
NO,1 3級合格生徒用 ノートに解答しなさい
簿記課題 ３年生 基礎簿記 氏名 Ⅲ 次の取引の仕分けを示しなさい。 ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。

Ⅰ 次の取引の仕分けを示しなさい。 ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。 給料 所得税預り金 普通預金 有価証券 有価証券売却益　　有価証券売却損 租税公課 借入金

現金 売上 売掛金 広告費 前受金 仮受消費税 1 保有している株式会社福岡商事の株式（帳簿価額￥326,000）を400,000で売却し、その代金は当社の普通預金
支払手数料 現金過不足 備品 小口現金 当座預金 通信費 口座に振り込まれた。

交通費 消耗品費
2 固定資産税￥71,200が普通預金口座より引き落とされた。

1 神奈川商店に商品\450,000を売り渡し、代金のうち\300,000は郵便為替証書で受け取り、残額は掛けとした。 
3 当座の営業資金として、群馬銀行豊玉北支店より、￥1,500,000を借り入れ、その資金が普通預金口座に入金された。

2 宮崎商店に商品（帳簿価額\400,000）を\480,000で売り渡し、その代金のうち\200,000は同店降り出しの
小切手でで受け取り、残が掛けとした。 4 株式会社青森商事の株式を￥435,000で購入し、その代金は当社の普通預金口座から支払った。

3 得意先秋田商店にA商店￥858,000（うち消費税額￥￥78,000）を販売し、代金のうち￥120,000は秋田商店振り 5 保有している株式会社沖縄商事の株式（帳簿価額￥538,000）を￥471,000で売却し、その代金は当社の普通預金
出しの小切手で受け取り、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜法方式で処理する。 口座に振り込まれた。

4 宮崎新聞社への広告費￥150,000の支払いにあたりさきに佐賀商店へ販売したときに受け取った佐賀商店振り 6 従業員への給料￥450,000の支払いに際して、所得税の源泉徴収額￥18,000を差し引き、普通預金口座から
出しの小切手￥150,000をそのまま譲渡した。 口座振込みで支払った。

5 B商品 （1個当たり販売価額￥960）の販売に先立ち、得意先熊本商会より250個の予約注文を受け、商品代金 7 従業員への給料￥480,000の支払いに際して、所得税の源泉徴収額￥64,000を差し引き、普通預金口座から
全額を予約金として小切手で受け取った。 口座振込みで支払った。

6 現金過不足勘定で処理してあった不足額の￥６,３００は、支払手数料の記入漏れであることが発覚した。 8 株式会社山口物産の株式を￥2,140,000で購入し、その代金は証券会社に対する購入手数料￥8,000とともに
当社の普通預金口座から支払った。

7 現金過不足勘定で処理してあった現金過剰額￥27,000は、備品購入したさい￥225,000を252,000と記帳した
ためであることが判明した。 Ⅳ 次の取引の仕分けを示しなさい。 ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。

8 定額資金前渡制（インプレスとシステム）を採用することになり、小口現金係に今月分の小払資金として、 現金 売上 受取手形 売掛金 当座預金 仕入 支払手形 買掛金
小切手￥130,000を振り出して渡した。 受取手形 手形貸付金 手形借入金 仮払消費税 仮受消費税

9 インプレスト・システムを採用している当店の小口現金係から、次のような支払いの報告を受け、ただちに小切手を 1 秋田商店にA商品（帳簿価額￥150,000）を￥210,000で売り渡し、その代金のうち￥80,000は元気で受け取り、残額は
振り出して資金の補給を行った。 同店振り出しの約束手形で受け取った。

郵便切手 ¥3,200 バス回数券 ¥8,600 伝票・帳簿代 ¥4,500
Ⅱ 2 得意先鹿児島商店にⅩ商品￥495,000（うち消費税額￥45,000）を販売し、代金のうち￥100,000は鹿児島商店振り
（ⅰ）次の①の場合の（ア）と（イ）、②の場合の（ウ）と（エ）にあてはまる金額を計算しなさい。 出しの約束手形で受け取り、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。

なお、②については、損益取引以外の取引により生じた純資産の変動はないものとする。
3 得意先秋田商店にB商品￥825,000（うち消費税額￥75,000）を販売し、代金のうち￥60,000は秋田商店振り出し

期首商品棚卸高 純仕入高 期末商品棚卸高 売上原価 純売上高 売上総利益 の約束手形で受け取り、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。
468,000 9,012,000 （ア） 9,000,000 1,273,200 （イ）

