本試験をふりかえる
平成 29 年 公認会計士論文式試験

特別座談会
2017 年８月 25 日（金）、26 日（土）、27 日（日）の３日間で公認会計士論文式試験が行われ、
全国で熱い戦いが繰り広げられた。受験生が本試験会場で奮闘している中、ＴＡＣでは本試験
問題を入手した科目から直ちに解答作成に取りかかり、そして刻々と今年の本試験の全貌が
解き明かされていった。最後の選択科目の試 験問題を入手後、早速講師による論文 式試 験
検討会を開き、傾向の分析を行った。合格ラインは何点か、法改正は出題されたのか、新しい
出題傾向の問題はあったのか、論文式試験傾向が克明に解き明かされた。
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はじ め に
久野 それでは， 2017 年８月 25 日（金）， 26 日（土）， 27 日（日）に行われた平成 29 年公認会計士試験論文式試験を
振り返っていきます。
2017 年の夏， 昨年までの夏は， ここ数年， 暑いというイメージがあったのですが， 今年は東日本では涼しい？また雨？って
感じでしたよね。 西日本では暑かったのですが。 受験生の皆さんは， この一年間， 公認会計士試験の合格を目指して
きました。 その間， 日本では様々な出来事がありました。
2016 年秋には藤井聡太さんが史上５人目の中学生棋士になっています。 藤井さんはデビューから連勝を続け，
2017 年６月に至って公式戦に 29 連勝し， 30 年近く破られなかった歴代最多連勝記録を更新しました。 10 月８日には
熊本県の阿蘇山中岳第 1 火口で爆発的噴火が発生しました。 10 月 21 日には鳥取県中部を震源とするＭ6.6 の地震が
発生し， 最大震度は６弱でした。 11 月 22 日にはＭ7.4 の東北地方太平洋沖地震 （東日本大震災）の余震が発生し，
仙台港で最大１ m40cm の津波を観測しています。 11 月末には， 2015 年 12 月に国際純正 ・ 応用化学連合 (IUPAC) が
日本の理化学研究所の研究グループによって発見された 「113 番元素」を認定していましたが， その名称が 「ニホニウム
(nihonium, 元素記号 ： Nh)」となることが確定しました。 2016 年のノーベル賞では生理学 ・ 医学賞を大隅良典東京工業
大学栄誉教授が授与されています。 12 月 22 日には 「糸魚川市大規模火災」が発生しています。 2017 年１月， 日本出身
力士としては 19 年ぶりに 「稀勢の里」の第 72 代横綱に昇進しています。 ６月末には噴火により面積が拡大した小笠原
諸島 ・ 西之島の海図が発行されました。 これにより日本の領海が約 70 平方 km， 排他的経済水域が約 50 平方 km 拡大
しています。
「株式会社東芝」も注目されましたね。 発表を延期していた 2016 年度第３四半期決算について， PwC あらた有限責任
監査法人は四半期レビュー範囲制約が 「非常に重要」であるとし 「結論の不表明」の判断をしていました。 2016 年度
決算については， 監査法人の承認を得ることが出来ず， 通常の 「決算短信」ではなく， 東芝内部で作成した 「2016 年度
通期業績見通しに関するお知らせ」という独自のプレスリリースを公表する状況がありました。 その後， ８月に 2016 年度の
決算発表を行い， 監査法人は 「限定付適正意見」を有価証券報告書に記載しています。
公認会計士試験受験生を取り巻く環境は， 2006 年の試験制度変更以降， 過去には合格者の就職問題が存在して
いましたが， 金融庁の方針 ・ 経済環境の好転傾向も影響し， 現状において合格者サイドからの就職問題があるとは言え
ないでしょう。 また， 近年の課題に対し 「公認会計士試験合格者等の育成と活動領域の拡大のための当面のアクション
プラン」が金融庁， 公認会計士 ・ 監査審査会， 日本公認会計士協会， 経団連， 銀行 ・ 証券 ・ 生保 ・ 損保の金融４団体に
より継続的に行われています。 また， 2013 年 12 月の 「金融 ・ 資本市場活性化に向けての提言」 （金融 ・ 資本市場活性化
有識者会合）において 「監査の質を向上し， 我が国の監査制度に対する国際的な信用を維持 ・ 確保する必要がある。
そのためには， 公認会計士資格の魅力の向上を図ることも肝要である。」との提言を受け， 金融庁の 「平成 28 事務年度
金融行政方針」においても， 「監査業界を担う公認会計士という職業に関心を持つ者の拡大を図るため， 会計監査や
公認会計士資格に関し， 高校生等若年層や女性に向けた広報活動を， 日本公認会計士協会と連携して推進する」と
され， 公認会計士 ・ 監査審査会は， 公認会計士という職業への関心を高め， 公認会計士試験受験者のすそ野拡大を図る
観点から， 主に大学生 ・ 高校生等若年層に向けた広報活動に努めているようです。 公認会計士を目指す方々の動向を
示す直接的な指標でもある願書提出者数については， 2015 年試験を底に， 2016 年以降増加傾向になったようですね。
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平成 25 年度の公認会計士試験からは 「受験者に対する試験結果に係る情報の提供を一層拡充するとの観点」から，
短答式試験においては 「試験問題」 「答案用紙」さらに 「答案提出者数」 「欠席者数」 「総合平均得点比率 ・ 科目別
平均得点比率」 「得点階層分布表 （総合得点比率）」， 論文式試験でも 「試験問題」 「答案用紙」さらに 「答案提出者数」
「欠席者数」 「得点階層分布表 （総合得点比率）」が公表されました。
なお 「公認会計士試験受験者等の利便性の向上」の観点から， 本年， 平成 29 年第Ⅰ回短答式試験から受験申込等に
おける 「インターネット出願」が導入されています。 当面の間は郵送申込も並存されます。 ちなみに， 平成 29 年第Ⅰ回
短答式試験受験者では 7,818 人のうち 3,470 人， 平成 29 年第Ⅱ回短答式試験受験者では 6,577 人のうち 3,300 人，
短答式試験免除者は 1,637 人のうち 400 人がインターネット出願しているそうです。
