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平成 28年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 管理会計論【講評】 

 

受験生の皆様，本試験お疲れ様でした。 

まずは問題の形式についてですが，昨年 12月の短答式試験と同様に，16問での出題となりました。

出題構成は，理論が５点×８問＝40点，計算が７点×４問＋８点×４問＝60点と，多少の変更があり

ます。特に原価計算基準から４問の出題があったことは驚きました。問題２の計算問題についても原

価計算基準を押さえていないと分類ができないものとなっており，原価計算基準の重要性が増してい

ます。一方，問題の難易度につきましては，昨年 12月試験よりも非常に易しくなりました。具体的に

問題の難易度は，正答したい問題であるＡ問題が９問，正答可能な問題であるＢ問題が５問，正答が

難しいＣ問題が２問です。具体的には，Ａ問題から 50点程度，その他から 15点程度得点して頂きた

いため，65点程度得点して頂きたいと考えております。 

今回は，Ａランクの問題の割合が多く，かつほとんど時間を使わずに正答に辿り着いてしまう計算

問題もいくつか散見されました。そのため，問題の取捨選択を上手に行い，より多くのＡランクの問

題を得点していくことが非常に重要でした。何度もお伝えしているところではありますが，一つの問

題に固執せずに，より簡単な問題があるのではないかという気持ちで，次の問題に移れたかどうかが

何より重要だったといえるでしょう。 
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平成 28 年第Ⅰ回公認会計士試験  

短答式試験 

管理会計論・解答解説  

 

正解 ５ （難易度：Ａ） 

ア．× 「基準」一〇 

  費目別計算においては，原価要素を，原則として形態別を基礎とし，これを直接費と

間接費とに分類し，さらに必要に応じ機能別分類を加味して分類する。 

イ．○ 「基準」十一（四） 

ウ．× 「基準」十一（四） 

  値引又は割戻等が材料費後に判明した場合には，これを同種材料の購入原価から控除

する。 

エ．○ 「基準」十一（四） 

 

 

正解 ４ （難易度：Ｃ） 

（単位：千円） 

1. 各項目の分類 

項目 金額 分類 項目 金額 分類 

買入部品費 500,000 a 技術研究費 15,000 c 

外注加工賃 40,000 a 工場従業員賞与 50,000 b 

間接工賃金 300,000 b 補修用鋼材の消費額 1,000 b 

偶発債務損失 1,000 d 製造用機械の減価償却費 5,000 b 

原料たな卸減耗費 2,000 b 本社建物の減価償却費 4,000 c 

原料費 800,000 a 新製品発表会費用 500 c 

広告宣伝費 3,000 c 訴訟費 1,000 d 

工場消耗品費 1,000 b 投資不動産の減価償却費 400 d 

工場従業員家族手当 400 b 火災損失 200 d 

固定資産売却損 1,000 d 工場の食堂設備の減価償却費 200 b 

工場設備保険料 7,000 b 工場従業員の健康診断費 800 b 

損害賠償金 2,000 d 支払配当金 10,000 d 

工場土地賃借料 4,000 b 販売員給料 12,000 c 

社債発行費償却 900 d 直接工直接作業賃金 400,000 a 

消耗工具器具備品費 700 b 支払利息 2,000 d 

a→製造直接費 b→製造間接費 c→販売費及び一般管理費 d→非原価項目 

問題 1 

問題 2 
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3. 検討 

ア．× 

    製造直接費は，1,740,000 千円（a合計）である 

イ．○ 

  非原価は，18,500 千円（d合計）である。 

ウ．○ 

製造間接費は，372,100 千円（b合計）である。 

エ．× 

    総原価は，2,146,600千円（abc合計）である。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ａ） 

ア．○ 「基準」三五（一） 

イ．× 「基準」三五（二） 

  旧製造指図書の全部が仕損となったときは，旧製造指図書に集計された製造原価を仕

損費とする。 

  旧製造指図書の一部が仕損となったときは，新製造指図書に集計された製造原価を仕

損費とする。 

ウ．○ 「基準」三五（三） 

エ．× 「基準」三五（三） 

  軽微な仕損については，仕損費を計上しないで，単に仕損品の見積売却価額又は見積

利用価額を，当該製造指図書に集計された製造原価から控除するにとどめることができる。 

 

 

