節 減損損失の測定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－14 

第７節 将来キャッシュ・フローの見積り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－20 

第８節 共用資産の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－23 

第９節 のれんの取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－27 

第 10節 減損処理後の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥－31 

 

第７章  金融商品                                                          

第１節 金融商品会計の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－2 

第２節 金融資産及び金融負債の発生 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－3 

第３節 金融資産及び金融負債の消滅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－5 

第４節 有価証券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－18 

第５節 金銭の信託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－42 

第６節 債権・債務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－43 

第７節 金銭債権，金銭債務の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－52 

第８節 デリバティブ取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－62 

第９節 ヘッジ会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－71 

第 10節 複合金融商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－89 

第 11節 その他の金融商品会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑦－93 

第 12節 金融商品に関する注記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

・・・・・・・・・・ 

⑦－96 

 



 

 

第８章  社債・新株予約権付社債                                                          

第１節 社債とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧－2 

第２節 社債の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧－3 

第３節 社債の償還 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧－5 

第４節 新株予約権付社債 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧－8 

第５節 外貨建社債 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑧－13 

 

第９章  引当金                                                          

第１節 引当金の要件と分類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－2 

第２節 賞与引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－3 

第３節 年俸制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－4 

第４節 役員賞与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－5 

第５節 商品（製品）保証引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－6 

第６節 債務保証損失引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑨－7 

 

第１０章  退職給付引当金                                                          

第１節 退職給付会計の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－2 

第２節 退職給付債務等の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－6 

第３節 退職給付会計の最も基本的な会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－14 

第４節 （内部積立型）退職一時金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－17 

第５節 （外部積立型）企業年金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－18 

第６節 差異の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－24 

第７節 退職給付費用の計上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－36 

第８節 前払年金費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－37 

第９節 特殊な退職給付制度等の会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－39 

第 10節 確定給付制度における連結財務諸表上の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－50 

第 11節 退職給付制度間の移行等に関する会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑩－59 

 

第１１章  資産除去債務                                                          

第１節 資産除去債務総論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－2 

第２節 資産除去債務に関する会計処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－3 

第３節 資産除去債務が使用の都度発生する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－9 

第４節 資産除去債務の見積りの変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－11 

第５節 資産除去債務に関するその他の論点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－15 

第６節 引当金処理と本会計基準の処理との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑪－17 
 

 

 