今年 2017 年の論文式試験期間中の天候， ８月中旬の東日本の不順さはなくなり， どの地域も概ね晴れないし曇り，
気温は札幌で 27℃前後， 仙台で 29℃前後だったようですが， 他の地域では 30℃を超し， 西日本では 35℃～ 36℃
あたりまで上昇した日もあったようです。
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8/25（金） 22〜27 25〜32 25〜35 23〜30 27〜35 29〜35 29〜33 29〜35 30〜36 28〜33 28〜35
8/26（土） 20〜29 20〜32 26〜34 23〜31 24〜32 21〜32 24〜30 26〜31 25〜31 25〜29 28〜34
8/27（日） 19〜26 18〜28 25〜31 22〜31 21〜33 23〜34 22〜32 23〜32 24〜32 24〜33 27〜33
2017 年公認会計士論文式試験は， 第Ⅰ回短答式試験願書提出者 7,818 人中の合格者 1,194 人， 第Ⅱ回短答式試験
願書提出者 6,577 人中の合格者 475 人， 2015 年または 2016 年の短答式試験合格者 1,390 人， 短答式試験免除者
154 人， そして， 旧第二次試験合格者 93 人の合計 3,306 人が受験することになると公表されています。
論文式試験の合格基準は， 標準偏差をもちいて採点格差の調整を行った上での 「得点比率 52％を基準として公認
会計士 ・ 監査審査会が相当と認めた得点比率」とされています。 論文式試験での得点比率は 「偏差値」的なものと考え
れば良いでしょう。 合格得点比率は 2006 年が 52.0％， 2007 年 ・ 2008 年は 51.0％， そして 2009 年 ・ 2010 年は 52.0％，
合格者数の抑制が言われ始めた 2011 年は 52.5％， それ以降の 2012 年 ・ 2013 年 ・ 2014 年 ・ 2015 年 ・ 2016 年は 52.0％
でした。 ただし， 特定の１科目につき得点比率 40％未満のものがある場合には不合格とされます。
論文式試験受験者の合格率は 2006 年が 32.3％， 2007 年は 44.8％， 2008 年は 42.8％， そして 2009 年が 36.1％，
2010 年が 37.0％， 合格得点比率の上昇があった 2011 年は 32.6％， 2012 年は 38.0％， 2013 年は 35.9％， 2014 年は
36.8％， 2015 年は 34.0％， 昨年 2016 年は 35.3％でした。
論文式試験に不合格となった場合には， 科目合格制度により， ２年間の有効期限付きではありますが， 科目合格を
得ることができます。 科目合格基準は 「合格者平均得点比率」であるとされ， 2006 年は 56.2％， 2007 年は 55.2％，
2008 年 は 55.0％， 2009 年 は 55.5％， 2010 年 は 55.4％， 2011 年 は 55.9％， 2012 年 は 55.4％， 2013 年 は 55.8％，
2014 年は 55.6％， 2015 年は 55.6％， 昨年 2016 年は 55.7％となっています。
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なお， 2009 年以降， 試験場にて受験者個人のカナ氏名 ・ 局名 ・ 受験番号およびバーコードを印字したシールが配布
されており， 受験生は当該シールを答案用紙所定の欄に貼り付けることになります。
また， 本年 2017 年試験では事前に 「答案の散逸や紛失等を防ぐため， 答案用紙の左上をホッチキスで留めてあります
ので， 外さずそのままの状態で答案を作成してください。 答案の作成に当たっては， 答案用紙のホッチキス留め部分を
折り曲げても差し支えありませんが， ホッチキス留めを外した場合は， 採点されないことがあります。」と告知され， 実際には
答案用紙の左上を， 大問ごとではなく， 科目ごとにホッチキスで留めてありました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
久野 さて，今年の論文式試験をざっと概観しましょう。先生方，試験実施順に，それぞれの科目の概観をお願いします。
大澤 監査論について， 理論は他の監査人等の利用， 実務は監査手続からの出題となっています。 今年は例年とは
違って第２問の方が解答しやすかったかと思います。
下仮屋 租税法は， 第 １ 問， 第２問とも， ここ数年続いている出題形式どおりの問題であったため，ＴＡＣの受講生は
違和感なく解答を始められたと思います。
多田野 管理会計論は， 第 １ 問と第２問で， 難易度が大きく異なりました。 まずはしっかりと問題全体を確認し， 優先
順位をつけてから問題に取り組む必要がありましたね。
尾崎 財務会計論 ・ 計算は， ここ最近の出題傾向が踏襲されている出題でした。 第３問は基本的で高得点が望まれる
一方， 第５問は配点箇所が多いことや， 難解な論点が含まれていることもあり， 難しく感じる問題でした。
吉野 財務会計論 ・ 理論について， 昨年の論文式試験においては， 会計基準における 「結論の背景」や 「意見書」の
内容をそのまま書き出すような問題が多かったのですが， 今年の論文式試験においては， その場で考えさせる現場
思考型の出題が増えました。 結果として， 理論部分については， 昨年の論文式試験よりも難化していると感じます。
木村 企業法は， 基本的な良問だったと思います。
田畑 経営学ですが， 第 １ 問の組織論 ・ 戦略論については， 例年通り様々な論点から幅広く出題されました。 第２問の
ファイナンス理論については， 解きやすい問題が多く， 受験生の実力が反映されやすい問題でした。
鏡 経済学は， 難易度 ・ 量ともに， 適切な問題だったと思います。
多賀 民法は， 昨年までと同様， 基本的な条文知識とそれを前提とした基本論点や応用論点を組み合わせた出題でした。
基本をしっかり学習した人であれば十分対応できる問題だったと思います。