期首資産 期首負債 期末純資産 総収益 総費用 当期純利益 4 かねて取り立てを依頼していた長崎商店振り出しの約束手形￥400,000が本日満期になり、当座預金に振り込まれた
48,828,000 （ウ） 36,540,000 17,184,000 （エ） 1,272,000 旨の通知を銀行から受けた。

5 鹿児島商店から商品￥380,000を仕入れ、その代金のうち￥100,000は約束手形を振り出して支払い残額は掛けとした。
（ⅱ）次の①の場合の（ア）と（イ）、②の場合の（ウ）と（エ）にあてはまる金額を計算しなさい。

なお、②については、損益取引以外の取引により生じた純資産の変動はないものとする。 6 仕入先岩手商店に対する買掛金￥250,000の支払いのため、同店宛ての約束手形を振り出して渡した。

期首商品棚卸高 純仕入高 期末商品棚卸高 売上原価 純売上高 売上総利益 7 仕入先宮崎商店からA商品363,000（うち消費税額￥33,000）を仕入れ、代金のうち￥250,000は約束手形を
540,000 9,756,000 564,000 （ア） 15,132,000 （イ） 振り出して支払い、残額は掛けとした。なお、消費税は税抜方式で処理する。

期首資産 期首負債 期末純資産 総収益 総費用 当期純利益
（ウ） 15,516,000 3,476,400 16,428,000 15,348,000 （エ） 8 宮崎工業株株式会社に現金￥2,000,000を貸し付け、借用証書の代用として同社振出の約束手形を受け取った。

9 岡山工業株式会社に現金￥3,400,000を貸し付け、借用証書の代用として同社振り出しの約束手形を受け取った。

10 （株）富山商事より現金￥2,000,000を借り入れ、借用証書の代用として約束手形を振り出した。

①

②

①

②



NO,2 Ⅶ 次の取引の仕分けを示しなさい。ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。
Ⅴ 次の取引の仕分けを示しなさい。 ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。

租税公課 現金 普通預金 売上 仕入 買掛金 仮払消費税
支払手付金 現金 仕入 買掛金 前渡金 売上 売掛金 仮受消費税 支払手形 買掛金 受取手形 前受金
給料 所得税預り金 当座預金 普通預金 仮払金 旅費 1 固定資産税￥42,400を納税した。
当座預金 借受金 仮払消費税 仮受消費税 売掛金

2 固定資産税￥172,760が普通預金口座より引き落とされた。
1 仕入先山形商店にB商品８０個（単価￥36,500）を発注し、その手付として現金￥60,000を支払った。

3 次の現金売りのレシートを仕分けしなさい。なお、消費税は税抜方式で処理する。
2 仕入先島根商店からA商品￥341,000（うち消費税額￥31,000）を仕入れ、代金のうち￥50,000は既に支払い済みの 領収書 20×7年　2月　3日

手付金を充当し、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。 山形衣料品店
紳士背広 ￥ 25000

3 B商品（１個当たり￥2,500）の販売に先立ち、得意先宮崎商会より200個の予約注文を受け、商品代金全額を 消費税 ￥ 2500
予約金として現金で受け取った。 合計 ￥ 27500

4 次の仕入れ先から納品書にもとづき商品仕入を仕分けしなさい。代金は後日支払う。
4 B商品（１個当たり販売価額￥960）の販売に先立ち、得意先熊本商会より250個の予約注文を受け、商品代金全額 なお、消費税を税抜方式で処理する。

を予約金として小切手で受け取った。 納品書 20×7年　2月10日
大阪商店 殿 （株）福島商会

5 得意先石川産業株式会社にS商品￥1,738,000（うち消費税額￥1,580,000）を販売し、代金のうち￥600,000は、 X印　桃缶詰　10箱　10個　 ＠￥150,000 ¥150,000
以前受け取っていた手付金を充当し、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。 消費税 ¥15,000

合計 ¥165,000
6 従業員への給料￥320,000の支払いに際して、所得税の源泉徴収額￥39,000を差し引いて、残額を現金で 5 得意先秋田商店にA商品￥858,000（うち消費税額￥78,000）を販売し、代金のうち￥120,000は秋田商店振り出し

