
シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(1)
＝小数・分数・歩合・百分率の変換＝

氏名( )

学習のヒント

１．基本は小数。分数から歩合に変換するような問題でも，まず分数から小数に直してから，

歩合に変換する。

２．分数を答えるときは，既約分数(これ以上約分できない分数)かどうかを点検すること。

問題番号 小数 分数 歩合 百分率

(1) ０ .２５

４
(2)

５

(3) ３割２分

(4) ５０％

(5) ０ .６４

３
(6)

４

(7) ６割

(8) ４８％

(9) １ .２

１８
(10)

２５

(11) １５割

(12) １０％



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(2)
＝歩合の簡単な問題１＝

氏名( )

学習のヒント

「２割」 ＝０ .２(倍)

「２割増し」＝１＋０ .２＝１ .２(倍)

「２割引き」＝１－０ .２＝０ .８(倍)

(1) ３００円の２割は( )円です。

(2) ５００円の３割増しは( )円です。

(3) ６００円の２割５分引きは( )円です。

(4) ( )円の１割は２５０円です。

(5) ( )円の２割増しは１８００円です。

(6) ( )円の３割引きは５６０円です。

(7) ２５０円の( )割は２００円です。

(8) ３５０円の( )割( )分増しは３９２円です。

(9) ４８０円の( )割( )分引きは２６４円です。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(3)
＝歩合の簡単な問題２＝

氏名( )

学習のヒント

「２割」 ＝０ .２(倍)

「２割増し」＝１＋０ .２＝１ .２(倍)

「２割引き」＝１－０ .２＝０ .８(倍)

(1) ４００円の１割５分は( )円です。

(2) ６５００円の２割増しは( )円です。

(3) ２８００円の４割引きは( )円です。

(4) ( )円の３割８分は１１４０円です。

(5) ( )円の２割５分増しは４５００円です。

(6) ( )円の３割２分引きは３４００円です。

(7) ４０円の( )割( )分は２２円です。

(8) ６００円の( )分増しは６３０円です。

(9) ８００円の( )割引きは６４０円です。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(4)
＝１個だけの場合(1)＝

氏名( )

学習のヒント

１ . 仕入れ値 → 定価 → 売り値 の流れをしっかりつかむこと。

２ .「２割の利益をみこんで」というのは，「２割増しして」と同じ意味。

(1) ある品物を５００円で仕入れ，定価を６５０円にしました。

この品物が定価通り売れると，( )円の利益になります。

(2) ３００円で仕入れた品物に，仕入れ値の２割の利益をみこんで定価をつけました。

この品物の定価は( )円です。

(3) 定価５００円の品物を，定価の３割引きで売ると，売り値は( )円です。

(4) ４００円で仕入れた品物に，仕入れ値の４割の利益をみこんで定価をつけ，定価の２割引きで

売ると，売り値は( )円です。

(5) １２００円で仕入れた品物に，仕入れ値の２割の利益をみこんで定価をつけ，定価の１割引き

で売ると，利益は( )円です。

(6) ( )円で仕入れた品物に，仕入れ値の２割５分の利益をみこんで定価をつけ，定価

の１割引きで売ると，売り値は２２５０円です。

(7) ( )円で仕入れた品物に，仕入れ値の４割の利益をみこんで定価をつけ，定価の

１割５分引きで売ると，利益は５７０円です。

(8) ３２５０円で仕入れた品物に，仕入れ値の( )割の利益をみこんで定価をつけ，定価の

１割引きで売ると，売り値は３５１０円です。

(9) ４００円で仕入れた品物に，仕入れ値の( )割( )分の利益をみこんで定価をつ

け，定価の２割引きで売ると，利益は３２円です。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(5)
＝１個だけの場合(2)＝

氏名( )