高久保 統計学は， 今年の試験も， 標準的なレベル中心の出題内容であり， 昨年の難易度と同程度という印象を受け
ます。
久野 ありがとうございました。 それでは， 個別の科目ごとにうかがっていきましょう。
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本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 25 日（金）， 第 １ 日第 １ 限に行われた監査論です。 最初の科目ですので， 多くの受験生が緊張された中で
試験開始時間を迎えられます。
今年の監査論の試験はどのような感じだったのでしょうか。
大澤 「理論」は他の監査人等の利用， 「実務」は監査手続からの出題となっています。 難易度としては例年と比べて特に
難しいわけでもないのですが， 第 １ 問が若干マイナー論点で， 特に問題２が解答しづらいように感じました。 もう一方の
第２問はちゃんと学習していれば比較的書きやすい問題だったこともあって， 今年は例年とは違って第２問の方が解答
しやすかったかと思います。
久野 「出題範囲の要旨」との関係ではいかがだったでしょう。
大澤 「出題範囲の要旨」に則した出題となっていて， 重点出題項目以外の論点の出題もありませんでした。
久野 出題数 ・ 量的な面ではいかがでしょうか。
大澤 例年どおり 「理論」と 「実務」が １ 問ずつで， 問題数， 解答行数も同じくらいですね。
久野 昨年の監査論試験では試験時に配布される 「法令基準等」の利用の仕方に変化があったとみられていますが，
この点はいかがでしたか。
大澤 去年は 「法令基準等」を参考にできる出題が少なかったのですが， 今年は一昨年以前の割合に戻って， 大体２割
位は 「法令基準等」を参考にできる出題になっていました。 もちろん絶対に参考にしないといけない訳ではないのですが。
久野 それでは， 各問について， まず第 １ 問からお話しいただけますか。
大澤 第１問 ・ 問題１では， 「監査基準の実施基準で 『他の監査人等の利用』 について規定されている理由」が問われて
います。 比較的解答行数が多めに与えられているので埋めきれなかった人もいたかもしれませんが， 最低限という意味
では， 他の監査人等を利用する意図が効果的かつ効率的に監査を実施することにある点と， その場合も質的水準が
維持されるように努めるべき責任が監査人にある点を指摘する必要があります。 模範解答で示されているこれ以外の
内容は示せなくとも致命傷にはならないでしょう。
問題２・問１では， 「監査人が 『他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性』 を勘案する意義」が問われています。
問２も 「監査人が 『専門家としての能力及びその業務の客観性』 を評価する意義」を問う問題なのですが， 何を解答する
べきか少し悩みを覚えますね。 何のためにということであれば， 問題文の下線が付された規定の末尾の部分でもそのまま
解答になり得るのですよね。 あるいは質を保つためということであれば， 既に問題 １ で解答した内容と重複してしまいますし。
あと問題文で 「意義」と言っているのは， 「意味」というニュアンスかもしれなくて， 具体的な内容が問われているかもしれ
ません。 なので， 模範解答としては， 下線部と一部重複しますが監査基準や監査実務指針を参考として意味内容を
示した上でどのような判断に役立てられるかを示すものとしています。
問３では 「専門家の業務に関して一定の手続を行う理由」が問われています。 ここは問２との書き分けを意識する必要が
あるのですが， 解答行数が３行ですので監査基準委員会報告書 620 「専門家の業務の利用」 11 項冒頭の内容を主軸に
すれば良いでしょう。 ３項の内容をうまく加工しても良いでしょうね。
問４では 「内部監査の評価に当たって監査人が重視しなければならない内部監査機能の特徴」が問われています。
「特徴」という言葉の意図がつかみづらいところではありますが， 監査基準委員会報告書 610 「内部監査の利用」のなかから
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内部監査機能について記述されている箇所をまとめてくると， 模範解答に近い内容になったでしょう。 ただ， 指針中に
散在する記述を本番の限られた時間でまとめあげるのは至難の業でしょうね。 8 項の内容をそのまま記述した方もいたかも
しれませんが， それでも十分及第点だと思います。 問題２はいずれも問い方からすると， 解答が相当ばらけそうですし，
必ずしも絶対的な解答が想定されているわけでもないように感じます。 解答として示した内容が合理的である限り適宜
配点されることを期待したいですね。
問題３では， 「他の監査人等を利用した旨を監査報告書に記載しないことになっている理由」 が問われています。
これは伝統的 ・ 典型的論点ですから， テキストで示されている内容を確実に示したいところですね。
久野 第２問はいかがでしょう。
大澤 第２問 ・ 問題１では， 資料中の 「特定の得意先が確認状の送付先とならなかった理由」 を 想 定 さ せ る 問 題 で す。
各月の売上高の推移 ・ 売掛金の回収状況や他の得意先との比較を織り込んでいけば解答を導けたかと思います。 ただ，
論点が比較的明確な問題２や問題３と比べると少し答えにくかったかもしれませんね。 多少指摘漏れがあっても悲観する
必要はないかと思います。
問題２では， 「Ｂ社 （売掛金の回収が遅延している得意先） の監査上特に留意すべき点と監査人のとるべき対応」 が
問われています。 模範解答にも示されていますが，Ｂ社は平成 29 年 １ 月以降売掛金の回収が滞り始めていて， ３月に
至ってはおそらく与信が拒絶されているようです。 そのため， 監査上特に留意すべき点としては， 回収可能性に応じた
十分な貸倒引当金が計上されるか否かという， 評価の妥当性を指摘することになります。 問題３もそうですが， 解答上，
監査要点を明示する必要がある点に注意が必要です。 監査人のとるべき対応として何を示すべきか悩んだかもしれま
