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会計基準の改正や公表にもいち早く対応。
安心して知識のアップデートを図ることができます。

改正対応も万全！
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本試験の過去問を多数掲載しています。
早い時期から本試験のレベル感を体感しながら、学習を進め
ていただくことができます。

豊富な過去問収録
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論点ごとに分けて収録されているので、自分の得意分野・苦
手分野で学習の強弱がつけやすい！

整理された論点
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重要度別にランク付け（A、B、C）されているので、学習に
メリハリが付きます！

ランクでメリハリ！

本問題集は何度も繰り返し学習することを前提としていま
す。進捗管理にも便利なチェック欄を活用してください！

便利なチェック欄
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ᑗ᮶࡞♏ᇶࡢᴗ౯್ホ౯ࠊࡀࡍ⾲ᡂᯝࡢ㐣ཤᇶᮏⓗࡣ┈ሗࡍ♧

ࡍ⏝ሗࡢ┈࠺ࡢࡇࠊ࠾࡚࠸⏝ࡃᗈ ணࡢ࣮ࣟࣇࣗࢩࣕ

ពྵࡇࡍ⏝ሗࡢࢡࢺࢫࡢᢞ㈨ࡍฟ⏕┈ࠊྠࠊࡣࡇ

�ウ㆟㈨ᩱ�ࠋ࠶࡛ࡢ࠸࡚ࡋ ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸱ཧ

↷��

�

アウトプットからのインプットを想定し、できるだけ詳細な
解説を付しています。さらに、解答の出典の根拠も明確に記
載しました。

詳細な解説
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸴�

⤒Ⴀ⪅ࡣᮏ᮶ࠊᴗࡢィሗ㛤♧ࡣࡇࡍᚋ࠼⪄࠶࡛ࡁྥ

ಖㆤᡭࡅཷࡢሗࡢ➼ᢞ㈨ᐙ࠶࡛⪅ᙅ࡞ⓗ♫ࡣ‽ィᇶࠊࡓࡢࡇࠋ

�ࠋ࠶ࡀᙺࡢ࡚ࡋつ⠊ࡢࡓࡍ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸵�

ዎ⣙ࡢᶆ‽ࡋ࠸࡞⏬୍ࡑ┈౽కࢺࢫࢥ࠺ẚ㍑⪃㔞ࡀ┈౽ࠊࡋ

ࡍ⬟ᶵ᭷ຠ࡚ࡋ࣮ࣝࣝࡢᑠ㝈᭱ࡣ‽ィᇶࡢࡑࠊࡤ࠶࡛ࡢᅇୖࢺࢫࢥ

�ࠋ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸶�

ウ㆟㈨ᩱࠕ㈈ົィࡢᴫᛕ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹࠊࡣ࡛ࠖࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇไᗘࡢ

ࡋ♧㛤ሗᢞ㈨ᐙࡍᥦ౪㈨㔠ᴗ࡚ࡋ⏝ሗࠊ࡚ࡋ⪅ᙜࡓ

࡚㈨㔠ㄪ㐩ࡍ⤒Ⴀ⪅ࡢ㸰⪅ᐃࠋ࠸࡚ࡋ�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸷�

ࡉドๆᕷሙ࡛ྲྀᘬࠊࡣᢞ㈨ᐙࡕ࠺ࡢ⪅ᙜࡓࡢไᗘ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹ

ࡇࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⪅ࡍಖ᭷⌧ࡇࠊ࠸࠸⪅ࡍᢞ㈨࡞മ♫ᰴᘧ

�ࠋ࠸࡛ྵ⪅࠶ࡢᛶ⬟ྍࡍಖ᭷

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸮�

ᢞ㈨ᐙࡣ㛤♧ࡓࡉሗ⏝ࠊ࡚ࡋ⮬ᕫࡢ㈐௵࡛ᑗ᮶ࡢᴗᡂᯝணࠊࡋ⌧

ᅾࡢᴗ౯್ホ౯ࠊࡀࡍᢞ㈨ᐙࡢ୰ࡣィሗࡢศᯒ⬟ຊඃࡢ⪅ࡓ

࠸࡚ྵ⪅ࡍᚲせࡅຓࡢᑓ㛛ᐙࡎࡓᣢศᯒ⬟ຊ࡞༑ศࡣ⮬ࠊ

ཎࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶タᐃࡢ‽ィᇶࠊほⅬࡍಖ☜බṇᛶࡢᢞ㈨ᐙ㛫ࠊࡓ

�ࠋ࠸࡞࡞ࡤࡅ࡞ࡋᐃᢞ㈨ᐙ࠸࡞ࡓᣢศᯒ⬟ຊ࡞༑ศࡣ⮬ࠊ࡚ࡋ๎

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸯�

ண ࡣᢞ㈨ᐙࡢ⮬ᕫ㈐௵࡛⾜ࠊ࠶࡛ࡁ⤒Ⴀ⪅ࡀ㈇ࡁ࠺㈐௵ࡣᇶᮏⓗ

 ணࡢႠ⪅⮬㌟⤒࡛࠼࠺ࡍ♧㛤ィሗࠊࡓࡢࡇࠋ࠶࡛♧㛤ࡢᐇࡣ

ᐇ࠸࡚ࡌ⏕࡛ᅾ⌧࡚ࡋཎ๎ࡣⓗ┠ࡍ♧㛤ࡑࠊሙྜ࡛࡞ᚲせࡀ

�ࠋ࠶ࡇࡍ

�

基礎的な問題から実践的な問題までを網羅的に収録！
基礎～過去問が解けるレベルになるまで、着実にステップ
アップできる工夫を施しました。

過去問演習への橋渡し
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸴ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ィᇶ‽ࡣᮏ᮶ࡣሗࡢฟࡋᡭࡅཷᡭ

⬟ᶵ࡚ࡋࡢࡓࡋᙧ୍࡛⯡ࡢዎ⣙࡞ᶆ‽ⓗዎ⣙ෆᐜ࠼⪄ከᵝ࡛

࠶࡛࠶ࡀᙺࡢ࡚ࡋつ⠊♫࠼ᨭไᗘ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹࠊࡍ

࡞࡞ᦆࡀᴗ౯್࡚ࡗホ౯ࢡࢫࣜ࡞ಖᏲⓗࡢᢞ㈨ᐙࠊᮏ᮶ࡣ⪅Ⴀ⤒ࠋ

ࠊࡓ࠸࡚ࡋ᭷ㄏᅉࡍ♧㛤Ⓨⓗ⮬ᴗሗ࡞ⓗ⚾ࡘᣢࡢศ⮬ࠊ࠺࠸

ࡉ♧㛤↛⮬࡛ᗘ⛬࠶ࡣሗ࡞ᚲせᢞ㈨ᐙࠊ࡚ࡃ࡞ࡀつไ࡞බⓗ࠼ࡓ

➼ࡢሗࡍ㝖ഇሗࠊሙྜ࡛ࡢࡑࠊࡋࡔࡓࠋ࠶࡛ࡎࡣ

㉁ᛶ☜ಖ᭱ࡍᑠ㝈ࡣ࣮ࣝࣝࡢᚲせ࡛ࡑࠊ࠶ᙜ⪅㛫ࡢ΅�ዎ⣙�ጤ

ࡍ๐ῶⓗ♫ࡑࠊࡓ࡞ࡇࡂࡍࡀࢺࢫࢥࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡡ

�ウ㆟㈨ᩱ�ࠋ࠶࡛ࡢࡉᙧᡂࡀ‽ィᇶࠊ࡚ࡋ⯡୍ዎ⣙࡞ᶆ‽ⓗࠊࡃ

㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸲ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸵ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡋᮏၥࡣ┈౽ࢺࢫࢥࡅ࠾⎔ቃ౫Ꮡ࡚ࡋỴ

ウ㆟�ࠋ࠶࡛ࡢᚓኚ᪉࠶ࡢ‽ィᇶࠊ࡚ࡌᛂቃኚ⎔ࡢࡑࠊࡓ

㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸳ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸶ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ウ㆟㈨ᩱࠕ㈈ົィࡢᴫᛕ࣮࣮࣡ࣞࣇ

ᴗ࡚ࡋ⏝ሗࠊ࡚ࡋ⪅ᙜࡓࡢไᗘ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹࠊࡣ࡛ࠖࢡ

㛫ࡢ⪅୧ࡧཬࠊ⪅Ⴀ⤒ࡍㄪ㐩㈨㔠࡚ࡋ♧㛤ሗࠊᢞ㈨ᐙࡍᥦ౪㈨㔠

࠸࡚ࡋᐃ⪅㸱ࡢᰝே┘㧗ಙ㢗ࡢሗ࡚ࡌ㏻ಖドᴗົࠊࡋᅾ

�ウ㆟㈨ᩱ�ࠋ࠶࡛ ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸴ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸷ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸵

ཧ↷��

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸮ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ドๆᕷሙࡀຠ⋡ⓗ࡛ࠊࡤ࠶ሗฎ⌮⬟ຊ

ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶タᐃࡢ‽ィᇶࠊࡓ࠸࡞ࡉࡓබṇ㛫ࡢᢞ㈨ᐙࡣᕪࡢ

ཎ๎୍ࠊ࡚ࡋᐃ௨ୖࡢศᯒ⬟ຊᣢࡓࡗᢞ㈨ᐙᐃࠋ࠶࡛࠸ࡤࡍ

�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸵���ཧ↷��

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸯ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸶��

��ཧ↷��

�

�

�
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸰�

┘ᰝேࠊࡣᢞ㈨ᐙࡢᚲせࡍィሗ⤒Ⴀ⪅ࡀ㐺ṇ㛤♧ྰ࠸࡚ࡋ

࠸ࡘᣐᛶ‽ࡢ‽ィᇶࡓㄆබṇጇᙜ⯡୍ࠊࡣලయⓗࠋ☜

ᙺࡢࡑࠊࡇࡍᰝ┘࡚ࡗᚑ‽ᰝᇶ┘ࡓㄆබṇጇᙜ⯡୍ࠊ࡚

�ࠋ࠸࡚ࡋ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸱�

ா┈౽࡛ࡇࡉ㑂Ᏺࡀ‽ィᇶࠊࡕ࠺ࡢ⪅ᙜࡢไᗘ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹ

�ࠋ࠶࡛ࡢᢞ㈨ᐙࡣࡢࡍཷ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸲�

ィሗࠊࡣ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹ࡚ࡋไᗘ࡚࠸࠾㈈ົሗ࿌ࡢ┠ⓗ㐩ᡂࡍ

ࡓࡌ㏻➼ዎ⣙࡞ⓗ⚾つไ࡞බⓗࠊࡣᙜヱィሗࠊࡀࡉ⏝ࡓ

ᐖㄪᩚḟⓗ⏝ࠋ࠸࡚ࡉ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸳�

ィᇶ‽ࡢタᐃ᭱ࡓ࠶㔜どࠊࡣࡁࡉ㈈ົሗ࿌┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡛ࡓ࠶

࡞ไ⣙ࡢ㝿ࡍタᐃ࣭ᨵᗫ‽ィᇶࠊࡀᐇࡢ⏝࡞ḟⓗࡢィሗࠊ

�ࠋ࠸࡞ࡣࡇ

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸴�

㈈ົሗ࿌ࡢ┠ⓗ㐩ᡂࠊࡓ࠶ࡍィሗồ᭱ᇶᮏⓗ࡞≉ᛶ

�ࠋ࠶ពᛮỴᐃ᭷⏝ᛶ࡛ࠊࡣ

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸵�

ពᛮỴᐃ᭷⏝ᛶࠊࡣෆⓗᩚྜᛶẚ㍑ྍ⬟ᛶࡢ㸰ࡢࡘୗࡢ≉ᛶᨭ࠼

�ࠋ࠸࡚

�

�

�

�

通常、学習を進めていく順序に従って出題しています。こま
めに本問題集を確認することで、学習のペースメーカーとし
てもご活用いただけます。

出題の順序も最適
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸰ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡋ┘ᰝேࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀసᡂࡓࡋሗ┘ᰝࡍ㈐௵ࡀ

ㄢࠊ࠶࡛ࡢ࠸࡚ࡉ㈈ົሗࡢసᡂ㈐௵࡛ࡃ࠶ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀ㈇ࠋ࠺�ウ㆟

㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� 㸷ཧ↷��

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸱ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗ࣮ࣕࢪ࣮ࣟࢡࢫࢹࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ไᗘࡢᙜ⪅ࡒࡑࡣ

ィᇶࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛ࡍாཷ┈౽࡛ࡇࡉ㑂Ᏺࡀ‽ィᇶࠊ

ಙࡢᢞ㈨ᐙ⯡୍ࠊࡣሗࡓࡅཷᰝ┘ࡢᰝே┘ࡓࡋ❧⊃ࠊࡉసᡂ࡚ࡗᚑ‽

㢗ᚓࡓࡋ࠺ࡑࠊࡃࡍሗప࡛ࢺࢫࢥ࠸ධᡭ࡛ࠊࡣࡇࡁᢞ㈨ᐙ

ᴗࠊࡀୗࡀࢺࢫࢥࡢ㈨ᮏࡍせồࡢᢞ㈨ᐙ࡚ࡗࡑࠋ࡞┈౽ࡢ࡚ࡗ

౯್ࡀ㧗ࠊࡤ⤒Ⴀ⪅ィᇶ‽┈౽ாཷࡓࠋ࡞ࡇࡍ⤒Ⴀ⪅

Ⅼ࡛࠺࠸ࡁ๐ῶ࡛ࢺࢫࢥࡢࡓ☜ಶูሗせồࡢᢞ㈨ᐙࠊࡣ

⬟ᶵࡍᥦ౪♏ᇶࡢุ᩿ࡢᰝୖ┘ࠊࡣ‽ィᇶࡉࠋࡍாཷ┈౽ࠊ

ᯝࠊࡋࡓ┘ᰝே┈౽ࠋ࠶࡛ࡢ࠼�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕ࣮ࣞࣇ

�ࢡ࣮࣡ ➨㸯❶� ��ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸲ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィࡢᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� ����

��ཧ↷��

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸳ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ィሗࡢḟⓗ࡞⏝ࡢᐇࠊࡣィᇶ

‽ィᇶࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠶࡛࠶ࡀࡇ࡞ไ⣙ࡢ㝿ࡍタᐃ࣭ᨵᗫ‽

ᐖㄪᩚࡓࡌ㏻➼ⓗዎ⣙⚾බⓗつไࡀࡑࠊࡣ㝿㐍タᐃ࣭ᨵᗫࡢ

ཬࡍᙳ㡪ྠࠊ⪃៖ࡢᑐ㇟ࡓࡋ࠺ࡑࠋ࡞ḟⓗ࡞⏝ࡢ㛵ಀ᳨ウ

�ウ㆟㈨ᩱ�ࠋ࠶࡛ࡢᅗࡀ㐩ᡂࡢⓗ┠ࡢ㈈ົሗ࿌ࠊࡀ࡞ࡋ ㈈ົィࡢ

ᴫᛕࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇ� ➨㸯❶� �����ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸴ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠊࡕ࡞ࡍࠋ࠸ࡋィሗࠊࡣᢞ㈨ᐙࡀᴗࡢ☜ᐇ࡞ᡂᯝ

ண ࡢࡍ᭷⏝࡛ࡀࡇ࠶ᮇᚅࠋ࠶࡛ࡢ࠸࡚ࡉ�ウ㆟㈨ᩱ� ㈈ົィ

�ࢡ࣮࣮࣡ࣞࣇᴫᛕࡢ ➨㸰❶� 㸯ཧ↷��

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸯㸵ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠊ࡞ࡐ࡞ࠋ࠶࡛ពᛮỴᐃ᭷⏝ᛶࠊࡣពᛮỴᐃ┠ⓗ㛵㐃ࡍ

࠶ሗ࡛ࡁỈ‽࡛ಙ㢗࡛ࡢᐃ୍ࠊ�㛵㐃ᛶࡢពᛮỴᐃ�ࡇ࠶ሗ࡛

ෆⓗࠊ࠾࡞ࠋ࠶࡛࠸࡚࠼ᨭᛶ≉ࡢୗࡢࡘ㸰ࡢ�ಙ㢗ᛶ�ࡇ

ᩚྜᛶẚ㍑ྍ⬟ᛶࡑࠊࡣ㸱⪅ࡢ㝵ᒙᇶ♏ᨭྠ࠼ࠊᚲせ᮲௳

�ウ㆟㈨ᩱ�ࠋ࠶ⓗ≉ᛶ࡛⯡୍ࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ⏺㜈㝈ࡋ࠸࡞ ㈈ົィࡢᴫᛕࣇ
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出題に応じた重要度ランクを明示。メリハリのある学習が可
能です。

ランクでメリハリ！
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全論点を網羅的に、数多くの問題を収録しています。短答対
策はこれ 1冊で十分。直前期の演習教材にも最適です！

短答対策はこれ 1冊！
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意外と多くの合格者から支持を得ている「メモ」ページ。
講義で学んだ内容を書き込んだり、テキストの図表をコピー
して貼ったりと、使い方はあなた次第！上手に活用すれば、
情報を一元化した自分だけのオリジナル教材に生まれ変わり
ます。

便利なメモページ
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復習の際に役立つ、論点ごとの出題形式！
復習に便利！
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�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸱ࠑṇࠒ�

�ࠋ↷୍�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠕࠋ࠸ࡋཎ౯ィ⟬ᇶ‽࡛ࠖ ࡉ⏝ෆ㒊⟶⌮┠ⓗ࡛ࡀ⾲㸪㈈ົㅖࡣ