正解 ２ （難易度：Ａ） 

1. 補助部門費配賦表 

費目 

製造部門 補助部門 

機械加工 

部門 

組立加工 

部門 
動力部門 修繕部門 

工場事務 

部門 

部門費 1,000,125 875,000 225,000 150,000 75,000 

第１次配賦      

動力部門費 108,000 ※1 72,000 ─ 33,750 11,250 

修繕部門費 ※2 70,000 50,000 15,000 ─ 15,000 

工場事務部門費 36,000 24,000 ※3 11,250 3,750 ─ 

第２次配賦   26,250 37,500 26,250 

動力部門費 ※4 15,750 10,500    

修繕部門費 21,875 ※5 15,625    

工場事務部門費 15,750 ※6 10,500    

合計 1,267,500 1,057,625    

問題 3 

問題 14 

問題 4 
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※1 225,000円÷（3,840馬力＋2,560馬力＋1,200馬力＋400馬力）×2,560馬力 

※2 150,000円÷（140時間＋100時間＋30時間＋30時間）×140時間 

※3 75,000円÷（1,920時間＋1,280時間＋600時間＋200時間）×600時間 

※4 26,250円÷（3,840馬力＋2,560馬力）×2,560馬力 

※5 37,500円÷（140時間＋100時間）×100時間 

※6 26,250円÷（1,920時間＋1,280時間）×1,280時間 

2. 完成品原価に含まれる製造部門費 

 機械加工部門費 

1,267,500円÷（完成品 1,000個＋月末仕掛品 500個）×完成品 1,000個＝845,000円 

 組立加工部門費 

 1,057,625 円÷（完成品 1,000個＋月末仕掛品 500個×50％）×完成品 1,000 個 

＝846,100 円 

 

 

正解 ２ （難易度：Ｂ） 

1. 第一工程 

 (1) 生産データ 

    原料費   (単位：個)      加工費  (単位：個) 

  完  成 2,300    完  成 2,300 

 3,150 正常仕損 100   2,550 正常仕損 20 

  異常仕損 50    異常仕損 30 

  月末仕掛 700    月末仕掛 200 

 (2) 第１工程完了品原価 

◆ 平均法であるため，完成品原価を直接算定している。 

◆ 進捗度比較により，正常仕損費の負担先は，完成品，異常仕損，月末仕掛品の３者と

なる。なお，異常仕損が正常仕損費を負担しない考え方もあるが，その場合の解答が無

いため，異常仕損にも正常仕損費を負担させている。 

  ① 原料費 

 （402,000 円＋6,003,000円）÷（3,150－100）×2,300＝4,830,000円 

  ② 加工費 

 （817,200 円＋9,302,800円）÷（2,550－20）×2,300＝9,200,000 円 

 ③ 合計 

 4,830,000 円＋9,200,000円＝14,030,000 円 

2. 第二工程 

(1) 生産データ 

    前工程費   (単位:個)      加工費  (単位：個) 

  完  成 2,100    完  成 2,100 

 2,500 正常仕損 100   2,400 正常仕損 60 

  月末仕掛 300    月末仕掛 240 

問題 5 
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(2) 第２工程完成品原価 

◆ 平均法であるため，完成品原価を直接算定している。 

◆ 進捗度比較により，正常仕損費の負担先は，完成品，月末仕掛品の両者となる。 

◆ Ｂ材料は終点で投入しているので完成品のみ負担となる。 

  ① 前工程費 

 （1,570,000 円＋14,030,000円）÷（2,500－100）×2,100＝13,650,000 円 

  ② 加工費 

 （475,800 円＋4,672,200円）÷（2,400－60）×2,100＝4,620,000 円 

 ③ Ｂ材料費 

 248,000円 

 ④ 合計 

 13,650,000円＋4,620,000円＋248,000 円＝18,518,000 円 

 

 

正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．〇 「基準」二八 

イ．× 

  正常仕損が工程の始点で発生し，正常仕損費を完成品と月末仕掛品の両者に負担させ

る場合，度外視法で計算した月末仕掛品原価と非度外視法で計算した月末仕掛品原価は

一致する。これは，仕損費には原料費のみが含まれることになるが，どちらの計算方法

を採用したとしても，始点における実在量比率で仕損費が按分されるためである。 

ウ．× 「基準」二八，二九 

  連産品は異種製品であり，等級製品は同種製品である。 

エ．○ 「基準」二四（二）6 

 

 