せんが， 売掛金の評価の妥当性に適合する監査手続を挙げれば解答になります。 テキストに示されている内容を中心
として比較的容易に解答できたかと思います。
問題３では， 「Ｃ社 （決算月に売上高が急増している得意先） の監査上特に留意すべき点と監査人のとるべき対応」 が
問われています。 問題文の資料で 「需要の重要な季節変動はない」 とされているのに反して売上高が他の月の５割増と
なっているのはおかしいですから， 翌期の売上高が当期に繰上計上されていることが疑われ， つまり期間帰属を監査上
特に留意すべき点として指摘することになります。 監査人のとるべき対応については， 問題２と同様で， 期間帰属に
適合する監査手続を示せば良いことになります。
問題４では， 「Ｄ社 （甲社の関連当事者） に対する対応を織り込んだ監査計画の修正の内容」 が問われています。
不動産販売業を営むＤ社に対して大手家電メーカーであるＣ社を優に上回る売上高が計上されているのは余りにも
不自然ですから， 通例でない関連当事者との重要な取引について特別な検討を必要とするリスクとして識別することを
問う出題と考えられます。 事例を分析してこのことを導いた上で， 監査計画の修正の内容としては， 特別な検討を必要
とするリスクへの対応を示すことになります。 ある程度カンが鋭くないと論点に気付けなかったかもしれませんね。 少し
外した解答を書いてしまったとしても， 致命傷にはならないかと思います。
久野 監査論で合格者水準の答案です， というのは， どれくらいの素点になるでしょう。
大澤 合格ラインとしては， 全体のうち大体３割位はしっかり書けたかなと思えれば， プラス部分点で届くのではないか
と思います。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 監査論について， 今年， ここ数年の出題傾向をみて， 来年以降の受験のためどんな点に注意を払って
おけば良いでしょうか。
大澤 理論 ・ 実務の２問構成は来年以降も変わらないかと思います。
思えば理論問題として伝統的な論点が問われるようになって以後， 総論を出発点に報告論， 実施論と来ているのですが，
ここ２年は監査基準を題材とした実施論が続いています。 来年も監査基準を題材とした出題となるでしょうね。 前文を
含め， 十分に注意したいところです。
また， 実務問題については， 今年は比較的理論色が出てきたと言いますが， より受験生の立場に寄り添った， それでも
かつ実力のある人が得点できるような出題だったのが印象的でした。 こちらはこの傾向が維持されるかどうかは確信が
持てませんが， ある程度ちゃんと学習した人が論点に気付ける， 満足な解答を用意できるような出題を期待したいところ
です。
いずれにしても対策の在り方が根本的に変わってしまうわけではありません。 急がば回れということでもありませんが，
規定の一つ一つについて， 何故そのようになっているかも十分意識しながら丁寧に押さえていくことが短期合格に向けた
秘訣と言えるでしょう。
久野 大澤先生， ありがとうございました。
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下仮屋 貴志 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 25 日（金）， 第１日第２限に行われた租税法です。 下仮屋先生， 先ほどは 「数年続いている出題形式どおりの
問題」ということでしたが， 改めて， 今年の租税法全体について印象をお願いします。
下仮屋 ここ数年続いている出題形式のとおり， 第 １ 問では２問の理論問題， 第２問では３問で各税目の計算問題が
出題されました。 計算問題については， 満点 60 点と答案用紙の空欄 60 箇所との関係から， １ 箇所 １ 点の配点になって
いると予想されます。ＴＡＣの受講生は， 論文応用答練以降， 常にこの形式の問題を解いていたため， 違和感なく解答
できたはずです。 全体として分量は多めで， 制限時間内に解ききるのは難しいという点も， 皆さんにとって想定内でしょう。
久野 「出題範囲の要旨」との関係はいかがでしたか。
下仮屋 「出題範囲の要旨」に沿った出題でした。
今回から 「組織再編税制」が出題範囲に加わり， 実際に出題されました。
久野 試験時に配布される 「法令基準等」との関係はいかがでしたか。
下仮屋 本試験で配布される 「法令基準等」は平成 29 年 １ 月 １ 日現在施行の法令が載っているのですが， 今回， 第 １ 問の
理論問題において， 過去の法令に基づく出題があり， 受験生にとっても， 我々受験指導校にとっても…， 対応に迷う
厳しい出題がありました。
久野 あらら， ちょっと悩ましいですね。 毎年， 租税法については， 時間的に苦しさを感じる方が多いのですが， 今回は
量的にはいかがでしたか。
下仮屋 出題数に関しては， 昨年とほぼ同様ですが， 第２問問題 １ ， 法人税法の計算問題で， 前年より小問が １ つ増え
ました。 総合問題 １ 問と， 小問２つという形になりました。 分量は， 昨年にくらべ多い印象で， 時間内に解ききれる受験生は
少なかったのではないかと思います。
久野 それでは， 第１問 ・ 理論からコメントをお願いします。
下仮屋 第１問 ・ 問題１は 「法人税法， 所得税法の理論問題」です。
問１は 「貸倒引当金」についての出題でした。 これが悩ましい問題で， 過年度である平成 26 事業年度の取扱いが問われ
ていました。 皆さんが貸与される 「法令基準等」は平成 29 年 １ 月 １ 日において施行されている法令が記載されています。
この法令基準集の該当条文， 法人税法 52 条を見ると， 貸倒引当金は損金算入限度額に達するまで損金算入できる旨が
規定されているのですが， 普通法人は資本金 １ 億円以下であるものに適用が限定されています。 本問では，Ａ社が貸倒
引当金を設定しているのですが，Ａ社の資本金は 10 億円。 52 条だけに基づけば，Ａ社の貸倒引当金繰入額は損金
算入の対象外ということになります。
そもそも貸倒引当金繰入金額の損金算入制度は， 平成 24 年３月 31 日以前に開始する事業年度では， 中小法人等