ࡆ࠶⪅Ⴀ⤒ࡢ⪅ฟ㈨⪅㸪മᶒ࡚ࡋ⪅⏝ࡢ⾲㸪㈈ົㅖࡋᐃࡇ

�ࠋ࠸࡚

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸲ࠑㄗࠒ�

�ࠋ↷୍�㸰�㸱ཧ�୍�㸪භ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠋ࠶࡛┿ᐇࡢཎ౯ࡣᲴ༺㈨⏘౯㢠ࡢ⟬ᐃ㈨ࡍཎ౯

ពࡋ㸪ཎ౯ᕪ␗ࡢ㐺ṇ࡞ฎ⌮๓ᥦࡤࡍ㸪ணᐃ౯᱁➼࡚ࡗィ⟬ࡓࡋᐇ

㝿ཎ౯ᶆ‽ཎ౯ෆໟࡍᴫᛕ࡛࠶ゎࠋࡉ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸳ࠑṇࠒ�

�ࠋ↷�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ౯᱁ィ⟬࠺࠸⏝ㄒࡣ㸪ձᨻᗓㄪ㐩౯᱁㸪බᐃ

౯᱁⤫ไ౯᱁ࡢィ⟬㸪ղᴗࡢ౯᱁ᨻ⟇�౯᱁ពᛮỴᐃ�ࡢࡓࡢィ⟬࠺࠸

⟭౯᱁ィࡢព࡛ࡢ㸪ղ࠾࡞ࠋࡍᣦձࡣ⟭౯᱁ィࡢ࡛ࡇࡇ㸪࠶ࡀពྵࡢࡘ

୍ࠖ‽ཎ౯ィ⟬ᇶࠕ㸪ࡣ �ᅄ�࡛ࠕࡢࡇ࠺࠸ಶࡢࠎ㑅ᢥⓗ㡯㛵ࡍពᛮỴᐃ

�ண⟬⦅ᡂࡢ㐣⛬ࡅ࠾ᴗົⓗពᛮỴᐃ�ࠖࡢ୰ࠋྵ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸴ࠑṇࠒ�

�ࠋ↷୕�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ⌧௦ⓗ࡞ព࡛ࡢཎ౯⟶⌮ࡣ㸪┈⟶⌮ࡢ࡚ࡋ⎔୍ࡢཎ

౯⟶⌮࠸࠸㸪ཎ౯పῶෆໟࡍᴫᛕ࡚ࡋᐃ⩏ࡢࡇࠋࡉⅬ㸪ࠕཎ౯ィ⟬ᇶ

ཎ㸪タᐃᙜ࠾࡚ࡋつᐃࡢ⌮⟶ཎ౯⟭㸪ᶆ‽ཎ౯ィࡣ࡚࠸࠾ࠖ‽

౯ࡢࡢࡑᘬࡁୗ࠺࠸ࡆどⅬ୍ࡀ⯡ⓗ࡛ࡇࡓࡗ࡞♧၀ࠋ࠸࡚ࡋ�

解説には誤った選択肢の根拠を明確に示していますので、疑
問を残すことなく学習を進められます。

なぜ？を明確化
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸵� �㹀ࢡࣥࣛ

ண⟬⦅ᡂᚲせ࡞ཎ౯㈨ᩱᥦ౪ࡣࡇࡍཎ౯ィ⟬ࡢࡓ┠ⓗ࠶࡛ࡘ୍ࡢ

㔞≀⏬ィ࡞ලయⓗࡢᴗົศ㔝ྛࡢᴗࡅ࠾㸪ண⟬ᮇ㛫ࡣ⟭ணࡇࡇࠋ

ⓗࡋ♧⾲㸪ࡇ⥲ྜ⦅ᡂ࠸࠸ࡢࡓࡋ㸪ண⟬ᮇ㛫ࡅ࠾ᴗࡢཎ౯┠ᶆ

せලࡢ⌮⟶ⓗྜ⥲ࡓ⯡㸪ᴗࡋㄪᩚㅖάືࡢ㸪ྛᴗົศ㔝ࡋ♧ᣦ

�ࠋ࠶࡛ࡢ࡞

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸶� �㸿ࢡࣥࣛ

ண⟬ࡢ⦅ᡂࡧ࡞ண⟬⤫ไࡓࡢᚲせ࡞ཎ౯㈨ᩱᥦ౪ࡣࡇࡍ㸪ཎ౯

ィ⟬ࡢࡓ┠ⓗࠋ࠶࡛ࡘ୍ࡢண⟬ࡣ㸪ᴗົᇳ⾜㛵ࡍ⥲ྜⓗ࡞ᮇ㛫ィ⏬࡛

እὀࡍ〇⮬Ỵᐃ㸪㒊ရࡢࡏྜ⤌〇ရࡤ࠼ࡓ㸪ࡣ⛬㐣ࡢ㸪ண⟬⦅ᡂࡀ࠶

࡞࡛࠺࠸㸪ࡣࡇྵពᛮỴᐃࡍ㛵㑅ᢥⓗ㡯ࡢࠎỴᐃ➼ಶࡢࡍ

�ࠋ࠸

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸷� �㹀ࢡࣥࣛ

ཎ౯ィ⟬ࡢࡓ┠ⓗ࡚ࡋࡘ୍ࡢ㸪ண⟬ࡢ⦅ᡂࡧ࡞ண⟬⤫ไࡓࡢᚲ

せ࡞ཎ౯㈨ᩱᥦ౪ࠋࡆ࠶ࡀࡇࡍண⟬ࡣ㸪ᴗົᇳ⾜㛵ࡍ⥲ྜⓗ࡞

ಶูィ⏬࡛࠶㸪ண⟬⦅ᡂࡢ㐣⛬ࡣ㸪ࡤ࠼ࡓ〇ရ⤌ྜࡢࡏỴᐃ㸪㒊ရ⮬〇ࡍ

࠺࠸㸪ࡣࡇྵពᛮỴᐃࡍ㛵㑅ᢥⓗ㡯ࡢࠎỴᐃ➼ಶࡢࡍእὀ

�ࠋ࠸࡞࡛

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㹀ࢡࣥࣛ

ண⟬ࡢ⦅ᡂࡧ࡞ண⟬⤫ไࡓࡢᚲせ࡞ཎ౯㈨ᩱᥦ౪ࡣࡇࡍ㸪ཎ౯

ィ⟬ࡢࡓ┠ⓗࡀ࠶࡛ࡘ୍ࡢ㸪ண⟬⦅ᡂࡢ㐣⛬ࡣ㸪⤒Ⴀࡢᇶᮏィ⏬㛵ࡍ

�ࠋ࠸࡞࡛࠺࠸㸪ࡣࡇྵពᛮỴᐃ

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㸿ࢡࣥࣛ

⤒Ⴀࡢᇶᮏィ⏬タᐃࡍᙜࡓ㸪ࡇᚲせ࡞ཎ౯ሗᥦ౪ࡣࡇࡍ㸪

ཎ౯ィ⟬ࡢࡓ┠ⓗࠋ࠶࡛ࡘ୍ࡢ�

�

�

�
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸵ࠑㄗࠒ�

�ࠋ↷ᅄ�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠋ࠶࡛ண⟬ࡣ┈⟶⌮࠶࡛࣮ࣝࢶࡢࡓࡢ㸪ཎ౯࡛ࡅࡔ

ࡋṇࠋࡉタᐃࡀ㈌ᖯ༢࡛┠ᶆ࡚࠸ࡘ┈ࡢ࡚ࡋᕪ㢠ࡢ⪅┈㸪୧ࡃ࡞

㈌⏬ィ࡞ලయⓗࡢᴗົศ㔝ྛࡢᴗࡅ࠾㸪ண⟬ᮇ㛫ࡣ⟭ணࡇࡇࠕ㸪ࡣࡃ

ᖯⓗࡋ♧⾲㸪ࡇ⥲ྜ⦅ᡂ࠸࠸ࡢࡓࡋ㸪ண⟬ᮇ㛫ࡅ࠾ᴗࡢ┈┠

ᶆᣦ♧ࠋ࠶࡛ࠖ͐ࡋ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸶ࠑṇࠒ�

�ࠋ↷ᅄ�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ〇ရ⤌ྜࡢࡏỴᐃ㸪㒊ရ⮬〇ࡍእὀࡢࡍỴᐃ

➼ಶࡢࠎ㑅ᢥⓗ㡯㛵ࡍពᛮỴᐃ�ᴗົⓗពᛮỴᐃ�ࡣ㸪ಶูィ⏬�ಶูᴗົィ

ᑐ┦ࡣไ⤫ࡀ⪅๓ࠋࡉᴫᛕୖ༊ูࡣ⟭ணࡢ࡚ࡋ⏬㸪ᮇ㛫ィࡋᙜ┦�⏬

ⓗ࡚ࡋ❧⊃㝶ⓗ㸪㠀ⓗࡢ⾜ᑐࡋ㸪ᚋ⪅ࡣ⤫ไྍศࡢ㛵ಀ

ᴗົⓗࡣ㸪⌧ᐇࡋࡔࡓࠋ࠶࡛⾜ᖖⓗ㸪య⤒࡚ࡋ♏ᇶ

ពᛮỴᐃࡢ⤖ᯝ࡚ࡅཷண⟬⦅ᡂ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ⾜ࡀ㸪ࠕཎ౯ィ⟬ᇶ‽ つᐃࠖࡢ

