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授業の目標（Course Objectives） 

1. 基本的な商業簿記を修得し，初歩的な会計実務に対応できる。 

2. 財務諸表が経済社会において果たす役割を理解している。 

3. 企業を取り巻く様々な経済事象の会計処理を，財務会計の基本原則に関連づけて理解している。 

4. 財務諸表分析の考え方を理解し，初歩的な分析を行うことができる。 

 

1. To learn basic bookkeeping to be able to handle rudimentary accounting work. 

2. To understand the role of financial statements in the economic world. 

3. To understand and associate the accounting for various economic events surrounding companies with the fundamental 

principles of Financial Accounting. 

4. To understand the thinking behind the analysis of financial statements to be able to perform rudimentary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の財務諸表は，企業の経済活動を総合的に理解するうえで重要な情報である。本講義では，財務諸表の作成方法を規定す

る会計制度と，それを支える会計理論を学ぶ。 

春学期には，企業会計を支える技術である簿記について学ぶ。また，簿記の学習を通じて，企業の経済活動に対する理解を深

めていくことも狙いとしている。 

春学期の学習を踏まえて，秋学期には，財務諸表が経済社会においてどのような役割を果たしているのか，企業の経済活動の

結果がどのように財務諸表に集約されていくのかという点を学ぶ。 

学生が実際の経済事象を意識しながら会計学を学習できるように，実際の企業の財務データ等を講義で適宜取り上げる。 

 

Financial statements are an important form of information for the comprehensive understanding of corporate economic activity. 

In these lectures, students will learn about the accounting system which regulates how financial statements are created and the 

accounting theory which underlies the statements. 

During the spring semester, students will learn the technique of bookkeeping which supports corporate accounting. An additional 

objective of learning bookkeeping is to deepen the students’ understanding of corporate economic activity. 

Based on the material learned during the spring semester, students will study the roles of financial statements in the economic 

world and how the results of corporate economic activity are aggregated in financial statements during the fall semester. 

Real corporate financial data, etc. will be covered during the lectures when appropriate so that the students can study 

Accounting while keeping actual economic events in mind. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計学の講義開始にあたって＜テキスト 1：簿記の学習 1-11＞簿記のしくみ 

2. 仕訳と勘定 

3. 商品売買 

4. 現金，預金および手形 

5. 有形固定資産，債権債務 

6. 株式会社の資本，損益取引，訂正仕訳 

7. 商品有高帳等，伝票 

8. 試算表，決算：売上原価の算定，貸倒れの見積り，精算表 

9. 決算：減価償却，費用・収益の決算整理 

10. 決算：現金過不足，当座借越，貯蔵品，消費税，法人税等 

11. 決算：精算表，帳簿の締切り，貸借対照表・損益計算書の作成 

12. ＜テキスト 2：財務会計の学習 12-28＞ 

財務会計の基礎 

13. 財務諸表の仕組み 

14. 棚卸資産の会計 

15. 有形固定資産の会計(1) 

16. 有形固定資産の会計(2) 

17. 無形固定資産および繰延資産の会計 



18. 金融資産の会計 

19. 負債の会計 

20. 純資産の会計 

21. 収益と費用の会計 

22. 税効果会計 

23. 外貨換算会計(1) 

24. 外貨換算会計(2) 

25. 企業結合会計(1) 

26. 企業結合会計(2) 

27. 連結財務諸表 

28. 財務諸表の分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：次回に学習する教科書の該当範囲を事前に読んで講義に出席する。 

復習（テキスト 1）：教科書の練習問題を利用して復習をする。 

復習（テキスト 2）：教科書を読みなおし，重要な用語の内容を整理する。教科書の設例を確認する。授業においても必要に応じて

前回の学習内容を復習するための問題演習を取り入れる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2021、『大原で合格る日商簿記３級＜第 2 版＞』、中央経済社 (ISBN:9784502392719) 

2. 田中建二、2021、『財務会計入門（第 6 版）』、中央経済社 (ISBN:9784502378317) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPoint を使用した講義形式で，理解を確認するために必要に応じて問題演習を行う。 

資料の配付や授業に関するお知らせのために Blackboard または立教時間を使用する。 

教員への質問・相談窓口として専用メールアドレスを履修者に通知する。 

 

注意事項（Notice） 

 