以外にも適用が認められていました。 制度の改正が行われて， 現在は中小法人等に適用が限定されていますが， 改正に
よる法人税の負担増加の影響を緩和するために， 繰入限度額を段階的に４分の３， ４分の２， ４分の １ と逓減させていく
経過措置が設けられました。 本問でいうところの平成 26 事業年度は， この措置の４分の １ の年度に該当します。 問題文の
指示には， 租税特別措置法及び租税条約は考慮しない， と書いてありますが， 経過措置は考慮しない， とは書いてあり
ませんから， 解答としては， 繰入限度額の４分の１まで損金算入できるということを書くべきと考えました。 この処理は，
2015 年合格目標の講座で扱っていたのですが， 2017 年合格目標の講座では扱っていません。 受験生にとっても， 受験
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指導校にとっても， キビシイ問題だったと思います。
問２は 「適格現物分配」に関する問題です。 講義では詳しく扱ってきませんでしたので， 必ず取りたいという箇所では
ありません。
問３は 「適格合併」， 問４は 「国外転出時課税制度」です。 こちらは， 論文答練や理論補強答練で取り扱っていました
ので，ＴＡＣの受講生は解答できたのではないでしょうか。
問題２は 「法人税法， 所得税法， 消費税法の正誤判定含む理論問題」です。
①は 「法人税率」に関する問題。 資本金 1,000 万円のＢ社は中小法人だから 800 万円までは軽減税率が適用される…
のではないので注意が必要です。Ｂ社は資本金６億円のＡ社と完全支配関係にあるため， 軽減税率の適用はありません。
この点， 論文直前答練の計算問題で出題していたため，ＴＡＣの受験生は気づけたでしょう。
②は 「外国法人の恒久的施設」に関する問題。 恒久的施設の定義の条文が引ければ， そのまま答えが書いてあります。
③は 「退職所得」に関する問題。 簡単すぎますね。
④は 「医療費控除」に関する問題。 未払分の医療費は医療費控除の対象とならない点が問われています。 こちらも，
論文直前答練の計算問題で出題していましたので， 解答できたでしょう。
⑤は 「電気通信利用役務の提供」に関する問題。
電気通信役務については， その提供を受けた側が
国内ならば， 国内取引と判定されます。 ただし，
本問のＰは個人であるため，Ｃ社が提供するのは
「事業者向け電気通信役務の提供」には当たらず，
リバースチャージの対象とはならない点に注意して
ほしかったです。 あと， 「納税義務」が問われている
ので，指摘すべき条文は５条 １ 項となります。 課税の
対象に関する４条 １ 項と書いてしまう受験生が多い
ので， こちらも注意です。
第 １ 問でどれくらい取れるか…といえば， 問題 １ の
問３， ４と， 問題２の①③④はガッチリ取って欲しい
ところです。 ですから， ６割程度でしょうか。 全体の
分量との兼ね合いは置いといて。
久野 第２問 ・ 計算はいかがですか。
下仮屋 第２問 ・ 問題１は 「法人税法の計算問題」です。 今年は昨年より小問 １ つ増えて， 総合問題 １ 問プラス小問２問
という構成となっていました。 その小問， 問２のグループ法人税制と問３の欠損金は， とても簡単な問題でした。 ですから，
問 １ で時間のかかってしまう論点より先に解くのが正解だったと思います。 問 １ については， 答練で出題してきたオーソ
ドックスな論点が多く出題されていました。 修正申告や賞与引当金についても， 論文直前答練で出題していたため，
解答可能であったと思います。 ただし， 判断に迷う箇所もありました。 受取配当等の益金不算入額の問題で， 短期所有
株式等がある場合， 株式の区分のための持分比率の計算はどうするのか。 短期所有株式等を含めれば６％でその他の
株式等になり， 含めなければ非支配目的株式等になる。 答えは 「含めない」なのですが， これは講義 ・ 答練では扱って
こなかったので， 間違えてしまっても仕方ないと思います。
問題 １ は， 学習量 ・ 理解度が得点に反映されやすい標準的な問題でした。 後でお話しするように， 問題２や問題３が
やや難しめだったことや， 全体としてボリュームが多く， 制限時間内に完答するのが難しい問題であることを考えると，
問題 １ にある程度の時間をかけて，点数を稼いでおきたかったところです。少なくとも，難易度の低い租税公課，減価償却，
有価証券の期末評価， 問２及び問３を中心に， 配点箇所 30 箇所中 16 箇所程度を正解したい。 租税法が得意な受験生は，
もっと高得点が取れているかもしれません。
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問題２は 「所得税法の計算問題」です。 源泉徴収税額表から試行錯誤的に徴収額を読み取る必要があったり， 上場
株式等に係る配当を総合課税にするか， 申告不要にするかの判断が困難であったりと， 難易度の高い問題でした。 特に
配当に関しては， 今回， 別解を用意しました。 話が長くなってしまうので， 詳しくは解説冊子を見て欲しいです。
問題２は， 雑所得， 事業所得， 一時所得， 寄附金控除， 課税総所得金額に対する所得税額などの難易度の低い配点
箇所をしっかりと得点すれば， 15 箇所中７箇所程度を確保できると思います。
問題３は 「消費税法の計算問題」です。 財務諸表が問題文に与えられていて， 見慣れない形式の出題であったと思い
ます。 非課税資産の輸出や譲渡損益調整資産の転用など出題頻度の低い論点や， 商品代金の貸付金への振替後の
貸倒れという判断に迷う内容の出題もあって， 受験生は， やや難易度高めと感じたのではないでしょうか。 でも実は， 難
しい論点に関しては， 他の処理に影響のないように解答欄が工夫されていたり別問になっていたりしたので， そこを答え
られなくても連鎖で点数を落とすことは少ない問題でした。
問題３は， 問 １ の売上げの分類や問２のその他の資産の譲渡等にのみ要するもの， 問３の課税標準額に対する消費税額
及び問４の中間納付額といった難易度の低い箇所を正答して， 15 箇所中７箇所は確保できると思います。