�ࠋ࠸࡚ࡗ࡞ࡢࡓࡋ༶ᐇែ࡞࠺ࡢࡑࡣ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸷ࠑㄗࠒ�

�ࠋ↷ᅄ�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠋ࠶࡛ィ⏬タᐃࡣ㸪ࡢࡑ㢖ᗘ⤫ไάືࡢࡁࡘࡧ⤖ࡢ⛬

ᗘᇶ࡙ࡁ㸪ಶูィ⏬タᐃᮇ㛫ィ⏬タᐃศ㢮ࡀࡉ㸪ಶูィ⏬ࡣ㸪⤫ไ

άື┦ᑐⓗ⾜࡚ࡋ❧⊃㝶ⓗ࡞ィ⏬�ពᛮỴᐃ�࡛ࠋ࠶ṇࡣࡃࡋ㸪

�ࠋ࠶࡛ࠖ͐࠶࡛⏬ᮇ㛫ィ࡞ⓗྜ⥲ࡍ㛵⾜㸪ᴗົᇳࡣ⟭ணࠕ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ㄗࠒ�

�ࠋ↷ᅄ�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠕࠋ࠶࡛ཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖࡀᮇ㛫ィ⏬ࡢ࡚ࡋண⟬⦅ᡂࡢ㐣⛬

Ỵᐃࡢࡍእὀࡍ〇⮬Ỵᐃ㸪㒊ရࡢࡏྜ⤌〇ရࠕ㸪ࡣࡢࡓࡋྵ

➼ಶࡢࠎ㑅ᢥⓗ㡯㛵ࡍពᛮỴᐃ࡛ࠖ࠶㸪ᇶᮏィ⏬㛵ࡍពᛮỴᐃ࡛࡞ࡣ

ᴗ�ಶูᴗົィ⏬ࡣពᛮỴᐃࡍ㛵㑅ᢥⓗ㡯ࡢࠎಶࡅ࠾㸪ண⟬⦅ᡂ࠾࡞ࠋ࠸

ົⓗពᛮỴᐃ�㸪ᇶᮏィ⏬ࡣಶูᵓ㐀ィ⏬�ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ�┦ᙜࠋࡍ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ṇࠒ�

�ࠋ↷�ཧ�ཎ౯ィ⟬ᇶ‽୍ࠖࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋᇶᮏィ⏬ࡣ㸪࠸ಶูᵓ㐀ィ⏬�ᡓ␎ⓗពᛮỴᐃ�

࡛✀୍ࡢṦཎ౯ㄪᰝ≉ࡣࡇࡍᥦ౪ཎ౯ሗ࡞ᚲせ⏬ᇶᮏィࠋࡍᙜ┦

ࡇ࠶࡛ࡘ୍ࡢⓗ┠ࡓࡢ⟭㸪ཎ౯ィࡀࡍᒓ⠊ᅖእࡢ㸪ཎ౯ィ⟬ไᗘ࠶

�ࠋ࠶࡛☜ࡣ

�

出題の中で「ひっかかりやすい」ポイントについて詳細に解
説！本試験で注意するクセがつきます。

ひっかけに慣れる！
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ཎ౯ィ⟬ไᗘ�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㸿ࢡࣥࣛ

ཎ౯ィ⟬ไᗘࡣ㸪㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ㸪ཎ౯⟶⌮㸪ண⟬⤫ไ➼࡞␗ࡢ┠ⓗᑐࡋ

࡚㸪␗࡞ཎ౯ሗᥦ౪ࡍィ⟬⛛ᗎࡇ࡚ࡋᵓ⠏ࠋࡍ�

�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㹀ࢡࣥࣛ

ཎ౯ィ⟬ไᗘࡣ㸪㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ㸪ཎ౯⟶⌮㸪ண⟬⦅ᡂ➼࡞␗ࡢ┠ⓗࡀ㸪㔜

Ⅼࡢ┦㐪┦ࡀ࠶ࡣ㐩ᡂ୍ࡁࡉᐃࡢィ⟬⛛ᗎ࡛ࠋ࠶�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㸿ࢡࣥࣛ

⌮⟶ཎ౯㈈ົㅖ⾲సᡂ࡚ࡋⓗ┠ࡢ㸪ཎ౯ィ⟬ไᗘࡣ࡛ࠖ‽ཎ౯ィ⟬ᇶࠕ

ᛕ㢌ࡀ࠸࡚࠸࠾㸪┈⟶⌮┠ⓗࡢཎ౯ィ⟬ไᗘࡢ࡚ࡋཎ౯ィ⟬ࡢ⠊ᅖෆ

�ࠋ࠼⪄ࡍᒓ

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㸿ࢡࣥࣛ

ཎ౯ィ⟬ไᗘࡣ㸪㈈ົィᶵᵓ᭷ᶵⓗࡁࡘࡧ⤖ᖖ⥅⥆ⓗ࡞⾜ィ

⟬య⣔࡛࠶㸪ࡢࡇព࡛ཎ౯ィࠋ࠸࡞࡞�

�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟��� �㸿ࢡࣥࣛ

⤒Ⴀࡢᇶᮏィ⏬ࡧ࠾ண⟬⦅ᡂࡅ࠾㑅ᢥⓗ㡯ࡢỴᐃᚲせ࡞≉Ṧࡢཎ౯

ㄪᰝ ᐃィⓗ㸪ᢏ⾡ⓗ⤫㸪㝶➼ᕪ㢠ཎ౯㸪ᶵཎ౯㸪ຍཎ౯ࡤ࠼ࡓ

⠊ࡢ⟭ཎ౯ィࡢ࡚ࡋ㸪ไᗘࡀ࠶࡛ࡘ୍ࡢⓗ┠ࡓࡢ⟭㸪ཎ౯ィࡣࡇࡍ

ᅖእᒓࠋࡍ�

�
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�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ㄗࠒ�

�ࠋ↷ཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖཧࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠕࠋ࠶࡛ཎ౯ィ⟬ᇶ‽࡛ࠖ ࡣከඖᛶ⮬యࡢ㸪ཎ౯ィ⟬┠ⓗࡣ

ㄆ㆑ࡢࡢ࠸࡚ࡋ㸪タᐃᙜࡢᮍᡂ⇍࡞ᢏ⾡⎔ቃ࡚ࡋ㸪ཎ౯ィ⟬ไᗘ

ィ⟬⛛ᗎࠖࡢᐃ୍ࡁࡉ㐩ᡂ┦ࡀ࠶ࡣ㐪┦ࡢ㸪㔜Ⅼࡀⓗ┠࡞␗ࠕ

ணࡀࡇࡍᑐᛂ࡛ࢸࢫࢩ⟭ィࡢ༢୍ཎ౯ィ⟬┠ⓗࡢᩘ「㸪࠾࡚ࡋ⩏ᐃ

ᐃࠋ࠸࡚ࡉ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ㄗࠒ�

�ࠋ↷ཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖཧࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣㄗࠋ࠶࡛ண⟬⤫ไࡣࡓࡢண⟬⦅ᡂࡀྍḞ࡛࠶㸪ࡢࡑ

ព࡛ࡣ㸪ண⟬⦅ᡂࡓཎ౯ィ⟬ไᗘࡢ┠ⓗࡘ୍ࡢゎࡀ࠺ࡋ㸪ࡣ࡛ࡇࡇண

⟬⤫ไᩥࡀࡢࠋ࠸࡚ࡉṇࡣࡃࡋ㸪ࠕཎ౯ィ⟬ไᗘࡣ㸪㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ㸪

ཎ౯⟶⌮㸪ண⟬⤫ไ➼࡞␗ࡢ┠ⓗࠋ࠶࡛ࠖ͐ࡀ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ṇࠒ�

�ࠋ↷ཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖཧࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠕࠋ࠸ࡋཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖࡣ㸪ཎ౯ィ⟬ไᗘࡢ┠ⓗ࡚ࡋ㸪ண⟬⤫

ไ࡛ࡇࡇࠋ࠸࡚ࡋ♧㸪ண⟬⤫ไࡣண⟬⦅ᡂฟⓎⅬࡋ㸪୧⪅ໟᣓࡍ

ண⟬⟶⌮ࡣ┈⟶⌮ࡢࡓࡢᡭẁ࡛࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠼࠸࠶㸪┈⟶⌮┠ⓗࡢ

ཎ౯ィ⟬ไᗘࡢ࡚ࡋཎ౯ィ⟬ࡢ⠊ᅖෆᒓࠋ࠼⪄ࡍ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟ࠑ��ṇࠒ�

�ࠋ↷ཎ౯ィ⟬ᇶ‽ࠖཧࠕ

ᮏ⫥ࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋཎ౯ィ⟬ไᗘࡢせ௳ࡣ࡚ࡋ㸪ձ㈈ົィᶵᵓࡢ᭷ᶵ

ⓗ⤖ྜ㸪ղィ⟬ࡢᖖ⥅⥆ᛶࡀồ࠾࡞ࠋ㸪ཎ౯ィ⟬ไᗘࠕࡢไᗘ 㸪ࡣࠖ
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詳細な解説によって、「理解」と「定着」2つの側面から強
化を図ることができます。

理解と定着
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基礎的な知識の定着を図るとともに、実践的な理解力を養っ
ていただくため、本書の使用方法を示しました。

本書を最大限活用してください！
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┘ᰝே� ┘ᰝᴗົᚑࡍ⪅㸦㏻ᖖࠊ┘ᰝ㈐௵⪅ཪࡣ┘ᰝࡢ࣮ࢳ࣓ࡢ

ࠋࡉ⏝࡚ࡋᑐᰝົᡤ┘ࡣሙྜࡍヱᙜࡣཪࠊ㸧࣮ࣂࣥ

┘ᰝ㈐௵⪅せồࡉ㡯ཪࡣ┘ᰝ㈐௵⪅ࡢ㈐௵ࡍ⾲≉ሙྜ

�ࠋࡉ⏝ࡀࠖ⪅௵ᰝ㈐┘ࠕࡃ࡞ᰝே࡛ࠖ┘ࠕࠊࡣ

┘ᰝࡢᅛ᭷ࡢ㝈⏺� ┘ᰝࡢᅛ᭷ࡢ㝈⏺ࠊࡣ௨ୗཎᅉࠋࡌ⏕࡚ࡋ�

࣭� ㈈ົሗ࿌ࡢᛶ㉁�

㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂࠊࡣ⤒Ⴀ⪅ุ᩿ࡢకࠊࡓࠊ࠸ከࡢࡃ㈈ົ

ㅖ⾲㡯┠ࠊࡣほⓗุ᩿࡞ホ౯ཪࡣ☜ᐇᛶࡀ㛵㐃࠾࡚ࡋ

ࡇ࠶ࡀࡇࡍᏑᅾࡀᖜุ᩿ゎ㔘࠼⪄ⓗ⌮ྜࠊ

�ࠋ

࣭� ┘ᰝᡭ⥆ࡢᛶ㉁�

┘ᰝே┘ᰝドᣐࡢධᡭࠊࡣᐇົୖཬࡧἲ௧ୖࡢ㝈⏺ࡀ

�ࠋࡇ࠶

࣭� ┘ᰝྜ⌮ⓗ࡞ᮇ㛫ෆྜ⌮ⓗ࡛ࢺࢫࢥ࡞ᐇࡍᚲせᛶ�

Ꮡᅾྍࡍ⬟ᛶࡢ࡚ࡍ࠶ࡢሗ┘ᰝேࡀ⪃៖ࡇࡍ

࠸ࡍᏑᅾࡀṇࡣㄗㅸཪࡣሗࠊࡣ㝈࠸࡞ࡉドࠊ

ࡍࡓࡋ㏣ཬᚭᗏⓗࡀᰝே┘㡯ࡢ࡚ࡍ࡚࠸ᇶ࡙௬ᐃ࠺

�ࡇ࠺࠸࠶࡛⬟ᐇົୖྍࡣࡇ

⤒Ⴀ⪅� ྲྀ⥾ᙺཪࡣᇳ⾜ᙺࠊࡕ࠺ࡢᴗࡅ࠾ᴗົࡢᇳ⾜࡚࠸࠾㈐௵

᭷ࠋ࠺࠸⪅ࡍᅜࠊࡣ࡚ࡗ⤫㈐௵⪅୍ࡢ㒊ⱝࡣࡃࡋဨࡀ

⤒Ⴀ⪅࡛࠶ᴗࠊ࠶ཪ࣮ࢼ࣮ࡣ⤒Ⴀ⪅ࡀࡢ⤒Ⴀ⪅࡛࠶

ᴗࠋ࠶�

ྜ⌮ⓗ࡞ಖド� ㈈ົㅖ⾲┘ᰝࠊ࡚࠸࠾⤯ᑐⓗ࡛ࡀ࠸࡞ࡣ㧗࠸Ỉ‽ࡢಖドࠋ࠺࠸�

ᅜ㝿ィᇶ‽� ᅜ㝿ィᇶ‽ᑂ㆟ࡀබ⾲ࡍᅜ㝿㈈ົሗ࿌ᇶ‽ࠋ࠺࠸�

㈈ົㅖ⾲� ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌‽ᣐࠊ࡚ࡋ㐣ཤ㈈ົሗయ⣔ⓗࡢࡓࡋ⾲

ࡅ࠾ᐃⅬ୍ࠊࡣ⾲㈈ົㅖࠋྵࡀὀグࡍ㛵㐃ࠊ࠶࡛

ᴗࡢ⤒῭ⓗ㈨※ⱝࠊົ⩏ࡣࡃࡋཪ୍ࡣᐃᮇ㛫ࡢࡑࡅ࠾ኚ

࡞㔜せࠊ㏻ᖖࠊࡣὀグࡍ㛵㐃ࠋ࠸࡚ࡋⓗ┠ࡇ࠼ఏື

ィ᪉㔪ࡢせ⣙ࡢࡑࡢㄝⓗ࡞ሗᵓᡂࠕࠋࡉ㈈ົㅖ

ࡉせồ࡚࠸࠾⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡉ⏝㐺ࠊ㏻ᖖࠊࡣࠖ⾲

ࡢ⤌୍࡞㈈ົㅖ⾲ᣦࠋࡍ�

‽ᣐᛶࡢᯟ⤌� ⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡢⓗ┠⯡୍ࠕࡧཬࠖ⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡉ⏝㐺ࠕ

�ࠋ↷ཧࠖ

基本用語をまとめた図表を掲載！
日々の学習の確認だけでなく、直前期の復習にも有用です。

まとめの図表
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ᑠつᶍᴗ� ᑠつᶍᴗࠊࡣ௨ୗ♧ࡓࡋ≉ᚩ᭷ࠊࡋࡔࡓࠋ࠸࡚ࡋ♧ࡋ

