日商簿記検定試験
第 158 回 1 〜 3 級受験要項

試験日 2021 年６月 13 日（日）
申込期間：2021 年５月７日（金）～５月 13 日（木）
【申込はインターネットのみで受付いたします】
定員に達し次第、申し込みを締め切ります。
※団体申込期間は 2021 年４月 21 日（水）〜４月 28 日（水）
※団体申込の受付方法につきましては、電話でお問い合わせください。

企業が求める資格、第１位 !!

日商簿記

簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理して、経営成績と財政状態を明らか
にする技能です。企業の活動を適切、かつ正確に情報公開するとともに、経営管理
能力を身につけるために、簿記は必須の知識です。

試験時間・受験料・受験資格
開始時間

１級 ９：00 ～（試験時間 180 分）※途中休憩あり
２級 13：30 ～（試験時間 90 分）※２ 〜３級試験の試験時間が変更となります
３級 ９：00 ～（試験時間 60 分） ので、ご注意ください

受験料
（消費税を含みます）
仙台会場
受験資格

１級

２級

３級

7,850 円

4,720 円

2,850 円

宮城県内に居住している人。もしくは県内の企業・学校へ通勤・通学している人
（学歴・年齢・性別・国籍による制限はありません）。
※１級、２級からの受験や、１・２級、２・３級を同日に受験することも可能です。

□受験者は、各級の開始時間までに受験場に入場し着席してください。
（１・３級は 8：00、2 級は 12：30 から入場
できます）※変更になる場合があります
□ 1 級を受験する方は、前半のみ・後半のみの受験はできません。
□受験料とは別に 720 円の事務手数料（データ処理、受験票発送等）が必要となります。

インターネットでお申込みできない方や受付方法に関するお問い合わせは、
下記までご連絡ください。
仙台商工会議所検定担当

〒 980-8414 仙台市青葉区本町２-16-12
022-265-8124（土日・祝日・年末年始を除く 9：00 ～ 17：20）
※お掛け間違いのないよう電話番号をよくお確めください。
https://www.sendaicci.or.jp/

主

仙台商工会議所簿記検定ページ

催

仙台商工会議所・日本商工会議所

級

程度・能力

１級

極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、
会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規
を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。
合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税
理士などの国家資格への登竜門。

試験科目

２級

経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の
一つ。
高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含む）を修得し、財務
諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務
を踏まえ適切な処理や分析を行うために求められるレベル。

３級

業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが身に付けておくべ
き「必須の基本知識」として、多くの企業から評価される資格。
基本的な商業簿記を修得し、小規模企業における企業活動や会
計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を行うために求めら
れるレベル。

商業簿記
会計学

試験時間

合格基準

90 分

70 点以上
ただし、１科目
ごとの得点は
90 分
40％以上
［途中、休憩あり］

工業簿記
原価計算
商業簿記
工業簿記

（原価計算を含む）
・５題以内

商業簿記

・３題以内

90 分

70 点以上

60 分

70 点以上

●「商業簿記」は、購買活動や販売活動など、企業外部との取引を記録・計算する技能で、企業を取り巻く関
係者（経営管理者・取引先・出資者等）に対し、適切、かつ正確な報告（決算書作成）を行うためのものです。
●「工業簿記」は、企業内部での部門別や製品別の材料・燃料・人力などの資源の投入を記録・計算する技能で、
経営管理に必須の知識です。
※会計基準および法令は毎年度４月１日現在施行されているものに準拠します。
※出題区分表の詳細並びに学習教材につきましては日本商工会議所ホームページ（https://www.kentei.ne.jp/
bookkeeping/exam-list）をご参照ください。