第２問全体としては， ５割程度取れていれば， 他の科目の足を引っ張ることはないと思います。
久野 第 １ 問・理論で６割，第２問・計算で５割程度あれば合格者水準の素点は十分に確保できているということですね。
下仮屋 そうですね。 ただ， ２時間の制限時間を踏まえて， 全体の分量や緊張感も考えると， 現実的にはその８掛け
くらいが現実的なところかもしれませんね。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 租税法について， 来年の受験に向けて， どんな点に注意して学習していけばよいでしょうか。
下仮屋 出題形式は， ここ数年同じですから， この傾向が続く限り戸惑うことはないでしょう。 今回も問題分量が多かった
ですね。 時間のない中で， 取りやすいところを見つけ出して解き， なるべくミスしない。 そんな練習が， 租税法の対策と
しては引き続き大事になってきそうです。
久野 下仮屋先生， ありがとうございました。
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多田野 海人 講師

本 試 験 を ふりか えって 〜 出 題 傾 向・合 格 ラ イン 等 〜
久野 ８月 26 日（土）， 第２日第 １ 限に行われた会計学 （午前）， 管理会計論です。 先ほどは， 「第 １ 問と第２問で，
難易度が大きく異なった」ということでした。 どんな感じだったのでしょうか。
多田野 第 １ 問と第２問で，難易度が大きく異なりました。第 １ 問は全体的に平易であったため，ケアレスミスに注意して，
確実に得点する必要がありました。 一方， 第２問は全体的に難しかったため， 取捨選択を行いながら， 効率良く部分点を
確保する必要がありました。
久野 「出題範囲の要旨」との関係ではいかがでしたか。
多田野 例年通り， 概ね 「出題範囲の要旨」に沿った出題でした。 しかし， 原価計算総論から原価計算制度といった
内容が記述で出題されていたのが特徴として挙げられます。
久野 出題数 ・ 量的な面ではいかがでしょう。
多田野 こちらも例年通り， 計算と理論からなる総合問題４問という構成で， 前半の２問が原価計算分野からの出題，
後半の２問が管理会計分野からの出題でした。 分量に関しても， 昨年と同様に 120 分の問題として適当なボリュームです。
久野 それでは各問題についてのコメントをお願いします。
多田野 第１問 ・ 問題１は， 「部門別計算 （補助部門費の配賦と原価管理）」からの出題です。 計算 ・ 理論ともに， 答練や
アクセスで出題していた内容が中心でしたので， 全体的に取り組みやすかったのではないでしょうか。 計算 ・ 理論ともに
本質的な理解を問う良問だと思います。 以下， 問ごとに確認をしていきます。
問１は， 月次予算に基づき， 各製造部門におけるメンテナンス部門費配賦額を計算する問題です。 特に難しいところは
ありません。 確実に正答して欲しい問題です。
問２は， 単一基準配賦法かつ実際配賦により， 各製造部門におけるメンテナンス部門費配賦額を計算する問題です。
本問も問 １ と同様， 特に難しいところはありません。 確実に正答して欲しい問題です。
問３は， 問２の計算結果を踏まえて， その問題点を指摘する理論問題です。 問題文で 『責任会計の観点から』 と明示
されていますので， 原価管理に着目した解答を作成する必要があります。 なお， 単一基準配賦法かつ実際配賦によった
場合には，①特定の用役消費部門に対する実際配賦額は， 他の用役消費部門における補助部門用役消費の多少に
よって左右される，②用役消費部門に対する実際配賦額のなかに， 補助部門における予算差異相当分が混入する，
という２つの問題点があります。 本問では， １ 月に関してはメンテナンス部門において予算差異が生じていないこと， 問４で
『問３の問題点に対応するため，当工場では，単一基準配賦法から複数基準配賦法へ変更することにした』 とあることから，
①の問題点に絞って解答する必要がありました。 典型論点ですので， 確実に正答して欲しい問題です。
問４は， 単一基準配賦法から複数基準配賦法に変更することで， なぜ問３の問題点が解消できるのかを問う理論問題
です。本問では， 複数基準配賦法の特徴に着目し， サービス消費部門へ固定費配賦額の割合が一定となる旨を指摘する
必要がありました。 典型論点ですので， 確実に正答して欲しい問題です。
問５は， 複数基準配賦法かつ実際配賦により， 各製造部門のおけるメンテナンス部門費配賦額 （１月）を計算する問題
です。 本問も特に難しいところはありません。 確実に正答して欲しい問題です。
問６は， 複数基準配賦法かつ実際配賦により， 各製造部門のおけるメンテナンス部門費配賦額 （２月）を計算する問題
です。 本問も特に難しいところはありません。 確実に正答して欲しい問題です。
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問７は， 問６の計算結果に基づき， 複数基準配賦法かつ実際配賦の問題点を指摘する理論問題です。 本問も典型
論点ですので， 確実に正答して欲しい問題です。
問８は， 実際配賦から予定配賦へ変更することで， なぜ問７の問題点が解消するのかを問う理論問題です。 本問も
典型論点ですので， 確実に正答して欲しい問題です。
問９は， 複数基準配賦法かつ予定配賦により， 各製造部門におけるメンテナンス部門費配賦額 （２月）及びメンテナンス
部門費配賦差異を計算する問題です。 本問も特に難しいところはありません。 確実に正答して欲しい問題です。
問 10 は， 複数基準配賦法かつ予定配賦の責任会計上の問題点とその改善策を問う理論問題です。 本問では， サービス
消費部門に対する配賦額のなかに， メンテナンス部門における能率差異相当分が混入することを指摘し， そこから標準
配賦の採用が必要な旨を指摘する必要がありました。 実際原価計算の枠内で解決できないのであれば， 標準原価計算
かなという発想が持てれば良かったのですが， 現実的には厳しいでしょう。 こちらに関しては未学習の論点ですし， 出来
