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（問 1） 資金調達の際、身近な役員から借入をお願いをしているが、この場合の会計処理は寄付

的な扱いとして処理をするのか。 

（答） 返済を前提としている場合は、役員貸付金等の勘定科目を用いて計上します。 

この場合、口頭で貸し借りを行なうのでなく、返済期日・貸付利率等を記載した証書を

作成し、貸主・借主双方で保管しておく必要があります。 

 

（問 2） 携帯電話を担当者毎に割り当てそれぞれの料金を担当する事業の経費として処理を行な

っている。 

共益費の按分方法として売上割合や従事割合・人数割合等があるが、現在の処理でも問

題はないか。また、共益費で整理する科目毎に按分の仕方が違っていても問題はないか。 

（答）  共通経費の按分については、法人の実態に即した方法により算出すればよいとなってい

ます。ご質問では携帯電話１台毎に事業費として計上されていることとされていますが、

その保有している職員が事業部門と管理部門を兼務しいているような場合であれば、共通

経費として従事割合などにより事業費と管理費に分ける必要があるかと思われます。 

 

（問 3） 所轄庁に提出する計算書類等については、当面従来の収支計算書・貸借対照表・財産目

録でも良いと聞いたが、当面とはいつまでの期間を指すのか。 

（答）  改正 NPO法の附則で規定されていることからすぐには法令の違反にはなりません。 

この場合の当面の解釈ですが、３年後の 2015年に会計基準の再検討を行なうとしていま

すので 2015年が移行手続きの期日になるのではないかと予想しています。 

 

（問 4）  法人格を取得して間がないので、会計のいろはを教わりたい。 

（答）  ひろしま NPOセンターにおいて個別相談に応じますので、改めてご連絡頂きたい。 

 

（問 5）  認定 NPO を申請する条件として「公認会計士又は監査法人の監査を受けている事」とさ

れているが、小規模法人であっても必ず監査を受けなければならないのか。 

（答）  認定要件のうち経理に関するものは、「公認会計士もしくは監査法人の監査を受けている

か、青色申告と同等の帳簿等の保存を行なっているか」「不適正な経理を行なっていないこ

と」となっています。 

 従って、公認会計士等の監査を受けていなくても複式簿記による会計帳簿類を作成・保

存していれば良いと理解していただいて構いません。 

 

（問 7）  NPO法人は事業報告用と税務申告用で決算書を作成しているが、二重帳簿といった概念は

ないのか。 

（答）  NPO法人における会計報告は所轄庁を通じて本来の事業を社会一般に公開することを目

的としています。 

一方、税務署の提出にあたっては収益事業における税務申告を目的としているため、税

額計算が行える会計書類の提出が求められています。 

従って、活動の範囲を算定するための決算と納税のための決算手続きが必要となります。 

これは二重帳簿という概念ではなく NPO特有の会計処理方法であると認識しています。 

 

（問 8）  今回の会計基準の改正により、作成する会計帳簿が変更となる事に関し、総会もしくは

理事会等により承認を仰ぐ必要があるか。 

（答）  広島県・広島市においては、次回の定時総会において決算承認にあわせて確認していた

だいた後、定款変更手続きを行なえば良いとの見解を示されております。 
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（問 9）  認定 NPO取得条件は小規模法人には敷居が高い。 

中間支援を行なう NPO 等が代表して認定を取得し、小規模法人を支援するような制度設

計はないのか。 

（答）  認定 NPO 法人とは運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資する

ことにつき一定の要件を満たすことを要求されています。 

 ご質問の意図する点は制度を掻い潜り優遇措置を受けるといった公正な観点から相反す

る行為であり、制度・手続きの面において容認されるものではありません。 

 認定 NPO法人とは無関係ではありますが、今後、中間支援機関が行政・企業・市民の仲

介役を担い、NPO法人の事業活動に寄与・貢献出来る仕組みを現在構築しています。 

 制度設計が行えた時点でご案内したい。 

認定NPO取得については引き続き取得出来るように頑張っていただきたい。 

 

（問 10）  会計書式（フォーマット）に記載されている科目のうち、決算値が０円であれば科目記

載を省略しても良いか。 

（答）  会計基準は会計のルールとして位置づけ会計の書式を定義しています。 

他団体も同様に利用・作成することに意味があり、そこに会計の正確性や法人間の比較

可能性が生じることになります。 

この点をご理解いただきながら、例え計上値が０円であっても科目を非表示にすること

は避けていただきたいと考えています。 

 

