
2019年6月合格目標 ６月 ７月 1級合格本科生 岡山校通学日程表

（前期）１級商会ベーシック（22回）＋1級工原ベーシック（22回）　 ６月～８月

（後期）１級商会アドバンス（14回）＋1級工原アドバンス（14回）

（直前）１級商会的中答練（5回）＋１級工原的中答練（5回） 予約制

※1級全国公開模試（1回） ※時間帯を選べます。

科目・回数 学習テーマ(内容) 視聴開始日

1 ベーシック講義商会Ⅰ 第１回  商業簿記総論 6/23 (土) ～

2 ベーシック講義商会Ⅰ 第２回  会計学総論、勘定分析、返品・値引・割戻と割引 6/25 (月) ～

3 ベーシック講義商会Ⅰ 第３回  原価率、利益率、返品・値引・割戻と原価率の関係、棚卸資産の評価方法 6/30 (土) ～

4 ベーシック講義商会Ⅰ 第４回  棚卸資産の評価基準、売価還元法 7/2 (月) ～

5 ベーシック講義商会Ⅰ 第５回 手許商品区分法、積送諸掛の会計処理 7/7 (土) ～

6 ベーシック講義商会Ⅱ 第１回  税金（法人税などの計算）、税効果会計（将来減算一時差異まで） 7/9 (月) ～

7 ベーシック講義商会Ⅱ 第２回  税効果会計（将来加算一時差異から）、現金・預金、金銭債権・貸倒引当金（現在価値と将来価値） 7/14 (土) ～

8 ベーシック講義商会Ⅱ 第３回  基礎演習 第１回、金銭債権の評価、貸倒見積高まで 7/16 (月) ～

9 ベーシック講義商会Ⅱ 第４回  貸倒引当金の設定から、有価証券の分類、購入と売却 7/21 (土) ～

10 ベーシック講義商会Ⅱ 第５回  有価証券の評価 7/23 (月) ～

11 ベーシック講義商会Ⅱ 第６回  外貨換算会計（外貨建取引、外貨建有価証券、有形固定資産（減価償却、耐用年数の変更） 7/28 (土) ～

12 ベーシック講義商会Ⅱ 第７回  有形固定資産（売却・除却・買換え、臨時損失と保険差益）、圧縮記帳 7/30 (月) ～

13 ベーシック講義商会Ⅱ 第８回  無形固定資産（減損会計、資産除去債務）、無形固定資産、投資その他の資産 8/4 (土) ～

14 ベーシック講義商会Ⅱ 第９回  繰延資産、研究開発費等、引当金、退職給付会計（退職給付債務、年金資産） 8/6 (月) ～

15 ベーシック講義商会Ⅱ 第10回  基礎演習 第２回、会計処理 8/11 (土) ～

16 ベーシック講義商会Ⅱ 第11回  社債（普通社債の会計処理、買入償還、抽選償還）、純資産の部の表示 8/20 (月) ～

17 ベーシック講義商会Ⅱ 第12回  純資産（資本）-新株の発行、利益剰余金の処分と配当、計数の変動、自己株式、株主資本等変動計算書 8/25 (土) ～

18 ベーシック講義商会Ⅲ 第１回  本支店会計 8/25 (土) ～

19 ベーシック講義商会Ⅲ 第２回  企業結合、合併（合併相殺仕訳まで） 8/27 (月) ～

20 ベーシック講義商会Ⅲ 第３回  合併（合併比率の計算から）、連結会計Ⅰ（連結財務諸表）、連結会計Ⅰ（支配獲得日の連結） 9/1 (土) ～

21 ベーシック講義商会Ⅲ 第４回  連結会計Ⅱ（支配獲得日後の連結１期目） 9/3 (月) ～

22 ベーシック講義商会Ⅲ 第５回  基礎演習 第３回、連結会計Ⅱ（支配獲得日後の連結2期目） 9/8 (土) ～

科目・回数 学習テーマ(内容) 視聴開始日

1 ベーシック講義工原Ⅰ 第１回  総論、原価記録と財務諸表、個別原価計算 6/23 (土) ～

2 ベーシック講義工原Ⅰ 第２回  材料費会計 6/25 (月) ～

3 ベーシック講義工原Ⅰ 第３回  労務費会計、経費会計 6/30 (土) ～

4 ベーシック講義工原Ⅰ 第４回  製造間接費会計 7/2 (月) ～

5 ベーシック講義工原Ⅰ 第５回  原価の部門別計算（Ⅰ） 7/7 (土) ～

6 ベーシック講義工原Ⅰ 第６回  原価の部門別計算（Ⅱ）、基礎演習 第1回 7/9 (月) ～

7 ベーシック講義工原Ⅱ 第１回  総合原価計算の基礎 7/14 (土) ～

8 ベーシック講義工原Ⅱ 第２回  仕損・減損が生じる場合の計算（正常仕損費の処理-Ⅰ「度外視法」）まで 7/16 (月) ～

9 ベーシック講義工原Ⅱ 第３回  仕損・減損が生じる場合の計算（正常仕損費の処理-Ⅱ「非度外視法」）から 7/21 (土) ～

10 ベーシック講義工原Ⅱ 第４回  工程別総合原価計算 7/23 (月) ～

11 ベーシック講義工原Ⅱ 第５回 組別・等級別総合原価計算 7/28 (土) ～

12 ベーシック講義工原Ⅱ 第６回  標準原価計算の基礎 7/30 (月) ～

13 ベーシック講義工原Ⅱ 第７回  標準原価計算における仕損・減損（「仕損差異」まで） 8/4 (土) ～

14 ベーシック講義工原Ⅱ 第８回  標準原価計算における仕損・減損（配合差異と歩留差異の分析） 8/6 (月) ～

15 ベーシック講義工原Ⅲ 第１回  経営管理のための会計情報、2. 直接原価計算 8/11 (土) ～

16 ベーシック講義工原Ⅲ 第２回  直接標準原価計算、基礎演習 第2回 8/20 (月) ～

17 ベーシック講義工原Ⅲ 第３回  原価・営業量・利益関係の分析（CVPの感度分析まで） 8/25 (土) ～

18 ベーシック講義工原Ⅲ 第４回  原価・営業量・利益関係の分析、最適セールス・ミックスの決定 8/25 (土) ～

19 ベーシック講義工原Ⅲ 第５回  差額原価収益分析、業務執行上の意思決定（「内製か購入かの意思決定」まで） 8/27 (月) ～

20 ベーシック講義工原Ⅲ 第６回  業務執行上の意思決定（「在庫管理のための経済的発注量の計算」まで） 9/1 (土) ～

21 ベーシック講義工原Ⅲ 第７回  設備投資の意思決定（「意思決定モデルの具体例」まで） 9/3 (月) ～

22 ベーシック講義工原Ⅲ 第８回  設備投資の意思決定（「設備投資にともなうキャッシュ・フローの予測」まで）、基礎演習 第3回 9/8 (土) ～
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アドバンス講義以降の日程は後日発表します。　11月検定以降週2回ペース。

　個別ﾌﾞｰｽ DVD 初回（初日）は
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