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プロフェッショナル簿記
第146回日商簿記１級合格プログラム 
標準原価計算（経験者向・本質理解編）



本講義の対象者と概要
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テキストで標準原価計算の解き方は学んだけれど… 

•標準原価計算のインプットは学習したものの、今ひとつ
腹落ちしていない、本試験で十分に得点できない 

•ボックス図やシュラッター図などを用いた解法は知って
いるけれど、実は、それがどのような意味を持つのか分
からない

標準原価計算って 
いまいちよくわからないよね



今日の講義のゴール
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標準原価計算の本質理解 

•標準原価計算の「標準」とは何を意味しているのか 
•数量差異と価格差異の意味するところと責任会計 
•記帳方法と責任会計 

本試験対応レベルへのアップグレード 

•ミスなくスピーディに差異分析を行う方法

うん、がんばる



本質理解チェックテスト

これから標準原価計算の本質
をどれだけ理解しているかを
チェックする問題を３問出題
します。 

気軽にチャレンジしてみてく
ださいね。



本質理解チェックテスト １
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正常な状態で直接材料を100kg消費すると80kg
が完成し、20kgが減損する。 

今月、直接材料を100kg消費したら70kgが完成
し、30kgが減損した。 

月初月末の在庫は無いものとして、今月の異常
減損は何kgか。

チェック問題１　標準消費量と異常減損

えっ10kgじゃないの



本質理解チェックテスト １
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10kgと答えたあなた、 
まだ間に合います。 
一緒に勉強しましょう。

答えは後ほど



本質理解チェックテスト ２
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1. 価格差異と数量差異、工場にとって大切な
のはどちらの差異？ 

2. 以下の差異は、誰に責任がある？ 
• 材料費価格差異、材料費消費量差異 
• 賃率差異、作業時間差異 
• 製造間接費予算差異、能率差異、操業度差異

チェック問題２　差異の意味

少なくとも僕には 
責任ないと思うんだよね



本質理解チェックテスト
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問われている意味そのものが  
よく分からないあなた、 
まだ間に合います。 
一緒に勉強しましょう。

答えは後ほど



標準を理解しよう

標準原価計算で難しいのは
実は「標準」とは何か？で
す。標準って結局、予定み
たいなものでしょ？と思っ
ている方、是非ここで、
しっかり標準原価計算にお
ける「標準」の意味をつか
んでください。



ケーキ屋さんでの異常減損量 その１
100kgの小麦粉を消費したら70kgのケーキが出来た。 

(1) 店長が超きびしい人で「1グラムたりとも減損は許さ
ない」という人なら異常減損量は何kg？ 

(2)  店長が超やさしい人で「ある程度の減損は仕方ないよ
ね。1kg消費して700gのケーキが出来ればいいんじゃ
ない？」という人だった場合、異常減損量は何kgか
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異常減損量理解度テスト 1

1グラムたりとも 
減損は許さないぜよ
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(1) 30kg 
(2) 0kg

答え

異常減損量は、店長の優しさ次第

異常減損量理解度テスト 1



ケーキ屋さんでの異常減損量 その２

100kgの小麦粉を消費したら70kgのケーキが出来た。 

店長が普通の人で「ある程度の減損は仕方ないよね。こ
の前、ちゃんと計測したら1kg消費して800gのケーキが
出来たから、これを標準にしよう！」という場合、異常
減損量は何kgか
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異常減損量理解度テスト 2

1kg消費して800グラムの 
ケーキが出来ればいいと思うの
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12.5kg

答え

異常減損量理解度テスト 2
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なぜ、この問題を10kgと答えてしまうか。それは、投入量
100kgを基準に標準的には80kgできるはずなのに、70kgし
か出来ていないから、異常減損を10kgと答えてしまう。 

標準的に出来るはずの量：100kg×0.8＝80kg  
実際に出来た量：70kg 

よって、異常減損：80kg−70kg＝10kg

この勘違いは多いが大いなる間違え

異常減損量で多い勘違い
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正解は12.5kg。これは、完成品量70kgを基準に、標準的に
は87.5kgの消費で済むはずが、実際は100kgを消費してし
まったからと考える。 

