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２７－３
解説

４月中の取引を仕訳で示すと次のとおりである。
1 日 (借) 保 険 料

24,000 (貸) 前払保険料 24,000

(借) 未払家賃
3 日 (借) 仕

18,000 (貸) 支払家賃 18,000

入 474,000 (貸) 当座預金 174,000
支払手形 300,000

4 日 (借) 前 受 金

72,000 (貸) 売

売 掛 金

上 720,000

648,000

(借) 発 送 費

4,000 (貸) 現

金

4,000

5 日 (借) 買 掛 金 200,000 (貸) 支払手形 200,000
6 日 (借) 仕

入 320,000 (貸) 支払手形 134,000
買 掛 金 186,000

7 日 (借) 受取手形 400,000 (貸) 売

上 600,000

売 掛 金 200,000
9 日 (借)貸倒引当金 24,000 (貸) 売掛金 30,000
貸倒損失

6,000

10 日 (借) 仮 払 金 100,000 (貸) 当座預金 100,000
11 日 (借) 当座預金 380,000 (貸) 仮受金 380,000
16 日 (借) 支払手形 194,000 (貸) 当座預金 194,000
17 日 (借) 旅費交通費 92,000 (貸)仮払金 100,000
現

金

8,000

(借) 仮 受 金 380,000 (貸)売 掛 金 280,000
前 受 金 100,000
18 日 (借) 仕

入 260,000 (貸)支払手形 160,000
買 掛 金 100,000

(借) 仕
21 日 (借) 給

入

8,000 (貸)現

金

8,000

料 360,000 (貸) 所得税預り金 42,000
従業員立替金 36,000
当座預金

22 日 (借)前 受 金

100,000 (貸) 売

受取手形

680,000

売 掛 金

244,000

282,000

上 1,024,000

25 日 (借) 当座預金 818,000 (貸) 貸 付 金 800,000
受取利息

18,000

31 日 (借) 備品減価償却累計額 288,000 (貸) 備品 400,000
減価償却費 6,000

固定資産売却益 10,000

未収入金 116,000
備品減価償却累計額：\400,000×0.9×（4 年／5 年）＝\288,000
減価償却費：\400,000×0.9÷5 年×（1 か月／12 か月）＝\6,000
支払家賃 216,000 (貸) 当座預金 216,000

(借)
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２７－４
解説

４月中の取引を仕訳で示すと次のとおりである。
１．ａ．(借) 売掛金 1,400,000 (貸) 売上 1,400,000
(借) 売上 56,000 (貸) 売掛金 56,000
ｂ．(借) 当座預金 800,000 (貸) 売上 800,000
ｃ．(借) 受取手形 320,000 (貸) 売上 320,000
２．ａ．(借) 仕入 940,000 (貸) 買掛金 940,000
(借) 買掛金 32,000 (貸) 仕入 32,000
ｂ．(借) 仕入 560,000 (貸) 当座預金 560,000
ｃ．(借) 仕入 630,000 (貸) 支払手形 630,000
３．ａ．(借) 当座預金 800,000 (貸) 売上 800,000
1.b.と二重仕訳のため削除
ｂ．(借) 当座預金 1,000,000 (貸) 売掛金 1,000,000
ｃ．(借) 当座預金 400,000 (貸) 受取手形 400,000
４．ａ．(借) 仕入 560,000 (貸) 当座預金 560,000
2.b.と二重仕訳のため削除
ｂ．(借) 買掛金 760,000 (貸) 当座預金 760,000
ｃ．(借) 支払手形 240,000 (貸) 当座預金 240,000
ｄ．(借) 借入金 100,000 (貸) 当座預金 100,000
(借) 支払利息 24,000 (貸) 当座預金 24,000
５．ａ．(借) 給料 80,000 (貸) 現金 80,000
ｂ．(借) 支払家賃 40,000 (貸) 現金 40,000
ｃ．(借) 消耗品費 180,000 (貸) 現金 180,000
６．ａ．(借) 貸倒引当金 12,000 (貸) 売掛金 12,000
ｂ．(借) 支払家賃 30,000 (貸) 前払家賃 30,000
(借) 未払利息 16,000 (貸) 支払利息 16,000
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２７－５
解説