ࠊࡎ㝈ࡣࡍヱᙜᑠつᶍᴗ࠶ࡀᚩ≉ࡢ࡚ࡍ࠸࡚

�ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ♧ⓗ⨶⥙ᚩ≉ࡢᑠつᶍᴗࡋࡎᚲࡓ

����ᡤ᭷⤒Ⴀࡀᑡᩘ㞟୰ࡇ࠸࡚ࡋ㸦ከࡢࡃሙྜࡣ㸯ே࡛࠶

�㸧ࠋྵሙྜ࠸࡚ࡉᡤ᭷ᑠつᶍᴗࡢࠊ࠾࡞ࠋ

ࡎ࠸ࡃ࡞ᑡࡕ࠺ࡢ㡯ࡢ௨ୗࠊሙྜ࡛ࡍヱᙜ�������

�ࡇ࠸࡚ࡋヱᙜ

ձ� ༢⣧ྲྀ࡞ᘬࡇ࠸࡚ࡗ⾜ࡢ�

ղ� ィࡀࢸࢫࢩ༢⣧࡛ࡇ࠶�

ճ� ᑡᩘࡢᴗ࠺ᢅྲྀࠊ࠾࡚ࡗ⾜ࡢ〇ရࡢ✀㢮ᑡᩘ࡛࠶

�ࡇ

մ� ෆ㒊⤫ไࡀ㝈ᐃⓗ࡛ࡇ࠶�

յ� ⤒Ⴀ⪅ࡢேᩘࡀᑡᩘ࡛ࡀࡒࡑࠊ࠶ᗈ⠊ᅖ࡞ෆ㒊⤫ไ

ᑐࡍ㈐௵᭷ࡇ࠸࡚ࡋ�

ն� ᴗᵓᡂဨࡀᑡᩘ࡛ࠊ࠶ᗈ⠊ᅖົ⫋࡞ᢸࡇ࠸࡚ࡗ�

㐺⏝ࡉ㈈ົሗ

࿌ࡢᯟ⤌�

㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂࠊ࡚࠸࠾♧⾲ᴗࡢ≉ᛶ㈈ົㅖ⾲ࡢ┠ⓗ㐺

ࡢ㈈ົሗ࿌ࡍ⏝᥇ࡀ⪅Ⴀ⤒ࠊࡃᇶ࡙せồࡢ➼ἲ௧ࡣཪࠊࡍྜ

ᯟ⤌ࠋ࠺࠸�

ࡉせồ࡚࠸࠾⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡢࡑࠊࡣࠖ⤌ᯟࡢ♧⾲㐺ṇࠕ

㈈ົࡍࡓ‶ࡎ࠸ࡢ௨ୗࠊࡘࠊࡉせồࡀ㑂Ᏺࡢ㡯࠸࡚

ሗ࿌ࡢᯟ⤌ᑐ࡚ࡋ⏝ࠋࡉ�

ձ� ㈈ົㅖ⾲ࡢ㐺ṇ⾲♧㐩ᡂࠊࡓࡍ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌࠸࠾

࡚ලయⓗせồ࠸࡚ࡉ௨ୖࡢ㛤♧ࡀࡇ࠺⾜ᚲせ࡞ሙྜࡀ

ㄆ㯲♧ⓗࡣⓗཪ♧࡚࠸࠾⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࠊࡀࡇ࠶

�ࠋ࠸࡚

ղ� ㈈ົㅖ⾲ࡢ㐺ṇ⾲♧㐩ᡂࠊࡓࡍ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌࠸࠾

࡚せồ࠸࡚ࡉ㡯ࡢ㞳⬺ࡀᚲせ࡞ሙྜࠊࡀࡇ࠶ࡀ㈈

ົሗ࿌ࡢᯟ⤌࡚࠸࠾♧ⓗㄆ࡞࠺ࡢࡇࠋ࠸࡚㞳

࡚ࡉᐃࡀࡇ࡞ᚲせࡢ࡚࠸࠾ἣ≦࡞⛥㠀ᖖࠊࡣ⬺

�ࠋ࠸

ࡉせồ࡚࠸࠾⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡢࡑࠊࡣࠖ⤌ᯟࡢᣐᛶ‽ࠕ

㡯ࡢ㑂Ᏺࡀせồୖࠊ࡛ࡢࡉグձཬࡧղ࡞ࡉࡓ‶ࡎ࠸ࡢ

�ࠋࡉ⏝࡚ࡋᑐ⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌࠸

㐺ṇ⾲♧ࡢᯟ⤌� ⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡢⓗ┠⯡୍ࠕࡧཬࠖ⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡉ⏝㐺ࠕ

�ࠋ↷ཧࠖ
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⤫㈐௵⪅� ᴗࡢᡓ␎ⓗ᪉ྥᛶㄝ㈐௵ᯝ࠺࠸࡚ࡋࡓ┘どࡍ

㈐௵᭷ࡍ⪅ཪࠊࡣࡇࠋ࠺࠸⧊⤌ࡣ㈈ົሗ࿌ࡢࢫࢭࣟ┘

どࠋྵࡀᅜࠊࡣ࡚ࡗ⤫㈐௵⪅ࠊࡣ⤒Ⴀ⪅ࡇྵ

�ࠋ࠶ࡀ

ᙺ⥾ྲྀࠊ࡚ࡌᛂ⨨タࡢᶵ㛵ࡢ♫ἲࠊࡣ࡚࠸࠾ᅜࡀᡃࠊ࠾࡞

ࠊ┘ᰝᙺⱝࡣࡃࡋ┘ᰝᙺཪࡣ┘ᰝጤဨࡀ⤫㈐௵⪅ヱᙜࡍ

࠸࠾ᰝᇶ‽ጤဨሗ࿌᭩┘ࡧရ㉁⟶⌮ᇶ‽ጤဨሗ࿌᭩ཬࠊࡀ

ᰝᙺⱝ┘ࠊࡣ㇟ᑐࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗࢥࡢᰝே┘࡚ࡋཎ๎ࠊࡣ࡚

࠸࡚ࡋグ㍕ࠖ➼ᰝᙺ┘ࠕࡋᐃᰝጤဨ┘ࡣᰝᙺཪ┘ࡣࡃࡋ

ᵓࡢᴗ⤫ࠊࡣሙྜࡍ㛵㐃ᰝ┘ࡢᵓᡂ༢ࡢᾏእࠊ᪉୍ࠋ

㐀ࡢከᵝᛶ⪃៖ࠕ࡚ࡋ⤫㈐௵⪅ࠖ⏝ࠋ࠸࡚ࡋ�

≉ู┠ⓗࡢ㈈ົㅖ

⾲�

≉ู┠ⓗࡢᯟ⤌‽ᣐ࡚ࡋసᡂࡉ㈈ົㅖ⾲ࠋ࠺࠸�

≉ู┠ⓗࡢᯟ⤌� ≉ᐃࡢ⏝⪅ࡢ㈈ົሗᑐ࠺ࡍࡓ‶ࢬ࣮ࢽࡍ⟇ᐃࡓࡉ

ᯟ⤌ࡢࡇࠋ࠺࠸ᯟ⤌ࠊࡣ㐺ṇ⾲♧ࡢᯟ⤌ཪࡣ‽ᣐᛶࡢᯟ⤌

�ࠋ࠶࡛

㔜㈐௵ࡢཎ๎� ⤒Ⴀ⪅ࡢ㈈ົㅖ⾲ࡢసᡂ㈐௵ࠊ┘ᰝேࡢពぢ⾲㈐௵༊ูࡍ

ࠊ࡚ࡋᣐ‽⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌ࡉ⏝㐺ࠊࡣ⪅Ⴀ⤒ࠋ࠺࠸ࡇ

㈈ົㅖ⾲సᡂࡍ㈐௵᭷ࡇࠋ࠸࡚ࡋᑐࠊࡋ┘ᰝேࠊࡣ⤒

Ⴀ⪅ࡢసᡂࡓࡋ㈈ົㅖ⾲࡚࠸ࡘពぢࡍ⾲㈐௵᭷࠸࡚ࡋ

�ࠋ

⤒Ⴀ⪅ࡢ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍ㈐௵ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ┘ᰝᐇࡢᇶ♏࡞