なくても仕方がないと思います。
久野 第 １ 問 ・ 問題２ですね。
多田野 第１問 ・ 問題２は， 「標準原価計算 （仕損 ・ 減損の発生と標準原価計算）」からの出題です。 計算については，
仕掛品勘定に， 『正常減損費および正常仕損費』が区分把握されている点が特徴的でした。 ただ， その点を除けば，
答練 ・ アクセスで出題している内容とあまり変わらないため， 全体的に取り組みやすかったのではないでしょうか。 理論に
関しては， 原価計算基準からの出題があったことが特徴的でした。 一部書きにくい所もあったかと思いますが， 部分点の
確保は十分可能でしょう。 以下， 問ごとに確認をしていきます。
問１は， 製造間接費に関する差異を計算する問題です。 問２の答案用紙に 『異常減損費および異常仕損費』 の記載が
あることから， 本問はいわゆる第二法に基づく差異分析と判断できます。 計算自体は平易ですから， ケアレスミスに注意
して， 確実に正答して欲しい問題です。
問２は， 仕掛品勘定の記入を問う計算問題です。 仕掛品勘定において， 『正常減損費および正常仕損費』 が区分把握
されている点が特徴的でした。 ただ， 第二法を前提に， いつもは良品に負担させている正常減損費および正常仕損費を
区分把握しているだけですので， そこに気づけば正答できたのではないでしょうか。 本問も確実に正答して欲しい問題
です。
問３は， 原価標準に正常減損費および正常仕損費を含める方法のメリットを問う理論問題です。 理想標準原価と現実的
標準原価の比較に関する知識を応用することで， なんとか部分点を確保して欲しい問題です。
問４は， 標準原価差異の理論的な会計処理と原価計算基準に関する理論問題です。 まず， (1) は標準原価差異の
理論的な会計処理を問う問題ですが， 問題文の中にヒントがあるので， これを上手く活用して欲しかった所です。
①については， 『外部報告にとって適切な原価は実際原価』 とあることから， なるべく実際原価に近づけるためにはどう
すべきか， すなわち標準原価差異を売上原価と期末棚卸資産に追加配賦する必要があると判断する必要がありました。
一方，②については， 『原価差異は無駄や損失であり， 製品原価性を有しない』 とあることから， 標準原価差異を非原価
項目として処理する必要があると判断する必要がありました。 問題を丁寧に読むことで， なんとか部分点を確保して
欲しかったです。 次に， (2) は原価計算基準に関する穴埋め問題です。 こちらは， 原価計算基準の内容を思い出しながら，
３つのうち２つ程度正答して欲しかったです。 最後に (3) ですが， こちらも原価計算基準の内容を問う問題です。 やや
細かい内容ではありますが， 何とか部分点を確保して欲しかったです。
久野 次は第２問 ・ 問題１ですね。
多田野 第２問 ・ 問題１は， 「設備投資意思決定」からの出題です。 計算については端数処理の指示が曖昧なため，
判断に悩んだ方が多かったのではないでしょうか。 計算自体のボリュームはそれほど多くはないのですが， この端数処理の
判断で悩むため， 結果的に解答にかなり時間を要しますし， ケアレスミスも生じやすいのではないでしょうか。 また， 理論に
関しても， 計算結果を踏まえた記述が要求される問題だったため， 計算ができていない場合には解答することが難しかった
でしょう。 以下， 問ごとに確認をしていきます。
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問１は， 当初案と代替案 １ に関する正味現在価値の計算およびその計算に関連する理論問題です。 本問では， 設問 １
及び設問２の計算にあたり，端数処理をどのように行うかが問題となります。本問において，端数処理が生じる段階には，
①各年度のキャッシュ ・ フロー収支を計算する段階，②正味現在価値を計算する段階の２つがあります。①の段階に
関しては素直に指示通り処理を行えば問題ないのですが，②の段階に関してはかなり悩ましいところですね。 詳しくは
解答解説を参照していただきたいのですが，②の段階は， 『計算途中では四捨五入せず， 各年度ごとに最終数値の
小数点第 １ 位を四捨五入する』 との指示をどのように解釈するかによって， 端数処理のタイミングが２通り考えられます。
具体的には， 各年度の現在価値を計算するタイミングで四捨五入するとも解釈できますし， 正味現在価値を計算する
タイミングで四捨五入するとも解釈できます。 解釈により解答に幅がありますので， 解答解説ではいずれのパターンで
計算した場合も模範解答として示しています。 仮にこの端数処理の問題をクリアできたとしても， 設問 １ では割引計算の
タイミングが平成 28 年度末時点となっており， 平成 29 年度末時点の正味現在価値を計算してしまった方も多かったのでは
ないかと想定されます。 以上を勘案すると， 本問は正答できなくても問題ないでしょう。 また， 理論に関しては， 計算が
正答出来ないと完璧な記述は難しいと思いますが， 意思決定上考慮する部分としない部分にスポットを当てた記述が
できれば十分でしょう。 こちらも正答できなくても特に問題ありません。
問２は， 代替案 １ ～３の比較に関する計算および理論問題です。 設問 １ に関しては， 仮に正しい数値が計算出来なく
ても， キャッシュ ・ フローの大小関係から代替案３が有利なのは明らかですので， こちらに関しては正答して欲しい問題
です。 設問２に関しては， 計算 ・ 理論ともに状況把握が十分に出来ていないと正答は難しいでしょう。 今回は出来なくても
問題ありません。
久野 第２問・問題２，最後の問題ですね。
多 田 野 第 ２ 問 ・ 問 題 ２ は， 「分 権 組 織 と
グループ経営 （内部振替価格）」からの出題
です。 計算については， いわゆる典型論点
とは異なる問題であるため， 初見で問題を
解く力が試される問題でした。 計算自体の
ボリュームはそれほど多くはないのですが，
考えながら問題を解き進める必要があり，
結果的に時間がかかったのではないでしょ
うか。 また， 理論に関しても第２問の問題 １ と
同様に計算ができないと解答が難しい問題
でした。以下，問ごとに確認をしていきます。