学習のヒント

１ . 仕入れ値 → 定価 → 売り値 の流れをしっかりつかむこと。

２ .「２割の利益をみこんで」というのは，「２割増しして」と同じ意味。

(1) ある品物を８００円で仕入れ，定価を９００円にしました。

この品物が定価通り売れると，( )円の利益になります。

(2) ５００円で仕入れた品物に，仕入れ値の４割の利益をみこんで定価をつけました。

この品物の定価は( )円です。

(3) 定価７５０円の品物を，定価の２割引きで売ると，売り値は( )円です。

(4) ２５００円で仕入れた品物に，仕入れ値の２割の利益をみこんで定価をつけ，定価の２割５分

引きで売ると，売り値は( )円です。

(5) １５００円で仕入れた品物に，仕入れ値の４割４分の利益をみこんで定価をつけ，定価の

１割５分引きで売ると，利益は( )円です。

(6) ( )円で仕入れた品物に，仕入れ値の３割の利益をみこんで定価をつけ，定価の

２割引きで売ると，売り値は８３２０円です。

(7) ( )円で仕入れた品物に，仕入れ値の２割の利益をみこんで定価をつけ，定価の

５分引きで売ると，利益は１４０円です。

(8) ２５００円で仕入れた品物に，仕入れ値の( )割の利益をみこんで定価をつけ，定価の

２割引きで売ると，売り値は２８００円です。

(9) ５００円で仕入れた品物に，仕入れ値の( )割( )分の利益をみこんで定価をつ

け，定価の２割引きで売ると，利益は８４円です。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(6)
＝何個か売った場合＝

氏名( )

学習のヒント

１ . 仕入れ値 → 定価 → 売り値 の流れを図示して整理すること。

２ . 利益や損は，必ず「仕入れ値をもとにする」ことを忘れないこと。

３ . 売った個数を求める問題では，つるかめ算で解くものがよく出題される。

「ひょっとして，この問題はつるかめ算？」と疑ってみることが大切。

(1) １個２００円で６０個仕入れた品物を，１個２４０円で４０個売り，残りは１個１８０円で

売りました。このとき，利益は( )円です。

(2) １個３００円で１００個仕入れた品物に，３割の利益をみこんで定価をつけました。７０個

売れたあと，残りは定価の２割引きで売りました。利益は( )円です。

(3) １個２５０円で１２０個仕入れた品物に，２割の利益をみこんで定価をつけました。

( )個売れたあと，残りは定価の１割引きで売ったところ，利益の合計は５１００円

になりました。

(4) ある品物を１５０個仕入れて，２割の利益をみこんで定価をつけました。これを定価の１割引

きで売ると，１個につき２８円の利益があります。

この品物を定価で( )個売った後，残りをすべて定価の１５％引きで売ると，利益

の合計が６０９０円になりました。

(5) １個５００円で２００個仕入れ，２４％の利益をみこんで定価をつけたら，４０個売れ残って

しまいました。そこで，残り全部を，１個( )円で売ったところ，予定の利益よりも

８００円少なくなりました。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(1)
＝小数・分数・歩合・百分率の変換＝

解答

問題番号 小数 分数 歩合 百分率

１
(1) (０ .２５) ２割５分 ２５％

４

４
(2) ０ .８ ( ) ８割 ８０％

５

８
(3) ０ .３２ (３割２分) ３２％

２５

１
(4) ０ .５ ５割 (５０％)

２

１６
(5) (０ .６４) ６割４分 ６４％

２５

３
(6) ０ .７５ ( ) ７割５分 ７５％

４

３
(7) ０ .６ (６割) ６０％

５

１２
(8) ０ .４８ ４割８分 (４８％)

２５

１
(9) (１ .２) １ １２割 １２０％

５

１８
(10) ０ .７２ ( ) ７割２分 ７２％

２５

１
(11) １ .５ １ (１５割) １５０％

２

１
(12) ０ .１ １割 (１０％)

１０



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(2)
＝歩合の簡単な問題１＝

解答

(1) ６０ (2) ６５０ (3) ４５０ (4) ２５００ (5) １５００

(6) ８００ (7) ８ (8) １，２ (9) ４，５

解説

(1) ２割＝０ .２倍

３００×０ .２＝６０(円)

(2) ３割増し＝１＋０ .３＝１ .３(倍)

５００×１ .３＝６５０(円)

(3) ２割５分引き＝１－０ .２５＝０ .７５(倍)

６００×０ .７５＝４５０(円)

(4) １割＝０ .１倍

×０ .１＝２５０

＝２５０÷０ .１＝２５００(円)

(5) ２割増し＝１＋０ .２＝１ .２(倍)

×１ .２＝１８００

＝１８００÷１ .２＝１５００(円)

(6) ３割引き＝１－０ .３＝０ .７(倍)

×０ .７＝５６０

＝５６０÷０ .７＝８００(円)

(7) ２５０× ＝２００

＝２００÷２５０＝０ .８
０ .８＝８割

(8) ３５０×(１＋ )＝３９２

３９２÷３５０＝１ .１２

１ .１２－１＝０ .１２ → １割２分増し

(9) ４８０×(１－ )＝２６４

２６４÷４８０＝０ .５５

１－０ .５５＝０ .４５ → ４割５分引き



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(3)
＝歩合の簡単な問題２＝

解答

(1) ６０ (2) ７８００ (3) １６８０ (4) ３０００ (5) ３６００

(6) ５０００ (7) ５，５ (8) ５ (9) ２

解説

(1) １割５分＝０ .１５倍

４００×０ .１５＝６０(円)