�ࠋ↷㡯ཧࡢ๓ᥦࠖࡍ㛵௵㈐ࡢ⪅Ⴀ⤒

ᡃࡀᅜ୍࡚࠸࠾

ㄆබṇጇᙜ⯡

ᇶࡢᰝ┘

‽�

┘ᰝேࡀ‽ᣐࡁࡍᇶ‽ࠊ࠸࠸┘ᰝࡢᐇ㐺⏝ࡉ┘ᰝᇶ

‽㸦ἲ௧‽ᣐࡀồ࠸࡚ሙྜࠊࡣ┘ᰝࡅ࠾ṇࣜ

ᰝ┘ࡍ⾲බࡀ᪥ᮏබㄆィኈ༠ࡧ㸧୪ࠋྵ‽ᑐᛂᇶࢡࢫ

ᐇົᣦ㔪ᵓᡂࠋࡉ�

�
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸯�

㈈ົㅖ⾲ࠊࡣᴗ࠶ࡢィᮇ㛫ࡅ࠾㈈ᨻ≧ែࠊ⤒Ⴀᡂ⦼ཬࢩࣕࡧ

࠸ᇶ࡙ほⓗุ᩿ࡢ⪅Ⴀ⤒ࠊࡀ࠶᭩㢮࡛ࡢࡓࡍሗ࿌ἣ≦ࡢ࣮ࣟࣇ࣭ࣗ

࡚సᡂࠋࡉ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸰�

㈈ົㅖ⾲ࠊࡣ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌‽ᣐࠊ࡚ࡋ㛵㐃ࡍὀグ㝖ࡁ㐣ཤ㈈ົ

ሗయ⣔ⓗࠊ࠶࡛ࡢࡓࡋ⾲㏻ᖖࠊ㐺⏝ࡉ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌࡚࠸࠾せ

ồࡉࡢ⤌୍࡞㈈ົㅖ⾲ᣦࠋࡍ�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸱�

ࡧႠᡂ⦼ཬ⤒ࠊ㈈ᨻ≧ែࡢᴗࡀ⾲㈈ົㅖࠊ࡚࠸࠾⤌ᯟࡢ㈈ົሗ࿌࠶

ࠊሙྜࡓࡋ࠶࡛ࡢࡢࡓࡍᥦ౪ሗࡢ࡚࠸ࡘ࣮ࣟࣇ࣭ࣗࢩࣕ

ࣕࠊᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩ࠊᦆ┈ィ⟬᭩ࠊ⾲↷㈚ᑐࠊࡣ⾲㈈ົㅖࡢ⤌୍࡞

�ࠋྵࡀὀグࡍ㛵㐃ࡧཬࠊィ⟬᭩࣮ࣟࣇ࣭ࣗࢩ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸲�

┘ᰝࠊࡣᐃ⏝⪅ࡢ㈈ົㅖ⾲ᑐࡍಙ㢗ᛶ㧗ࠋ⾜ࡓ�

�

�

�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸳�

┘ᰝேࡀ┘ᰝᑐ㇟ࡍ᭷౯ドๆሗ࿌᭩ࡢ⌮⤒ࡢ≧ἣࠊࡣᵝ࡞ࠎ㈈ົㅖ⾲ࡀ

ពぢᯝ⤖ࡓࡋุ᩿࡚࠸ᇶ࡙ᰝドᣐ┘ࡀᰝே┘ࠊࡣ㈈ົㅖ⾲┘ᰝࠊࡀྵ

ಙ㢗ࡢࡑࠊࡢ࡚࠸ࡘ್ᩘ⾲㈈ົㅖࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡇࡍ⾲࡚ࡋ

ᛶಖドࠋ࠶࡛ࡢࡍ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸴�

≉ู┠ⓗࡢ㈈ົㅖ⾲ࠊ࡚࠸࠾┘ᰝពぢࠊࡣ㈈ົㅖ⾲ࠊࡀ㐺⏝ࡉ㈈ົሗ࿌

࠺࠸࡚ࡋ♧⾲㐺ṇ࡚࠸࠾Ⅼ࡞㔜せࡢ࡚ࡍࠊ࡚ࡋᣐ‽⤌ᯟࡢ

�ࠋ࠸ከࡀࡇࡉ⾲࡚࠸ࡘ

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸵�

ᗈ⠊ᅖࡢ⏝⪅ඹ㏻ࡍ㈈ົሗᑐ࠺ࡍࡓ‶ࢬ࣮ࢽࡍ⟇ᐃࡓࡉ

ᯟ⤌‽ᣐ࡚ࡋసᡂࡉ㈈ົㅖ⾲୍ࠕ⯡┠ⓗࡢ㈈ົㅖ⾲ࠖࠋ࠺࠸�

�

�

知識を問う出題、理解を確認する出題等、多角的な出題で実
践力を養成します。もちろん、基礎～応用までレベルも多彩
です。

多角的な出題
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�ڧڧڧ ၥ㢟㸯ࠑṇࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣṇࠋ࠸ࡋ㈈ົㅖ⾲ࠕࡣグ㘓ࡢุ᩿⩦័⥲ྜⓗ⾲⌧࡛ࠖࠊ࠶

㐺⏝ࡍィฎ⌮᪉ἲࡢ㑅ᢥࠊ࡞సᡂ⪅ࡢពᅗࡀࠊࡓࡉほ

ⓗ࣭ពⓗᛶ᱁≉ᚩࠋ࠼࠸࠶࡛ࡢࡍ�

�

�ڧڧڧ ၥ㢟㸰ࠑㄗࠒ�

ᮏၥࡢグ㏙ࡣㄗࠋ࠶࡛㈈ົㅖ⾲ࠊࡣ㈈ົሗ࿌ࡢᯟ⤌‽ᣐࠊ࡚ࡋ㐣ཤ㈈

ົሗయ⣔ⓗࠊ࠶࡛ࡢࡓࡋ⾲㛵㐃ࡍὀグࠋྵࡀ㛵㐃ࡍὀグࠊࡣ
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解説ページにはメモやマーカーが引きやすいよう、余白をふ
んだんに盛り込みました。

解説ページの余白





はしがき
公認会計士試験は短答式試験に合格した後に、年に一度行われる論文式試験を

受験することができます。短答式試験は年に２回受験できますが、合格率は論文
式試験より低いのが現状です。短答式試験を突破しなければ、公認会計士への道
は拓けないのです。

短答式試験は、問題文の肢から正しい肢の組み合わせを選ぶという形式です。
論文式試験を受けるための知識を問う問題ですので、幅広い分野から出題され、
例え問題の難易度が比較的簡単であっても、問題によっては、いかに効率的に処
理するかが鍵になります。

本問題集は一問一答式という問題形式をとっており、本問題集を利用すること
で量の多い条文や規則を効率的に学習し、理解することができます。本問題集には、
平成 18 年～平成 26 年の本試験問題をほぼ全問収録（一部は類問として収録）し
てあるほか、基本的、重要事項を網羅的に掲載してあります。また、平成 26 年会
社法改正等にも対応済みです（改正点の学習に関する注意点は、各章の扉書を参
照してください）。

受験生の皆さんにとっては、学習段階に応じて、本書の様々な活用の仕方が考
えられます。初学者の方は、解答と照らし合わせながら読み進めていくことにより、
出題のポイントをつかみながら理解を進めていくことができます。ある程度学習
が進んでいる方は、一気に解いていくことにより、自らの弱点を発見することが
可能となります。

初学者の方は、３回以上全体を繰り返して解くと効果的です。学習が進んだ方は、
１度解いて、ミスした問題は必ず繰り返し解いてください。

８割以上の得点を目指すためには、基礎学力を付けていくための問題演習は欠
かせません。是非、本問題集を有効に活用して、合格への歩みを確かなものとし
てください。本問題集を活用することで、企業法の問題を要領よく解く力を身に
つけていただき、一人でも多くの受験生の皆様方が短答式試験を無事突破される
ことを切に願っております。

2015 年 6 月吉日
株式会社東京リーガルマインド
LEC総合研究所　公認会計士試験部



001 社員が一人であるような会社は、会社法上の会社とはいえない。（８年
44ア）

× 株式会社（471条参照）でも持分会社（641条4号）でも、社員が一人の会
社が認められている。潜在的な社団性が主な理由である。ただし、合資会社に
は無限責任社員と有限責任社員とが必要であるため、一人会社はありえない。

002 未成年者は、持分会社の無限責任社員となることが禁止されている。（９
年41イ）

× 本肢のような規定は存在しないため、誤りである。未成年者であっても法定代
理人の許可（民5条、6条）があれば、無限責任社員となりうる。

003 会社は、他の会社の無限責任社員になることができない。（23年Ⅰ２ア） × 改正前商法では、会社など法人は無限責任社員となることはできないとされて
いた（改正前商55条）が、会社法では、法人も無限責任社員となることがで
きる（576条1項4号・5号、598条等参照）。

004 会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主
又は社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負う
ことはない。（19年４ア）

× 本肢では、社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うこ
とはないとしているが、持分会社では、社員が会社の債務について会社債権者
に対して直接に責任を負うことがある（580条）。すなわち、持分会社の無限
責任社員は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない
場合（同1項1号）、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しな
かった場合（同2号、ただし、括弧書の事項が証明できた場合には責任を免れ
る）には、会社の債務について責任を負う。また、持分会社の有限責任社員は、
その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。）を限度とし、
持分会社の債務を弁済する責任を負う（同2項）。

005 最高裁判所の判例によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格
が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげら
れている。（８年44イ）

○ 法人格否認の法理が適用される場合として、判例は、会社の法人格が濫用され
る場合と、法人格が形骸化している場合をあげている（最判昭44.2.27）。

006 最高裁判所の判例によれば、形式的に新会社の登記がなされていても、
新旧両会社の実質が同一であり、新会社の設立が旧会社の債務の免脱
を目的とする会社制度の濫用であると認められるときは、新会社は取
引の相手方に対し、信義則上、新旧両会社が別異の法人格であること
を主張できない。（14年41ウ）

○ そのとおりである。形式的には新会社の設立登記がなされていても、新旧両会
社の実質は同一であり、新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなさ
れた会社制度の濫用である場合には、会社は右取引の相手方に対し、信義則上、
新旧両会社が別異の法人格であることを主張できず、相手方は新旧両会社のい
ずれに対しても責任を追及することができる（最判昭48.10.26）。

第１節　会社法総論

公認会計士試験 短答式試験対策 一問一答問題集　企業法　第２版2

☆本書の効果的活用法☆

〈問題ページ〉

可能な限り実際の
本試験出題形式に
合わせた問題を掲
載しています。

過去問及び重要問題を厳選！
繰り返し解くことで問題の傾向をつかめます。

チェックボックスを利用したり
マーカーを引いて、本書を活用しましょう。

一問一答形式の問題です。

繰り返し解く時に
便利。
一度解けたら
チェックマーク。
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004 会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主
又は社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負う
ことはない。（19年４ア）

× 本肢では、社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うこ
とはないとしているが、持分会社では、社員が会社の債務について会社債権者
に対して直接に責任を負うことがある（580条）。すなわち、持分会社の無限
責任社員は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない
場合（同1項1号）、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しな
かった場合（同2号、ただし、括弧書の事項が証明できた場合には責任を免れ
る）には、会社の債務について責任を負う。また、持分会社の有限責任社員は、
その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。）を限度とし、
持分会社の債務を弁済する責任を負う（同2項）。

005 最高裁判所の判例によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格
が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげら
れている。（８年44イ）

○ 法人格否認の法理が適用される場合として、判例は、会社の法人格が濫用され
る場合と、法人格が形骸化している場合をあげている（最判昭44.2.27）。

006 最高裁判所の判例によれば、形式的に新会社の登記がなされていても、
新旧両会社の実質が同一であり、新会社の設立が旧会社の債務の免脱
を目的とする会社制度の濫用であると認められるときは、新会社は取
引の相手方に対し、信義則上、新旧両会社が別異の法人格であること
を主張できない。（14年41ウ）

○ そのとおりである。形式的には新会社の設立登記がなされていても、新旧両会
社の実質は同一であり、新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなさ
れた会社制度の濫用である場合には、会社は右取引の相手方に対し、信義則上、
新旧両会社が別異の法人格であることを主張できず、相手方は新旧両会社のい
ずれに対しても責任を追及することができる（最判昭48.10.26）。
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第1章

毎回出題される分野ではありませんが、出題されるポイ
ントははっきりしており（例えば、法人格否認の法理な
ど）、確実に得点しなければならない分野です。
油断することなく、学習しておいてください。平成26
年改正については、特に注意する必要はありません。