（問 11） 事業費と管理費の整理の仕方が理解しにくい。 

（答）  事業費とは NPO 法人が目的とする事業を行なうために直接要する経費やその他の経費

をいい、事業を遂行するにあたり仕入れや製作に係る費用やチラシ・ポスター等の印刷費、

講師等への謝金、会場費等、明らかに事業に関する経費として特定できる金額と、人件費

や事務所賃料、光熱費、通信費、消耗品費、備品の減価償却費等、事業部門と管理部門に

共通する経費のうち、その事業に要した経費として合理的に算出された金額の合計額をい

います。 

一方、管理費は各種の事業を管理していくために係る費用や、総会・理事会の開催運営

費、管理部門に係る役職員の人件費や共通経費のうち事業費に計上した金額を差し引いた

金額をいいます。 

共通経費の按分方法等については、実態に即した計算方法により算定することが望まし

いと考えられます。 

 

（問 12） 前事業年度の計算書類の中で減価償却費は本来事業費の中で整理することとされている

が、経常外費用として計上した。 

既に所轄庁で受理されているが修正すべきか判断に迷っている。 

（答） 近年の会計の考え方では、過去の財務諸表に誤りが発見された場合は、原則遡って修正

しその内容や影響額等を注記することが求められています。 

量的重要性や質的重要性といった重要性の観点から団体においてやり直すか否かを判断

いただければと思います。 

過去広島県においては遡及手続きの対応を行なったケースもあると回答頂いています。 
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（問 13） 小規模法人の目安としての線引きはあるのか 

（答） 小規模法人の目安としては当初、現金主義による取引が慣例で、現金預金以外に資産や

負債が存在せず収入規模が 500 万円との目安はありましたが、線引きをすることで本来の

目的が薄れてしまい、適正な会計処理が望めないことから最終的に明言されていません。 

 法人が自ら財務諸表の重要性の判断を行ない、簡便な方法を採用したとしても利用者の

判断を誤らせない場合に限ると示されています。 

 

（問 14） 経理を行なうスタッフがいない。事務代行等を行なってもらえないか。 

（答）  ひろしま NPOセンターにおいては、現在会計支援メニューを構築中です。 

制度設計が行えた時点でご案内したい。 

至急対応が必要であれば個別相談に応じますのでひろしまＮＰＯセンターへご連絡願い

たい。 

（問 15） 事業収入を得た時点でスタッフへ給与を支払っているが、この場合の源泉徴収が煩雑で

ある。 

別の手法があるか。 

（答）  雇用形態を採っているか否かで取扱いが変わります。 

 雇用契約を交わしているのであれば給与となり、事業主は必然的に納税義務者として所

得税を預り毎月納付手続きを行なわなければなりません。 

 ただし、雇用員が常時１０人未満であれば所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の

承認に関する申請書」を提出することで、年 2回（7月と１月）の納付でよいとされていま

す。 

 雇用契約を交わしていない場合においては、業務委託もしくは謝金といった支払方式が

考えられます。 

謝金においては、事業主は報酬源泉税を預り毎月納付手続きを行なわなければなならい

とされています。 

業務委託の場合は、支払う相手方が個人事業主でかつ指揮命令系統がない事を条件とさ

れていますので注意が必要です。 

事務の煩雑化を解消することを目的とするのではなく、実態に即した内容で対応するこ

とが法人としての責務と考えます。 

 

（問 16） 法人税が課税される対象を教えて欲しい。 

（答）  NPO 法上の事業区分として、特定非営利活動事業（定款に記載されている事業―NPO

法に定められた２０事業）とその他の事業に区分けされています。 

 一方、法人税法上の事業区分は収益事業と非収益事業に区分されます。 

収益事業とは法律で定める３４業種に該当し、かつ一定の条件を満たすものとされてお

り、この収益事業に該当する事業を行なっていれば法人税の課税対象とみなされます。 

NPO法人が誤解しているケースとして、特定非営利活動事業の活動は全て課税対象に該

当しないと自己の裁量で判断し税務申告を行なわず、結果、税務調査で課税対象とみなさ

れ追徴金を収めたとの話をよく耳にします。 

法人税の課税対象となるか否かは個々の事業内容で判断されますので、不明な場合には

事前に所轄の税務暑へ確認をしたほうが良いと思われます。 
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（問 17）  ボランティアの会計処理を行なうにあたり、労働力に対して領収書等証憑書類を手渡す

必要はあるのか。 

 またその労働力は寄付の税額控除と同様に税額控除が適用されるのか。 

（答）  ボランティアとして労力を提供していただいた方へ書類を手渡すことは会計上必要では

なく、寧ろお礼状という形でお渡しするほうが喜ばれるのではないでしょうか。 

 所得税法上、ボランティアの役務提供に対する税額控除の制度は残念ながら今日現在あ

りません。 

 

（問 18） ボランティアを評価し活動計算書等に計上する際に、どの程度の根拠を掲載することが

必要か。 

団体単位ごとに積算根拠が違えば事業規模の比較は行えなくなるのでは。 

（答）  NPO会計基準では、ボランティアの受け入れを財務諸表に注記したり、活動計算書に計

上する目的を、主に「必要な労力を金銭を支払って調達した場合・事業実施に必要となる

コストを把握したい」ということにおいています。 

したがって活動の原価の算定に必要なボランティアとは、事業の実施にあたって金銭を
．．．

支払っても必要とされる範囲のボランティアの労力
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を指します。 