４月中の取引を仕訳で示すと次のとおりである。
１．(借) 受取利息 2,000

(貸) 未収利息 2,000

(借) 未払広告宣伝費 44,000

(貸) 広告宣伝費 44,000

２．(借) 備品減価償却累計額 60,000 (貸) 備品 100,000
現金

36,000

固定資産売却損

4,000

３．(借) 現金 164,000

(貸) 売掛金 164,000

４．(借) 現金 62,000

(貸) 売上 62,000

５．(借) 買掛金 88,000

(貸) 現金 88,000

６．(借) 当座預金 100,000

(貸) 現金 100,000

７．(借) 当座預金 120,000

(貸) 売掛金 120,000

８．(借) 仕入 66,000

(貸) 現金 66,000

９．(借) 当座預金 26,000

(貸) 受取手数料 26,000

10．(借) 仮払金 100,000

(貸) 現金 100,000

11．(借) 広告宣伝費 92,000

(貸) 当座預金 92,000

12．(借) 売掛金 268,000

(貸) 売上 268,000

13．(借) 受取手形 352,000

(貸) 売上 352,000

14．(借) 当座預金 160,000

(貸) 受取手形 160,000

15．(借) 仕入 196,000

(貸) 買掛金 196,000

16．(借) 仕入 130,000

(貸) 支払手形 130,000

17．(借) 仕入 120,000

(貸) 前払金 120,000

18．(借) 支払手形 150,000

(貸) 当座預金 150,000

19．(借) 当座預金 1,206,000

(貸) 貸付金 1,200,000
受取利息

6,000

20．(借) 支払利息 12,000

(貸) 当座預金 12,000

21．(借) 旅費交通費 84,000

(貸) 仮払金 100,000

現金

16,000

22．(借) 給料 156,000

(貸) 当座預金 156,000
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２７－６
解説

４月中の取引を仕訳で示すと次のとおりである。
[資料１の仕訳]
<現金出納帳より>
３日 (借) 支払家賃 6,000 (貸) 現金 6,000
６日 (借) 仕入 16,000 (貸) 現金 16,000
８日 (借) 現金 32,000 (貸) 売上 32,000
10 日 (借) 現金 24,000 (貸) 売掛金(岡) 24,000
15 日 (借) 現金 120,000 (貸) 当座預金 120,000
16 日 (借) 消耗品費 15,600 (貸) 現金 15,600
25 日 (借) 給料 15,200 (貸) 現金 15,200
27 日 (借) 通信費 19,200 (貸) 現金 19,200
<当座預金出納帳より>
９日 (借) 当座預金 60,000 (貸) 受取手形 60,000
(借) 備品 80,000 (貸) 当座預金 80,000
15 日 (借) 現金 120,000 (貸) 当座預金 120,000 (二重仕訳のため削除
19 日 (借) 支払手形 76,000 (貸) 当座預金 76,000
30 日 (借) 当座預金 39,000 (貸) 受取地代 39,000
<売上帳より>
５日 (借) 売掛金(岡) 60,000 (貸) 売上 60,000
８日 (借) 現金 32,000 (貸) 売上 32,000 （二重仕訳のため削除）
18 日 (借) 売掛金(広) 120,000 (貸) 売上 120,000
20 日 (借) 売上 4,000 (貸) 売掛金(広) 4,000
22 日 (借) 受取手形 66,000 (貸) 売上 66,000
<仕入帳より>
６日 (借) 仕入 4,000 (貸) 前払金 4,000
(借) 仕入 16,000 (貸) 現金 16,000 （二重仕訳のため削除）
７日 (借) 仕入 60,000 (貸) 支払手形 60,000
12 日 (借) 仕入 96,000 (貸) 買掛金(石) 96,000
14 日 (借) 買掛金(石) 2,600 (貸) 仕入 2,600
24 日 (借) 仕入 92,000 (貸) 買掛金(福) 92,000
[資料２の仕訳]
１日 (借) 支払家賃 1,000 (貸) 前払家賃 1,000
(借) 受取地代 600 (貸) 未収地代 600
11 日 (借) 買掛金(福) 20,000 (貸) 支払手形 20,000
17 日 (借) 備品 120,000 (貸) 未払金 120,000
(借) 買掛金(福) 16,000 (貸) 支払手形 16,000
30 日 (借) 買掛金(石) 52,000 (貸) 支払手形 52,000