会社法総論



001 社員が一人であるような会社は、会社法上の会社とはいえない。（８年
44ア）

× 株式会社（471条参照）でも持分会社（641条4号）でも、社員が一人の会
社が認められている。潜在的な社団性が主な理由である。ただし、合資会社に
は無限責任社員と有限責任社員とが必要であるため、一人会社はありえない。

002 未成年者は、持分会社の無限責任社員となることが禁止されている。（９
年41イ）

× 本肢のような規定は存在しないため、誤りである。未成年者であっても法定代
理人の許可（民5条、6条）があれば、無限責任社員となりうる。

003 会社は、他の会社の無限責任社員になることができない。（23年Ⅰ２ア） × 改正前商法では、会社など法人は無限責任社員となることはできないとされて
いた（改正前商55条）が、会社法では、法人も無限責任社員となることがで
きる（576条1項4号・5号、598条等参照）。

004 会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主
又は社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負う
ことはない。（19年４ア）

× 本肢では、社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うこ
とはないとしているが、持分会社では、社員が会社の債務について会社債権者
に対して直接に責任を負うことがある（580条）。すなわち、持分会社の無限
責任社員は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない
場合（同1項1号）、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しな
かった場合（同2号、ただし、括弧書の事項が証明できた場合には責任を免れ
る）には、会社の債務について責任を負う。また、持分会社の有限責任社員は、
その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。）を限度とし、
持分会社の債務を弁済する責任を負う（同2項）。

005 最高裁判所の判例によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格
が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげら
れている。（８年44イ）

○ 法人格否認の法理が適用される場合として、判例は、会社の法人格が濫用され
る場合と、法人格が形骸化している場合をあげている（最判昭44.2.27）。

006 最高裁判所の判例によれば、形式的に新会社の登記がなされていても、
新旧両会社の実質が同一であり、新会社の設立が旧会社の債務の免脱
を目的とする会社制度の濫用であると認められるときは、新会社は取
引の相手方に対し、信義則上、新旧両会社が別異の法人格であること
を主張できない。（14年41ウ）

○ そのとおりである。形式的には新会社の設立登記がなされていても、新旧両会
社の実質は同一であり、新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなさ
れた会社制度の濫用である場合には、会社は右取引の相手方に対し、信義則上、
新旧両会社が別異の法人格であることを主張できず、相手方は新旧両会社のい
ずれに対しても責任を追及することができる（最判昭48.10.26）。
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001 社員が一人であるような会社は、会社法上の会社とはいえない。（８年
44ア）

× 株式会社（471条参照）でも持分会社（641条4号）でも、社員が一人の会
社が認められている。潜在的な社団性が主な理由である。ただし、合資会社に
は無限責任社員と有限責任社員とが必要であるため、一人会社はありえない。

002 未成年者は、持分会社の無限責任社員となることが禁止されている。（９
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003 会社は、他の会社の無限責任社員になることができない。（23年Ⅰ２ア） × 改正前商法では、会社など法人は無限責任社員となることはできないとされて
いた（改正前商55条）が、会社法では、法人も無限責任社員となることがで
きる（576条1項4号・5号、598条等参照）。

004 会社は法人であり、その名において権利を有し義務を負うので、株主
又は社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負う
ことはない。（19年４ア）

× 本肢では、社員が会社の債務について会社債権者に対して直接に責任を負うこ
とはないとしているが、持分会社では、社員が会社の債務について会社債権者
に対して直接に責任を負うことがある（580条）。すなわち、持分会社の無限
責任社員は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない
場合（同1項1号）、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しな
かった場合（同2号、ただし、括弧書の事項が証明できた場合には責任を免れ
る）には、会社の債務について責任を負う。また、持分会社の有限責任社員は、
その出資の価額（既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。）を限度とし、
持分会社の債務を弁済する責任を負う（同2項）。

005 最高裁判所の判例によれば、法人格を否認し得る場合として、法人格
が濫用されたとき、及び法人格が形骸化しているときの二つがあげら
れている。（８年44イ）

○ 法人格否認の法理が適用される場合として、判例は、会社の法人格が濫用され
る場合と、法人格が形骸化している場合をあげている（最判昭44.2.27）。

006 最高裁判所の判例によれば、形式的に新会社の登記がなされていても、
新旧両会社の実質が同一であり、新会社の設立が旧会社の債務の免脱
を目的とする会社制度の濫用であると認められるときは、新会社は取
引の相手方に対し、信義則上、新旧両会社が別異の法人格であること
を主張できない。（14年41ウ）

○ そのとおりである。形式的には新会社の設立登記がなされていても、新旧両会
社の実質は同一であり、新会社の設立は旧会社の債務の免脱を目的としてなさ
れた会社制度の濫用である場合には、会社は右取引の相手方に対し、信義則上、
新旧両会社が別異の法人格であることを主張できず、相手方は新旧両会社のい
ずれに対しても責任を追及することができる（最判昭48.10.26）。
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007 株式会社と株主個人の間において業務及び財産に継続的混同があると
きには、会社の法人としての存在を全面的に否定し、会社法人格の背
後にある個人をとらえてその責任を問う法人格否認の法理を認めるの
が判例である。（19年４オ）

× 法人格否認の法理とは、法人たる会社の形式的独立性を貫くと正義・衡平に反
する結果となる場合に、特定の事案の解決のために会社の独立性を否定し、会
社と背後者（支配社員や親会社など）を同一視する法理をいう。法の目的を超
えて法人格が不法に利用されている場合、すなわち、法人格が法の適用を回避
するために濫用されている場合、及び法人格が全く形骸化している場合には、
その限度で法人格を否認するものであるから、本肢は「会社の法人としての存
在を全面的に否定し」という部分が誤りである。

008 会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社
会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、
会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとするのが判例である。
（19年４エ）

○ そのとおりである（最判昭45.6.24）。本肢は、八幡製鉄政治献金事件に関す
る判例の見解である。会社の権利能力が目的によって制限されることを前提
に、政治献金が目的の範囲内の行為であることを示している部分が挙げられて
いる。

009 最高裁判所の判例は、政治献金をなすことは会社の定款所定の目的の
範囲内の行為であるが、常に取締役の忠実義務違反になるとした。（８
年44エ）

× 常に取締役の忠実義務（355条）違反になるわけではないので、本肢は誤り
である。判例（最判昭45.6.24）は、政党の健全な発展に協力して政治献金
をすることは、社会的実在としての会社に当然の行為として期待されるところ
であり、その意味で目的の遂行に必要な行為であるから、会社の目的の範囲内
の行為であるとした。また、会社の規模、経営実績その他諸般の事情を考慮して、
合理的範囲においてなされる限り、取締役の忠実義務にも違反しないとした。

010 会社は本店所在地における設立の登記によって成立するが、いったん
成立しても裁判所の命令により解散させられることがある。（８年44
オ）

○ そのとおりである。会社は、本店所在地における設立登記によって成立する（49
条、579条）。そして、これにより一旦成立しても、裁判所の解散命令により
解散させられることがある（824条）。

011 発行済株式の全部が譲渡制限株式であり、定款で譲渡制限株式以外の
株式を発行する旨を定めている株式会社は、公開会社である。（25年Ⅰ
２ウ）

○ 公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該
株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株
式会社をいう（2条5号）。本肢の株式会社は、上記の公開会社の定義に該当
する。

012 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が４億円で
あり、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社
は、大会社である。（25年Ⅰ２イ）

○ 大会社とは、①最終事業年度に係る貸借対照表（439条前段に規定する場合
にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、
株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、435条1項の貸
借対照表をいう。）に資本金として計上した額が５億円以上であること、②最
終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以
上であることのいずれかに該当する株式会社である（2条6号）。本肢の株式
会社は、このうち、②に該当する。
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後にある個人をとらえてその責任を問う法人格否認の法理を認めるの
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えて法人格が不法に利用されている場合、すなわち、法人格が法の適用を回避
するために濫用されている場合、及び法人格が全く形骸化している場合には、
その限度で法人格を否認するものであるから、本肢は「会社の法人としての存
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会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎりにおいては、
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（19年４エ）
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株式を発行する旨を定めている株式会社は、公開会社である。（25年Ⅰ
２ウ）

○ 公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該
株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株
式会社をいう（2条5号）。本肢の株式会社は、上記の公開会社の定義に該当
する。

012 最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が４億円で
あり、負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社
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013 合名会社が利益の配当をする場合における配当する財産は、配当財産
である。（25年Ⅰ２ア）

× 配当財産とは、株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をい
う（2条25号）。

014 会社は、合名会社の社員や合資会社の無限責任社員になることができ
ない。（19年４イ）

× 改正前商法では、会社など法人は無限責任社員となることはできないとされて
いた（改正前商55条）が、会社法では、法人も合名会社の社員や合資会社の
無限責任社員になることができる（598条等参照）。
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