(2) ２割増し＝１＋０ .２＝１ .２(倍)

６５００×１ .２＝７８００(円)

(3) ４割引き＝１－０ .４＝０ .６(倍)

２８００×０ .６＝１６８０(円)

(4) ３割８分＝０ .３８倍

×０ .３８＝１１４０

＝１１４０÷０ .３８＝３０００(円)

(5) ２割５分増し＝１＋０ .２５＝１ .２５(倍)

×１ .２５＝４５００

＝４５００÷１ .２５＝３６００(円)

(6) ３割２分引き＝１－０ .３２＝０ .６８(倍)

×０ .６８＝３４００

＝３４００÷０ .６８＝５０００(円)

(7) ４０× ＝２２

＝２２÷４０＝０ .５５

０ .５５＝５割５分

(8) ６００×(１＋ )＝６３０

６３０÷６００＝１ .０５

１ .０５－１＝０ .０５ → ５分増し

(9) ８００×(１－ )＝６４０

６４０÷８００＝０ .８
１－０ .８＝０ .２ → ２割引き



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(4)
＝１個だけの場合(1)＝

解答

(1) １５０ (2) ３６０ (3) ３５０ (4) ４４８ (5) ９６

(6) ２０００ (7) ３０００ (8) ２ (9) ３，５

解説

(1) 定価通り売れたのだから，定価と売り値は等しい。

仕入れ値 → 定価 → 売り値

５００ ６５０ ６５０

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

５００円で仕入れて６５０円で売れたのだから，

利益は，６５０－５００＝１５０(円)。

(2) 「２割の利益をみこんで」＝「２割増しで」＝１ .２倍

３００×１ .２＝３６０(円)

(3) ３割引き＝１－０ .３＝０ .７(倍)

０ .７倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

５００

売り値は，５００×０ .７＝３５０(円)。

(4) 「４割の利益をみこんで」＝「４割増し」＝１ .４倍

「２割引き」＝１－０ .２＝０ .８(倍)

１ .４倍 ０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

４００

定価 ＝４００×１ .４＝５６０(円)。

売り値＝５６０×０ .８＝４４８(円)。

(5) 「２割の利益をみこんで」＝「２割増し」＝１ .２倍

「１割引き」＝１－０ .１＝０ .９(倍)

１ .２倍 ０ .９倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

１２００

定価 ＝１２００×１ .２＝１４４０(円)

売り値＝１４４０×０ .９＝１２９６(円)

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

１２００円で仕入れて１２９６円で売れたのだから，利益は，

１２９６－１２００＝９６(円)。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(4)
＝１個だけの場合(1)＝

解説のつづき

(6)
１ .２５倍 ０ .９倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

２２５０

定価×０ .９＝２２５０ だから，定価＝２２５０÷０ .９＝２５００(円)。

仕入れ値×１ .２５＝２５００ だから，仕入れ値＝２５００÷１ .２５＝２０００(円)。

(7)
１ .４倍 ０ .８５倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

この問題のように，仕入れ値・定価・売り値のすべてがわからない問題の場合は，ふつう，

仕入れ値を１とする。

仕入れ値が１ならば，

定価は， １×１ .４＝１ .４
売り値は，１ .４×０ .８５＝１ .１９ (小数点の位置を間違えやすいので注意)

１ .４倍 ０ .８５倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

１ １ .４ １ .１９

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

１で仕入れて，１ .１９で売ったのだから， 利益は，１ .１９－１＝０ .１９。

これが５７０円なので，１あたり，５７０÷０ .１９＝３０００(円)。

求めたいのは仕入れ値，つまり１あたりだから，答えは３０００円。

(8)
( )倍 ０ .９倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

３２５０ ３５１０

定価×０ .９＝３５１０ だから， 定価＝３５１０÷０ .９＝３９００

( )倍＝３９００÷３２５０＝１ .２
１ .２倍＝「２割増し」＝「２割の利益をみこんで」だから，答えは２割になる。

(9)
( )倍 ０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

４００

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

４００円で仕入れて 円で売って，３２円の利益があったのだから，

売り値は，４００＋３２＝４３２(円)。

定価×０ .８＝４３２ だから，定価＝４３２÷０ .８＝５４０(円)。

( )倍＝５４０÷４００＝１ .３５

１ .３５倍＝「３割５分増し」＝「３割５分の利益をみこんで」だから，答えは３割５分。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(5)
＝１個だけの場合(2)＝