 そのため、ここでは対外的な事業や活動において従事しているボランティアを想定して

おり、単に組織内部の日常的な管理業務を行なうためのボランティアについては金銭換算

した評価や財務諸表への計上は困難であると思われます。 

具体的事例として、 

①国際会議やイベントでの通訳ボランティア 

②パソコン教室の講師ボランティア 

③フリーペーパー発行のための取材・編集ボランティア 

④虐待や DV,多重債務者に対する電話相談の受け手ボランティア 

⑤開発途上国で難民支援をするボランティア 

⑥HP作成・更新のための ITスキルを持ったボランティア等が挙げられます。 

 

 活動が必要とする本来の労力を超えてボランティアの協力をいただいた場合、その受け

入れたボランティア全員の評価額を算定すると活動の原価が必要以上に大きくなってしま

う恐れがあり、財務諸表での公表にあたっては、「必要な受入額」だけを金銭換算して公表

することとしています。 

 

（問 19）  ボランティアの労働に対する賃金単価は、広島県の最低賃金を採用するのが良いのか 

（答）  問 18でお答えしている通り、ボランティア評価費用の計上はあくまで専門性のある場合

に限りますので、ご質問による単価を適用するケースはないものと考えらえれますが、信

頼ある単価が算定出来ない場合には最低賃金の単価を適用することも予想されます。 

 

（問 20） ボランティアの人数が日によって違う場合の取り扱いとして、平均により算定する方法

を適用すると資料に記載があったが、実働に応じた人数に基づき計算した方がより精度は

高いと思えるが、どちらを適用すれば良いか。 

（答） 信頼性の確保のためには、人数、時間数、面積などの集計の仕組みと換算のための単価

決定の二つの要素が必要であり、信頼性のある資料から、漏れなく（網羅性）、正しく（正

確性）、責任のある者によって（正当性）集計される仕組みを作って運用することが重要と

なります。 
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（問 21） 施設の物的サービスを受けた場合の会計処理に関して、減免申請により安価な価格で施

設が利用出来た場合、通常利用した場合の料金と差額が生じるが、この差額を受入評価と

して計上する必要があるのか 

（答）  許認可等による支出差額についてまで受入評価とする必要はないと考えます。 

 

（問 22） 有償ボランティアを受け入れた際、広島県の最低賃金との単価差額を受入評価として計

上することとなるのか。 

（答）  有償ボランティアの会計処理に関して確立されたものはありません。 

この言葉を使用している人によって解釈も異なっており会計処理も統一されていないの

が現状です。 

 一般的に有償＝給与とみなされ、対外的に最低賃金以下による労働強制や源泉所得税・

労働保険等の問題等、色々な面に波及することは必須で、会計上も人件費として整理する

ことと考えられます。 

 従って、ご質問の差額をボランティア評価費用として計上することは想定出来ません。 

 

（問 23） ボランティアに対して慣例的に交通費を支払っているがこの場合源泉税を徴収する必要

があるのか。 

（答）  ボランティアの方の移動に関する交通費で源泉税の対象とならない場合とは、受入側で

ある法人が直接交通機関へ支払った場合（切符を購入しボランティアの方へ手渡す）で、

現金で実費分として渡した場合は、原則、源泉徴収の対象となります。 

 

（問 24）  ボランティアに関して役員や会員などが実働した場合も受入評価として計上してよい

か。 

（答）  内部の関係者においては法人を運営する立場にあり、ボランティアの受入評価への計上

はなじまない事から計上すべきでないと考えます。 

 

（問 6）  ボランティアの受入評価を織り込むことで寄付者が増えるとは到底思えない。 

 仮に寄付が見込まれることが前提とされるならば、悪意により計算書類を作成する団体

が増えてしまい NPO法人そのものの信頼が損なわれることになるのではないだろうか。 

 それよりも職員・非常勤職員の活動に対して支払っている賃金は非常に低く、人件費を

詳細に注記に示した方が賛同が得やすいとも思えるが見解を伺いたい。 

（答）  労働力による寄付計上を認めた会計基準は日本の様々な基準において初の試みです。 

ＮＰＯは本来市民に支えられ活動を行なう団体ですから、ボランティアなくして事業は遂

行出来ない現状の中、財務的観点からもその割合を示すことが必要ではないかとの見方も

ありました。本基準改正後初の試みでありますので計上することでの影響度は計り知れな

いものがあるのではないかと考えます。 

 皆様がこの制度を取り入れる事で今後課題が見えてくると思いますので、ご協力をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 