申込手続き
・受 験料とは別に 720 円の事務手数料（データ処理、
受験票発送等）が必要となります。
・仙 台商工会議所 HP にアクセスして画面上の指示に
従って仮申し込みを行ってください。
仮申込完了から最長数時間後、本申込の案内メール
が届きますので、必ず本申込を行ってください。
（本
申込を行わないと申し込みは完了しません）
本申込が完了すると確認メールが届きます。
・受 験票は申込期間に関わらず試験日の 10 日前まで
に登録申込の住所に郵送します。
・受験票は当日必ず持参してください。
・領収書が必要な方やインターネットでお申込みできな
い方・申込メールが届かない方、団体申込を希望する方
は電話でお問い合わせください。TEL：022-265-8124
・ま た新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
定員制を導入させていただきます。
定員制では、先着順での申込受付となり、定員数に
達した時点で、申込登録期間内であっても受付を終
了いたします。
・定員数は試験会場の確保状況により異なります。定
員数に関する電話やメール等での照会はお控えくだ
さい。
なお、受験申込は県内在住者か県内の企業・学校へ
の通勤・通学者に限ります。要件を満たさない方の
申込は無効となりますのでご了承ください。
試験の詳細については下記 HP でご確認ください。
https://www.sendaicci.or.jp/kentei/

試験会場
仙 台 市 内

仙台市内（青葉区）の大学・専門学
校等

※会場は受験票にて通知いたします。地図も同封いた
しますので、ご確認ください。
●試 験当日は非常に混雑しますので、時間に余裕を
持って試験会場にお越しください。
駐車場はありません。自家用車、バイク、自転車等
で試験会場への乗り入れは固く禁止いたします。

合格発表
2 ～ 3 級は合格発表日（2021 年 6 月 28 日）の正午
に仙台商工会議所ホームページへ合格者の受験番号を
掲載いたします。また、インターネット申込者は点数
もホームページで照会可能です。
１級は中央審査の結果が判明次第、合否結果を本人
宛に郵送にて通知いたします。

合格証書の交付
8 月 16 日から順次発送致します。8 月 23 日まで届か
ない場合、ご連絡をください。団体申込の方は各団体
にてお受取りください。
※
「髙」「﨑」など、旧漢字・アルファベットでの印字
はできません。
（JIS 第２水準まで可）
※住所変更等がありましたら、速やかにご連絡くださ
い。住所変更により証書が届かなかった場合、別途
送料をご負担いただいて郵送いたします。なお、保
存期間は、試験日より１年間（試験日を１日目とし
ます）です。また、合格証書は再発行できません。

試験当日は以下のものを持参してください
■受験票
■筆記用具（HB またはＢの黒鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ）なお、筆記用具、計算器具の貸し出し
は行いません。
■計算器具（そろばん、電卓）を使用しても構いません。ただし、電卓は、計算機能（四則演算）のみのものに限り、
例えば、以下の機能があるものは持ち込みできません。
・印刷（出力）機能 ・メロディー（音の出る）機能 ・辞書機能（文字入力を含む）
・プログラム機能（例：関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の公式の記憶機能がある電卓）
（注）ただし、次のような機能は、プログラム機能に該当しないものとして、試験会場での使用を可とします。
・日数計算 ・時間計算 ・換算 ・税計算 ・検算（音の出ないものに限る）
■身分証明書
（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、学生証、社員証など、第三者機関発行で氏名・生年月日・
顔写真の３点が揃って確認できるもの）但し、小学生以下の方は必要ありません。
※上記身分証明書をお持ちでない場合は、電話でお問い合わせください。TEL：022-265-8124

受験上の注意（必ずお読みください）
❶受験者はすべて試験委員の指示に従ってください。それに従わない場合は退出していただくこともあります。
❷受験票は合格証書を受け取るまで保管してください。
❸スマートフォン、携帯電話、スマートウォッチ等のモバイル通信機器の使用は厳禁です。お持ちの方は必ず電
源を切り、受験してください。
❹試験会場には、受験者以外入場できません。
❺試験問題・採点内容、採点基準についてのご質問、答案の公開・返却には一切応じられません。
❻お身体に障がいがある方や妊娠中の方などで、受験の際にご心配な点がございましたら事前に仙台商工会議所
検定担当までご連絡ください。
❼試験会場には時計が無い場合もあります。（情報通信機能のある時計や音を出す時計などは使用できません。携
帯電話やスマートウォッチ・スマートフォンを時計代わりに使用することはできません）
❽試験全般について試験会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