標準的に消費すべき量：70kg÷0.8＝87.5kg  
実際に消費した量：100kg 

よって、異常減損：100kg−87.5kg＝12.5kg

ここ重要。標準原価計算の基本ルール

異常減損量の正しい考え方
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異常減損は実際消費量と標
準消費量の差異であって、 
実際生産量と標準生産量の

差異ではない。

異常減損量の計算方法



差異の本質を理解しよう

標準原価計算は、ボックス
図やシュラッター図を使う
と意味が分かっていなくて
も計算だけは出来てしまい
ます。しかし、それでは、
少しでもヒネられた問題が
出されるとお手上げです。
差異の本質的な意味を学習
しましょう。



数は率と量に分けられる

たとえば・・・ 

(1) 売上10万円は、客単価＠500円×200人 
(2) 合格者100人は、合格率10％×受験者1,000人 
(3) 500kmの距離は、時速100km×５時間
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数を分けるはなし



差異分析とは差異を率の差異と量の差異に分けること

直接材料費なら、価格差異と数量差異 
直接労務費なら、賃率差異と作業時間差異 
製造間接費なら、予算差異と能率差異 

ただし、製造間接費の操業度差異だけは特殊なのでとりあえ
ず、いったんおいておく。
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差異も率と量に分けられる



差異分析はそもそも何のため？ 
差異分析は、能率管理と業績評価のために行う 
（ざっくり言えば、上司が部下の仕事ぶりを管理するため） 

率の差異って工場で管理できるの？ 
原料の購入価格って誰が管理している？直接工の時給は？一部、工場
の権限が及ぶこともあるけど、一般的には工場では管理出来ない。 

数量の差異は大切だ 
材料消費量差異はたとえば運搬中にこぼしたり、仕損によって発生す
る。工場の管理下にある。原因を分析すれば今後の活動に活かせる。
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差異分析はそもそも何のため
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経営  
管理

人事  
部門

購買  
部門

営業  
部門

工場  
部門 他

直接材料費
価格差異 △ ◎ △
数量差異 ◎

直接労務費
賃率差異 △ ◎ △

作業時間差異 ◎

製造間接費
予算差異 △ ◯
能率差異 ◎

操業度差異 ◯ ◯ ◯

チェックテスト答え合わせ

差異の責任は誰にある？



記帳方法と責任会計

標準原価計算の記帳方法を
学習しましょう。そもそも
なぜ、パーシャル・プラン、
シングル・プラン、といっ
た複数の記帳方法があるの
でしょうか。これは責任会
計と密接に関連していま
す。



パーシャル・プランは仕掛品勘定で差異を把握
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標準原価計算の記帳方法

月初
完成品

原価要素 月末

原価差異

諸口 仕掛品

月初
売上原価

完成品
月末

標準原価
実際原価

仕掛品勘定 製品勘定各費目の勘定

仕掛品勘定で 
原価差異を把握



シングル・プランは各費目の勘定で差異を把握
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標準原価計算の記帳方法

月初
完成品

原価要素
月末

月初
売上原価

完成品
月末

標準原価
実際原価

仕掛品勘定 製品勘定各費目の勘定

各費目の勘定で 
原価差異を把握

諸口

仕掛品

原価差異
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標準原価計算の記帳方法

修正パーシャルプラン 
シングル・プランとパーシャルプランが混合された記帳方法。 
率の差異のみを各費目の勘定で把握し、数量の差異は仕掛品勘定で把
握する。 

材料受入価格差異を把握しているケース 
パーシャル・プランの一形態として材料受入価格差異を把握している
ケースがある。この場合、価格差異に含まれるのは消費した分だけで
はなく、購入した分すべてである。



相違点は差異をどこで把握するか
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標準原価計算の記帳方法

パーシャル  
プラン

シングル  
プラン

修正パーシャル  
プラン

材料受入価格差
異把握ケース

直接材
料費

価格差異 仕掛品勘定 各費目勘定 各費目勘定 材料受入価格差異

数量差異 仕掛品勘定 各費目勘定 仕掛品勘定 仕掛品勘定

直接労
務費

賃率差異 仕掛品勘定 各費目勘定 各費目勘定 仕掛品勘定

作業時間差異 仕掛品勘定 各費目勘定 仕掛品勘定 仕掛品勘定

製造間
接費

すべての差異 仕掛品勘定 製造間接費 
勘定 仕掛品勘定 仕掛品勘定
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記帳方法と責任会計 1