解答

(1) １００ (2) ７００ (3) ６００ (4) ２２５０ (5) ３３６

(6) ８０００ (7) １０００ (8) ４ (9) ４，６

解説

(1) 定価通り売れたのだから，定価と売り値は等しい。

仕入れ値 → 定価 → 売り値

８００ ９００ ９００

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

８００円で仕入れて９００円で売れたのだから，

利益は，９００－８００＝１００(円)。

(2) 「４割の利益をみこんで」＝「４割増しで」＝１ .４倍

５００×１ .４＝７００(円)

(3) ２割引き＝１－０ .２＝０ .８(倍)

０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

７５０

売り値は，７５０×０ .８＝６００(円)。

(4) 「２割の利益をみこんで」＝「２割増し」＝１ .２倍

「２割５分引き」＝１－０ .２５＝０ .７５(倍)

１ .２倍 ０ .７５倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

２５００

定価 ＝２５００×１ .２＝３０００(円)。

売り値＝３０００×０ .７５＝２２５０(円)。

(5) 「４割４分の利益をみこんで」＝「４割４分増し」＝１ .４４倍

「１割５分引き」＝１－０ .１５＝０ .８５(倍)

１ .４４倍 ０ .８５倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

１５００

定価 ＝１５００×１ .４４＝２１６０(円)

売り値＝２１６０×０ .８５＝１８３６(円)

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

１５００円で仕入れて１８３６円で売れたのだから，利益は，

１８３６－１５００＝３３６(円)。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(5)
＝１個だけの場合(2)＝

解説のつづき

(6)
１ .３倍 ０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

８３２０

定価×０ .８＝８３２０ だから，定価＝８３２０÷０ .８＝１０４００(円)。

仕入れ値×１ .３＝１０４００ だから，仕入れ値＝１０４００÷１ .３＝８０００(円)。

(7)
１ .２倍 ０ .９５倍 ５分引き＝１－０ .０５＝０ .９５倍。

仕入れ値 → 定価 → 売り値 よく，１－０ .５＝０ .５(倍)というまちがいを

する人が多いので，注意すること。

この問題のように，仕入れ値・定価・売り値のすべてがわからない問題の場合は，ふつう，

仕入れ値を１とする。

仕入れ値が１ならば，

定価は， １×１ .２＝１ .２
売り値は，１ .２×０ .９５＝１ .１４ (小数点の位置を間違えやすいので注意)