新型コロナウィルスに関する注意事項
・必ずマスクを着用して受験してください。試験中、本人確認のために一時的にマスクを外していただきますが、
それ以外の時は着用していてください。
・ご来場前に検温を行い、37.5℃以上の熱がある方は受験を控えてください。
また、当日は検温を行いますので、入室まで時間がかかる場合がございます。早めに会場へお越しください。
検温で 37.5℃以上の熱があると判明した場合、受験をお断りする場合がございます。
・新型コロナウィルスの感染拡大等により試験が中止となる場合がございます。その場合は、仙台商工会議所の
ホームページで告知するほか、申込時に登録いただいたメールアドレスへご連絡いたします。
受理した受験料（事務手数料を含まない）は試験中止の場合は返金いたしますが、その他の場合はいかなる理
由でも返戻いたしません。次回への振替もできません。
※コロナウイルスへの最新の対応情報は、当所ホームページをご覧ください。
（URL:https://www.sendaicci.or.jp/kentei/）

日商簿記検定試験（２級・３級）はネット試験でも受けられます
日商簿記検定試験（２級・３級）では、新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない状況下においても
学習者の皆様に受験機会を提供するため、随時受験が可能なネット試験方式による試験を 2020 年 12 月から施行
しています。施行会場や受験料等の詳細は下記ホームページよりご確認ください。
日商簿記２～３級ネット試験受付ページ：https://cbt-s.com/examinee/examination/jcci.html

個人情報の取り扱いについて
１

個人情報の利用目的
当商工会議所は、個人情報を以下の目的で利用します。
なお下記以外の利用目的については、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合、
その他個人情報保護法が例外として定める場合を除き、別途公表するかまたは本人に通知します。
⑴ 検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。
ア 検定試験施行における本人確認のため
イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベースの作成を含む。）
ウ 合格証書および合格証明書の発行のため
エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため
オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため
２ 共同利用
当商工会議所は、個人情報を以下のとおり、共同して利用します。
⑴ 共同して利用される個人データの項目
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、学校または勤務先等に関する情報（名称、所在地、所属部課名ま
たは学年、電話番号を含む）、属性（社会人（就業者）、社会人（非就業者）、大学生・短大生（大学院生を含む）、
専門学校・各種学校生、高校生、その他等）、受験番号、証書番号、点数、合否
⑵ 共同して利用する者の範囲
商工会議所法に基づき設立される、全国のすべての商工会議所および日本商工会議所
⑶ 利用する者の利用目的
検定試験の受験者・合格者の管理および実施運営のため。なお下記の目的を含みます。
ア 検定試験施行における本人確認のため
イ 受験者台帳および合格者台帳の作成のため（受験者および合格者に係るデータベースの作成を含む。）
ウ 合格証書および合格証明書の発行のため
エ 検定試験に関する各種連絡および各種情報提供のため
オ データベースを活用し、検定普及策を検討するため
⑷ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称
日本商工会議所・仙台商工会議所
３ 匿名加工情報に関する事項
当商工会議所は、個人情報から、ご本人を識別することができないよう加工した匿名加工情報を作成し、第三者
に提供しています。また今後継続的に同様の匿名加工情報を作成し、第三者に提供することを予定しています。
⑴ 作成した匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおりです。
住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非就業者）、大学生・
短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等）、点数、合否
⑵ 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる、個人に関する情報の項目は次のとおりです。
住所のうち都道府県、性別、生年月日のうち生年、属性（社会人（就業者）、社会人（非就業者）、大学生・
短大生（大学院生を含む）、専門学校・各種学校生、高校生、その他等）、点数、合否
⑶ 第三者への提供方法は次のとおりです。
ア サーバにデータをアップロードする方法
イ CD-ROM または USB メモリ等の電磁的記録媒体にデータを記録し、その媒体を提供する方法

日商原価計算初級・日商簿記初級 共通
■試験方式
■試験会場
■試 験 日
■受験資格
■試験時間
■受 験 料
■合格基準

インターネットを介して試験の実施から採点、合否判定までを行う「ネット試験」で施行
商工会議所ネット試験施行機関
試験施行機関が日時を決定
制限なし
40 分
2,200 円（税込）
100 点満点で 70 点以上が合格

仙台商工会議所パソコン教室でネット受験
仙台商工会議所は４階にパソコン教室を開講しております。
簿記初級・原価計算初級の受験はもちろん、簿記２級までの対策講座も開講しております。
受講料・カリキュラム等は下記にお問い合わせください。
仙台商工会議所パソコン教室
TEL：022-302-7901
本検定試験をお申込みされた方は、受験要項に記載されているすべての事項について、同意しているものとみなします。