記帳方法と原価計算 

個別原価計算は、製造指図書を発行しているので材料出庫時点で必要
な原料の量が把握できる。つまり、各原価要素の勘定に記帳する段階
で差異を把握できる。 

総合原価計算は、1カ月間など、期間を区切って完成品や仕掛品の量を
計測しないと、どれだけの原料が必要だったのか把握できない。

シングル・プランは個別原価計算と強く結びつく 
パーシャル・プランは総合原価計算と強く結びつく
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記帳方法と責任会計 2

仕掛品勘定は工場の成績表 

仕掛品勘定に不利差異があると、工場の責任に見えてしまう。 
価格差異は工場では管理不能で責任がないので、仕掛品勘定で把握し
たくない。しかし、数量差異は工場の責任だから、仕掛品勘定で把握
したい。

修正パーシャルプランはこれらのニーズを満たす記帳法



あらゆる差異分析に応用できる 
たった１つの計算法則

試験で役に立つテクニック
を紹介しましょう。 

あらゆる差異分析は１つの
計算法則で説明できます。
これを知れば、標準原価計
算に限らず、予算実績差異
分析でも商業簿記の棚卸減
耗費と商品評価損までも一
元的に計算可能です。



率の差異には実際量 
標準原価計算の価格差異、賃率差異、予算実績差異分析の市場占有率
差異、商業簿記の商品評価損など、率に関する差異には、必ず実際量
を掛ける。これに例外はない。 

数量の差異には予定の率 
標準原価計算の数量差異、作業時間差異、予算実績差異分析の市場総
需要量差異、商業簿記の棚卸減耗費など、数量に関する差異には、必
ず予定（予算、標準）の率を掛ける。これに例外はない。
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差異分析の鉄則



次の直接材料費の差異分析を行いなさい 

価格差異　21万円 
想定よりも＠５円高かった。価格差異は必ず実際数量を掛けるので
42,000kgを掛ければいい。よって21万円 

数量差異　18万円 
想定よりも2,000kgも多く使ってしまった。数量差異は必ず標準単
価を掛けるので＠90円を掛ければいい。よって18万円
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差異分析の練習問題 1

標準 ＠90円×40,000kg＝360万円
実際 ＠95円×42,000kg＝399万円



商品評価損と棚卸減耗費を計算しなさい 
商品有高帳によれば＠20円の商品が1,200個ある。実地棚卸をしたと
ころ1,150個しかなく、正味売却価額は＠18円だった。 

商品評価損　2,300円 
想定よりも＠２円低下していた。率の差異には必ず実際数量を掛けるので
1,150個を掛ければいい。よって2,300円 

棚卸減耗費　1,000円 
想定よりも50個足りなかった。数量の差異には必ず帳簿単価を掛けるので 
＠20円を掛ければいい。よって1,000円
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差異分析の練習問題 2

帳簿 ＠20円×1,200個＝24,000円
実地棚卸 ＠18円×1,150個＝20,700円



次の直接材料費の差異分析を行いなさい
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差異分析の時短テク

標準 ＠90円×40,000kg＝360万円 ①

＝378万円 ②

実際 ＠95円×42,000kg＝399万円 ③

Step１ 矢印のように斜めに掛け算 
＠90×42,000kg を 計算し、378万円を②の位置に記入 

Step２ ①−② が数量差異 （360万円−378万円＝△18万円） 
Step３ ②−③ が価格差異 （378万円−399万円＝△21万円）

数量差異

価格差異

実は ＠95円を使っていない。これが重要。



工業簿記
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一般のテキストの差異分析

価格差異 △21万円

数量差異 △18万円

商業簿記

商品評価損 
△2,300円 棚卸減耗費 

△1,000円

40,000kg 42,000kg

＠95円

＠90円

＠20円

＠18円

1,150個 1,200個

本質的には同じ計算
なのにボックス図の
形が異なる。 
一般テキストにはこ
ういった解法が掲載
されているが、ナン
センス。 
本講義の統一的解法
をマスターしよう。
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日商簿記過去問を分析する

１．差異分離問題（歩留配合差異など）

頻出４パターン

２．工程別標準原価計算

３．仕損・減損の処理

４．勘定記入・連絡の問題（会計処理の問題）

138,132,123,117,110,95,83,72

125,111,87,82

134,128,120,105,102

113,108,96,92,79,77