問１は， 製品Ａの内部振替価格を計算する
問 題 で す。 本 問 は， 問 題 文 の 『予 算 損 益
計算書 〔資料Ⅰ〕から得られる営業利益を各事業部の予算の総原価の割合で按分するように内部振替価格を設定』 との
指示に従えば， 容易に計算することができます。 確実に正答して欲しい問題です。
問２は， 製品単位当たりで製造原価を配賦していることにより生じる原価差異の名称を解答し， その原価差異を計算する
問題です。 まず， 原価差異の名称に関してですが， 〔資料Ⅰ〕の （注２）に 『製造原価に含まれる製造間接費において，
予算差異および能率差異が生じていない』 旨の指示があります。 ここから， 本問で問われている原価差異は， 操業度差異と
判断することができます。 あとは， 製品単位当たりの固定製造原価 3,000 円に， 予算と実際の生産量の差 600 個
（＝3,000 個－2,400 個）を乗じることで， 操業度差異を計算することができます。 このように問題を丁寧に読み取ることで
正答は可能ですが， 本試験の緊張感を加味すると現実的には難しかったかもしれません。 本問は落としても仕方がない
でしょう。
問３は， 問２の操業度差異を配分した後の製造事業部と販売事業部の営業利益を計算する問題です。 本問は， 問２が
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出来ていることが前提の問題となります。 問２が難しい問題であったことを勘案すると， こちらも落としても仕方ないでしょう。
問４は， 製造事業部で生じた操業度差異を， なぜ製造事業部と販売事業部に配分することにしたのかを問う理論問題
です。 本問では， 不利な操業度差異が生じた原因の一部が販売事業部にもある旨を指摘できれば良かったのですが，
書き方が悩ましい問題ですので本問も落としても仕方がないでしょう。
問５は， 日本の本社と海外の子会社との間の移転価格に関する計算 ・ 理論問題です。 国外取引における移転価格
という文言を見て面食らった方も多かったのではないでしょうか。 しかし， 丁寧に問題文を読みながら解き進めると， 実は
問 １ ～問４よりも解きやすい問題でした。
まず設問１ですが， 問題文の 『Ｚ社グループ全体としての法人税の負担額をできるだけ軽減することを前提とした場合の
移転価格を設定』 という指示に従い， 移転価格を計算する必要があります。 本問のポイントは，Ｚ社グループの法人税の
負担額を軽減するためには， 税率が相対的に低い日本側でできるだけ多くの利益を計上し， 税率が相対的に高い
Ｘ国側の利益をできるだけ圧縮する点にあります。 ここで移転価格は， 製品Ｂを供給する日本のＺ社では収益として計上
され， 製品Ｂを受け入れるＸ国の販売子会社Ｙでは費用として計上されることになります。 したがって， 可能な限り移転価格を
高く設定することが，Ｚ社グループの法人税の負担額の軽減に資することになります。 この点， 本問では， 移転価格の上限が
同種製品の平均輸入価格 （関税課税前）の 2,730 円となっておりますので， この金額が正解となります。 問題の読み取りに
時間がかかると思いますが， 何とか正答して欲しい問題です。 また， 理論問題に関しては， 上記の計算上の判断過程を
うまく文章にすることが出来れば， 満点とはいかないまでも， 部分点は十分に確保できたのではないでしょうか。
次に設問２ですが， 関税の影響を加味した上で， 移転価格を全部原価に基づく 2,100 円で設定した場合と設問 １ で
求めた 2,730 円に設定した場合の日本およびＸ国での税引後利益を計算する問題です。 こちらは， 設問 １ が出来た方は
その流れで正答できたのではないでしょうか。
最後に設問３ですが， 関税の影響を加味した上で， 移転価格を全部原価に基づく 2,100 円と設問 １ で求めた 2,730 円の
どちらを振替価格に設定した方が有利かを問う理論問題です。 こちらは， 設問２が出来ていれば， 両者の利益を比較する
だけです。 設問２が出来た方はその流れで正答できたのではないでしょうか。
久野 さて， 管理会計論の合格者水準の素点はどれくらいになるのでしょうね。
多田野 合格ラインを予想してみます。
第 １ 問に関しては全体的に平易であったため７割５分程度， 第２問に関しては全体的に難しかったため２割５分程度を
確保して欲しいところです。 単純合算すると５割程度となりますが， 本試験の緊張感を加味すると４割５分程度が合格ライン
となるのではないでしょうか。
久野 ありがとうございました。

来 年 以 降 の 受 験 生 に アド バ イス
久野 さて， 管理会計論について， 近年の傾向をみて， 来年以降どんなふうに学習を進めていけばよいでしょう。
多田野 近年の合格ラインは４割から４割５分程度と想定されます。 何か強い意図が働かない限り， 来年も同じような水準に
なるはずなので， 平易な問を見つけて， その問を確実に正答できる能力を身につけることが重要です。 難しいと思ったら
飛ばすことも大事ですね。 この練習ができるよう論文答練や公開模試を作成していますので， みなさんは毎回， 逃げずに，
日程表通り答練を受講してください。
久野 来年度の公認会計士試験の受験を予定される方へのアドバイスはどのようになるでしょう。
多田野 短答式試験， 論文式試験ともに， 平易な問題の出来が合否を左右します。 特に， テキスト重要性一覧に示して
ある重要性 （Ａ，Ｂ，Ｃ）のうち， 重要性の高いＡ， 次に高いＢの内容が捻りなく出題された場合には， 確実に正答する
必要があります。 まずは，Ａ，Ｂランクの分野からマスターしていきましょう。Ｃランクの分野は後回しで構いません。 なお，
各分野の学習にはトレーニングや理論問題集を利用し， 実戦練習には答練を利用してください。 その実戦練習のなかで，
特に平易な問題を確実に正答できる能力を身につける練習には， アクセス答練を活用して下さい。 そして， 難しい問を
飛ばすことを含めた取捨選択の練習には， 本試験と同様の問題構成 ・ 制限時間で実施する短答答練と論文答練を活用
して下さい。
久野 多田野先生， ありがとうございました。