正解 １ （難易度：Ａ） 

1. 製品Ｘの原価標準 

直接材料費  6,000 円 

加工費 6,000  

正常仕損費 270  

製品１個当たりの標準原価 12,270 円 

 ※ 原価標準の正常仕損費 （6,000 円＋6,000 円×50％）×３％＝270円 

2. 完成品標準原価 

 12,270 円×3,000 個＝36,810,000 円 

3. 異常仕損費 

 正常仕損品数量 （3,000個＋900個－700個）×３％＝96個 

 異常仕損品数量 100個－96個＝４個 

 異常仕損費 （6,000円＋6,000円×50％）×４個＝36,000円 

問題 6 

問題 7 
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正解 ３ （難易度：Ａ） 

ア．〇 「基準」二 

イ．× 「基準」四（一）2，四一（一）（二） 

  標準消費量には，通常生ずると認められる程度の減損，仕損等の消費余裕を含める。 

ウ．× 「基準」四一（四） 

  標準間接費配賦率は固定予算算定の基礎となる操業度ならびにこの操業度における

標準間接費を基礎として算定する。 

エ．○ 「基準」四二 

 

 

正解 ３ （難易度Ａ） 

ア．○ 

イ．× 

管理会計は内部経営管理を目的とし，外部利害関係者との調整や利用を考慮しない。 

ウ．× 

価値連鎖とは，顧客に価値をもたらす一連の連鎖をいい，製品保証等のサポート活動

も価値連鎖に含まれる。 

エ．○ 

 

 

正解 ５ （難易度Ａ） 

損益計算書           （単位：円） 

売上高 33,600,000 

変動費 *1 12,480,000 

限界利益 21,120,000 

管理可能個別固定費 *2 2,360,000 

管理可能利益 18,760,000 

管理不能個別固定費 *3 5,160,000 

セグメント・マージン 13,600,000 

共通固定費 2,800,000 

営業利益 10,800,000 

*1 18,000,000×60％＋4,800,000×35％ 

*2 (18,000,000×40％＋4,800,000×65％)－5,160,000(*3)－2,800,000 

*3 (18,000,000×40％＋4,800,000×65％)×50％ 

 

 

正解 １ （難易度Ｂ） 

ア．○ 

イ．○ 

問題 8 

問題 9 

問題10 

問題11 
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ウ．× 

  資金調達源泉は，企業の政策により決定されるもので，自己資本による調達が優先さ

れる必然性はない。 

エ．× 

創業当初の企業のキャッシュ・フロー計算書においては，通常は，営業活動によるキ

ャッシュ・フローおよび投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなり，財務活

動によるキャッシュ・フローがプラスとなる。 

 

 

正解 ２ （難易度Ｃ） 

ア．× 

  原価維持とは，設定された目標原価を標準原価管理によって管理する活動であり，そ

の中には原価改善は含まれない。 

イ．○ 

ウ．× 

  標準原価計算は，あくまで製造段階における管理技法であり，製品開発のスピードに

対応させた変化が特にみられるわけではない。 

エ．○ 

 

 

正解 ３ （難易度Ｂ） 

ア．× 

正味現在価値法のもとでは，投資案甲と丙の組合せを選ぶことになる。 

イ．○ 

ウ．○ 

エ．× 

  内部利益率法のもとでは，相互排他的投資案の場合には，ハードル・レートを必要と

せずに投資案を採択することが可能であるが，そもそもハードル・レートを下回るよう

な投資案では採択に値せず，全く無関係に採択できるわけではない。 

 

 

正解 ５ （難易度Ａ） 

（単位：円） 

1. 伝統的な方法 

 (1) 配賦率 

       (268,800＋81,000＋84,000＋63,000)÷(80hr＋120hr＋600hr)＝＠621 

 (2) 配賦額 

  ① 製品Ⅹ 

       ＠621×80hr＝49,680（99.36/個） 

問題13 

問題12 

問題14 
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 ② 製品Ｙ 

＠621×120hr＝74,520（248.4/個） 

 ③ 製品Ｚ 

    ＠621×600hr＝372,600（37.26/個） 

2. 活動基準原価計算 

 (1) 配賦率 

  ① 購入事務費 

    268,800÷(0.6hr/kg×200kg＋0.2hr/kg×600kg＋0.4hr/kg×800kg)＝480/hr 

  ② 材料検査費 

       81,000÷(200kg＋600kg＋800kg)＝50.625/kg 

  ③ 修繕費 

       84,000÷(4回＋6回＋10回)＝4,200/回 

  ④ 段取費 

       63,000÷(70回＋50回＋20回)＝450/回 

 (2) 配賦額 

  ① 製品Ⅹ 

       480/hr×120hr＋50.625/kg×200kg＋4,200/回×4回＋450/回×70回 

＝116,025（232.05/個） 

 ② 製品Ｙ 

       480/hr×120hr＋50.625/kg×600kg＋4,200/回×6回＋450/回×50回 

＝135,675（452.25/個） 

  ③ 製品Ｚ 

     480/hr×320hr＋50.625/kg×800kg＋4,200/回×10回＋450/回×20回 

＝245,100（24.51/個） 

3. 検討 

ア．× 

    製品Ⅹは，伝統的方法から ABCに変更した場合の方が，製品単位原価が高い。 

イ．○ 

ウ．× 

  製品Ｙの製造単位原価を ABCによって計算すると，452.25 円である。 

エ．○ 

 