１ .４倍 ０ .８５倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

１ １ .２ １ .１４

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

１で仕入れて，１ .１４で売ったのだから， 利益は，１ .１４－１＝０ .１４。

これが１４０円なので，１あたり，１４０÷０ .１４＝１０００(円)。

求めたいのは仕入れ値，つまり１あたりだから，答えは１０００円。

(8)
( )倍 ０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

２５００ ２８００

定価×０ .８＝２８００ だから， 定価＝２８００÷０ .８＝３５００

( )倍＝３５００÷２５００＝１ .４
１ .４倍＝「４割増し」＝「４割の利益をみこんで」だから，答えは４割になる。

(9)
( )倍 ０ .８倍

仕入れ値 → 定価 → 売り値

５００

利益は，仕入れ値と売り値をくらべるとわかる。

５００円で仕入れて 円で売って，８４円の利益があったのだから，

売り値は，５００＋８４＝５８４(円)。

定価×０ .８＝５８４ だから，定価＝５８４÷０ .８＝７３０(円)。

( )倍＝７３０÷５００＝１ .４６

１ .４６倍＝「４割６分増し」＝「４割６分の利益をみこんで」だから，答えは４割６分。



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(6)
＝何個か売った場合＝

解答

(1) １２００ (2) ６６６０ (3) ９０ (4) ８０ (5) ６００

解説

(1) 仕入れ値全体は，２００×６０＝１２０００(円)。

この品物を，１個２４０円で４０個売り，残りの ６０－４０＝２０(個)は，１個１８０円で

売ったのだから，売り値全体は，２４０×４０＋１８０×２０＝１３２００(円)。

仕入れ値 １２０００円 → 売り値 １３２００円

１２０００円で仕入れ，１３２００円で売ったのだから，利益は，

１３２００－１２０００＝１２００(円)。

(2) まず，１個の仕入れ値・定価・売り値をはっきりさせておこう。

１個の仕入れ値は３００円。

３割の利益をみこんで定価をつけたのだから，定価は ３００×１ .３＝３９０(円)。

定価の２割引きで売ったものは，３９０×０ .８＝３１２(円)で売った。

よって，１個３００円で１００個仕入れ，７０個は定価通りの３９０円で売って，残りの

１００－７０＝３０(個)は，３１２円で売ったことになる。

仕入れ値全体は，３００×１００＝３００００(円)。

売り値全体は，３９０×７０＋３１２×３０＝３６６６０(円)。

仕入れ値 ３００００円 → 売り値 ３６６６０円

３００００円で仕入れ，３６６６０円で売ったのだから，利益は，

３６６６０－３００００＝６６６０(円)。

(3) まず，１個の仕入れ値・定価・売り値をはっきりさせておこう。

１個の仕入れ値は２５０円。

２割の利益をみこんで定価をつけたのだから，定価は ２５０×１ .２＝３００(円)。

定価の１割引きで売ったものは，３００×０ .９＝２７０(円)で売った。

よって，１個２５０円で１２０個仕入れ，１個３００円か，１個２７０円で全部売ったところ，

利益は５１００円になった。

利益 ５１００ ３００×□個

仕入れ値 ２５０×１２０ → 売り値

２７０×△個

仕入れ値全体は，２５０×１２０＝３００００(円)で，５１００円の利益があったのだから，

売り値全体は，３００００＋５１００＝３５１００(円)。

整理すると，１個３００円か，１個２７０円で，１２０個売ったところ，３５１００円になっ

た。これは，つるかめ算である。(つるかめ算の解き方はＯＫですね？)

３００×１２０＝３６０００

３６０００－３５１００＝９００

３００－２７０＝３０

９００÷３０＝３０(個) …１個２７０円で売った個数

１２０－３０＝９０(個) …１個３００円で売った個数



シリーズ５年下・第２回・算数小テスト

売買損益の問題(6)
＝何個か売った場合＝

解説のつづき

(4) まず，１個の仕入れ値・定価・売り値をはっきりさせておこう。

仕入れ値が１として，定価は １ .２，売り値は １ .２×０ .９＝１ .０８

１個あたりの利益は，１ .０８－１＝０ .０８。これが２８円にあたるのだから，

２８÷０ .０８＝３５０(円)…１あたり

よって，１個の仕入れ値は３５０円，定価は ３５０×１ .２＝４２０(円)。

また，定価の１５％引きで売ると，４２０×０ .８５＝３５７(円)。

利益 ６０９０ ４２０×□個

仕入れ値 ３５０×１５０ → 売り値

３５７×△個

この品物を１５０個仕入れると，仕入れ値全体は，３５０×１５０＝５２５００(円)。

利益の合計が６０９０円あったのだから，売り値全体は，

５２５００＋６０９０＝５８５９０(円)。

１個４２０円か，１個３５７円で，１５０個売って，５８５９０円になった。

あとは，つるかめ算。

４２０×１５０＝６３０００

６３０００－５８５９０＝４４１０

４２０－３５７＝６３

４４１０÷６３＝７０(個) …１個３５７円で売った個数

１５０－７０＝８０(個) …１個４２０円で売った個数

(5) まず，１個の仕入れ値・定価をはっきりさせておこう。

１個の仕入れ値は５００円。

２４％の利益をみこんで定価をつけたのだから，定価は，５００×１ .２４＝６２０(円)。

定価通りで２００個売る予定だったのだから，次のような予定であった。

仕入れ値 ５００×２００ → 売り値 ６２０×２００

仕入れ値全体は，５００×２００＝１０００００(円)。

売り値全体は， ６２０×２００＝１２４０００(円)。

利益は，１２４０００－１０００００＝２４０００(円)。

実際には，１個６２０円の定価通り売ったのは，２００－４０＝１６０(個)。

残り４０個は，何円で売ったのかわからない。(それを求める問題)

実際の利益は，予定の利益である２４０００円よりも，８００円少なくなってしまったのだか

ら，２４０００－８００＝２３２００(円)。

よって，次のようにまとめることができる。

利益 ２３２００ ６２０×１６０個＝９９２００(円)

仕入れ値 １０００００ → 売り値

× ４０個

売り値全体は，１０００００＋２３２００＝１２３２００(円)。

よって， 円で４０個売った売り値は，１２３２００－９９２００＝２４０００(円)。

１個の売り値は，２４０００÷４０＝６００(円)。