支払った。 の小切手で受け取り、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。

7 従業員への給料￥340,000を支払うに際して、所得税の源泉徴収額￥34,000を差し引き、残額を現金で支払った。 6 仕入先宮崎商店からA商品￥363,000（うち消費税額￥33,000）を仕入れ、代金のうち￥250,000は約束手形を振り
出して支払い、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方式で処理する。

8 従業員の給料￥420,000を、所得税の源泉徴収額￥40,000を差し引き、残額を現金で支払った。
7 得意先鹿児島商店にX商品￥495,000（うち消費税額￥45,000）を販売し、代金のうち￥100,000は鹿児島商店振り出し

9 従業員への給料￥400,000の支払いに際して、所得税の源泉徴収額￥32,000を差し引き、普通預金口座から口座 の約束手形で受け取り、残額は掛けとした。なお、消費税を税抜方法で処理する。
振込で支払った。

8 仕入先島根商店からA商品￥341,000（うち消費税額￥31,000）を仕入れ、代金のうち￥50,000はすでに支払い済みの
10 授業員への給料￥252,000の支払いに際して、所得税の源泉徴収額￥18,000を差し引き、普通預金口座から 手付金を充当し、残額は掛けとした。なお、消費税は税抜方式で処理する。

口座振込で支払った。
9 仕入先大分商店からA商品 ￥551,100（うち消費税額50,100）を仕入れ、代金のうち￥270,000は現金で支払い、

11 宮城に出張する従業員に対して、旅費等の支払いのために概算で現金￥150,000を渡した。 残額は掛けとした。なお、消費税は税抜方式で処理する。

12 従業員の出張に際して、必要な費用の概算額として現金￥100,000を渡した。 10 得意先石川産業株式会社にS商店￥1,738,000（うち消費税額158,000）を販売し、代金のうち￥600,000は依然受け
取っていた手付金を充当し、残額は掛けとした。なお、消費税は税抜方式で処理する。

13 かねて従業員Cの出張に際して、旅費の概算額として現金￥120,000を渡していたが、本日従業員Cが帰社し、　　
旅費として￥105,000支払った旨の報告を受け、現金￥15,000を受け取った。 Ⅷ 次の資料によって、（ア）費用　：（イ）当記事純利益　：（ウ）期末純資産（期末資本）の各金額を求めよ。

当期中の損益取引以外の取引により生じた純資産の変動はなく、空欄は各自求めること。
14 出張中の従業員から当店当座預金口座に￥450,000の振り込みがあったが、その内容は不明であった。

期首貸借対照表
15 さきに、仮受金勘定で処理してあった送金額の￥180,000は、栃木商店からの商品注文の内金であることが判明した。 資産 6,340,000 負債 （　 　　　　　）

純資産（資本） 3,770,000
Ⅵ 次の取引の仕分けを示しなさい。 ただし、勘定科目は、次の中から最も正しいと思われるものを選ぶこと。 （　　　　　　） （　　　　　　　）　　

なお、商品売買の取引については、特に指示がない場合は、三分法で処理すること。
損益計算書

1 岐阜商事株式会社にB商品100個（原価＠￥750：売価＠1,100）を販売し、代金のうち￥80,000は岐阜商事 費用 （　　　ア　　） 収益 13,335,000
株式会社振り出しの小切手で受け取り、残額は掛けとした。ただし、当社は商品売買に関して、販売のつど売上 当期純利益 （　　　イ　　 ）
原価勘定で振り返る方法で記帳している。 （　   　　　　） （　　　　　　　）

2 広島商店への売掛金￥300,000を回収するにさいして、￥30,000の返品を受け残額は現金で受け取った。 期末貸借対照表
資産 （　　　　　　） 負債 3,030,000

3 熊本商店から掛けで仕入れていた商品20個（単価￥1,100）のうち3個について品違いがあったため返品した。 純資産（資本） （　　　ウ　　　）
7,405,000 7,405,000



当座の営業資金として、群馬銀行豊玉北支店より、￥1,500,000を借り入れ、その資金が普通預金口座に入金された。

鹿児島商店から商品￥380,000を仕入れ、その代金のうち￥100,000は約束手形を振り出して支払い残額は掛けとした。



得意先鹿児島商店にX商品￥495,000（うち消費税額￥45,000）を販売し、代金のうち￥100,000は鹿児島商店振り出し

仕入先島根商店からA商品￥341,000（うち消費税額￥31,000）を仕入れ、代金のうち￥50,000はすでに支払い済みの