 

正解 ４ （難易度Ｂ） 

1. 製品Ⅹ 

 (1) 製品１個当たりの直接作業時間 

       2,500hr÷500個＝5hr/個 

 (2) 直接労務費 

       1,200円/hr×5hr/個×500個＝3,000,000 円 

問題15 
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 (3) 製品Ⅹのみに発生する原価 

       5,000円/個×500個＋3,000,000円＋*1 3,000,000 円＝8,500,000円（イ） 

    *1 3,500,000 円－500,000円 

2. 製品Ｙ 

 (1) 生産量 

      (3,000hr－2,500hr)÷4hr/個＝125個（ア） 

 (2) １時間当たりの直接作業時間 

       (3,800,000 円－3,000,000円)÷(125個×4hr/個)＝1,600 円/hr 

 (3) 製品Ｙの追加生産によって生ずる原価 

       6,000円/個×125個＋800,000 円＋500,000 円＝2,050,000円（ウ） 

 (4) 製品Ｙの生産の可否 

       19,000 円/個×125個－2,050,000 円＝325,000円 

  製品Ｙの生産を行うべきである。（エ） 

 

 

正解 ４ （難易度Ｂ） 

（単位：万円） 

1. 事業部Ａ 

 (1) 減価償却費及び簿価 

  ① 取得原価ベース 

       18,000÷10＝1,800（減価償却費） 

       1,800×2＝3,600（簿価） 

  ② 取替原価ベース 

       25,000÷10＝2,500（減価償却費） 

       2,500×2＝5,000（簿価） 

 (2) 利益 

  ① 取得原価ベース 

    3,600×50％＝1,800 

  ② 取替原価ベース 

       1,800－(2,500－1,800)＝1,100 

 (3) ＲＯＩ 

  ① 取得原価ベース 

       50％ 

 ② 取替原価ベース 

    22％（第１位） 

 (4) ＲＩ 

① 取得原価ベース 

       1,800－3,600×10％＝1,440 

 ② 取替原価ベース 

       1,100－5,000×10％＝600（第２位） 

問題16 
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2. 事業部Ｂ 

 (1) 減価償却費及び簿価 

  ① 取得原価ベース 

       20,000÷10＝2,000（減価償却費） 

       2,000×5＝10,000（簿価） 

  ② 取替原価ベース 

       28,000÷10＝2,800（減価償却費） 

       2,800×2＝14,000（簿価） 

 (2) 利益 

  ① 取得原価ベース 

    10,000×25％＝2,500 

  ② 取替原価ベース 

       2,500－(2,800－2,000)＝1,700 

 (3) ＲＯＩ 

  ① 取得原価ベース 

       25％ 

 ② 取替原価ベース 

    1,700÷14,000≒12％（第３位） 

(4) ＲＩ 

① 取得原価ベース 

       2,500－10,000×10％＝1,500 

 ② 取替原価ベース 

       1,700－14,000×10％＝300（第３位） 

3. 事業部Ｃ 

 (1) 減価償却費及び簿価 

  ① 取得原価ベース 

       30,000÷10＝3,000（減価償却費） 

       3,000×8＝24,000（簿価） 

  ② 取替原価ベース 

       32,000÷10＝3,200（減価償却費） 

       3,200×8＝25,600（簿価） 

 (2) 利益 

  ① 取得原価ベース 

    24,000×15％＝3,600 

  ② 取替原価ベース 

       3,600－(3,200－3,000)＝3,400 

 (3) ＲＯＩ 

  ① 取得原価ベース 

       15％ 



ＣＰＡ平成 28年第Ⅰ回－短答式試験－管理会計論 

 

― 11 ― 解答解説 
 

ＣＰＡ公認会計士講座 ＜無断転載を禁ず＞ 

 ② 取替原価ベース 

    3,400÷25,600≒13％（第１位） 

(4) ＲＩ 

① 取得原価ベース 

       3,600－24,000×10％＝1,200 

 ② 取替原価ベース 

       3,400－25,600×10％＝840（第１位） 

 

 


