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(2) 自分たちの団体のことを多くの人に説明する 

前頁では、会計を報告（説明）するのは団体内部の人たち、あ

るいはすでに寄付をしてもらった人たちであるという考えでした。

しかし、NPO 法の趣旨からすると、報告は、団体内部の人ももち

ろんですが、これから NPO に関ろうとしている人、サービスを

受ける人も含めた人たちに、自分たちの活動をより理解してもら

い、共感してもらうために行うという考え方があるのです。 

第 4 章 
設立初年

度の会計 

   NPO 法においては、毎年の活動情報の公開が求められていま

す。きちんと活動していることを、会計面、組織面、事業面から

自ら情報を公開し、その内容をもって信用を積み重ねる。そのよ

うな思想がこの法律にはあります。 

この冊子では、第 2 章の「勘定科目の設定」で、どのようにし

て共感を得、信用を勝ち取るような会計報告ができるのかを見て

いきます。また、第 3 章の「帳簿の付け方」で、どのようにして

適切なお金の管理ができるのかを見ていきます。また、第 4 章で

は相談の多い「設立初年度の会計」を見ていきます。 

その前に、まず第 1 章では、所轄庁に提出する会計書類にはど

のようなものがあるのか、現金出納帳と計算書類はどのような関

係にあるのか、など「NPO 会計の概観」を見ていきます。 

第 3 章 
帳簿の付

け方 

第 2 章 
勘定科目

の設定 

第１章 
NPO 会

計の概観

 

 

 

 

(1) お金が適切に使われたことを説明する 

NPO にかかわらずどのような団体であっても、会計は必要です。

お金を預った会計担当者、又は実際にお金を動かすことができる

理事などが、その団体のお金を適正に使ったのかどうか、不正が

行われなかったかどうかを会員などに報告する義務があります。 

 

会計は「カウンティング（counting）」、すなわち「勘定」では

なく「アカウンティング（Accounting）」すなわち「説明」です。 

 それでは、ＮＰＯの会計では、誰に何を説明するのでしょうか？ 

 「会計担当者や理事を 100%信用します」と考えている人もい

るかもしれませんが、少なくともお金を預る人に報告義務がある

という規律を与えることは組織としては重要になってきます。 

 ＮＰＯは、会員や寄附者などからお金を託されていますので、

それが適切に管理され、使われたことをこれらの人たちに説明し

なければいけません。 

 しかし、それだけの目的であれば、会員や寄付をしてもらった

人に報告すればいいのであって、所轄庁に報告をする必要はあり

ません（事実、法人化しなければ報告する必要はありません）。そ

れではなぜ、ＮＰＯ法人は所轄庁に報告をするのでしょうか？ 

  

 



   

 
 

 

特定非営利活動法人（以下「NPO 法人」とします）は特定非営

利活動法（以下「NPO 法」とします）により事業年度終了の日か

ら 3 ヶ月以内に事業報告書、貸借対照表、財産目録、収支計算書、

役員名簿及び 10 名以上の社員名簿を所轄官庁に提出しなければ

いけないことになっています。事業報告書、役員名簿及び社員名

簿は計算書類とは違いますので、ここでは財産目録、貸借対照表

及び収支計算書が所轄官庁に提出する計算書類ということになっ

ています。 

 

 

 

  所轄官庁に提出する書類  

  NPO 法人が作成しなければいけない計算書類にはどのような

ものがあるのか、その計算書類は具体的にどのようなものである

のかを見ていきます。 

事業報告書 
 

貸借対照表  
  また、作成する計算書類と現金出納帳などの帳簿書類がどのよ

うな関係になるのかを見ていきます。 
計算書類 財産目録 

 
 収支計算書  

  
役員名簿   

 10 名以上の社員名簿 
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 NPO 法人はその所有する預貯金やそれ以外の資産などがどれ

だけあるのか、また、どれだけの借金などの負債があるのかを

NPO 法人をとりまく様々な関係者に報告しなければなりません。

このために作成されるものが貸借対照表です。この貸借対照表は

営利企業においても作成されるものであり、基本的に同じもので

す。 

 

○○年○○月○○日現在 

科   目 金 額 科   目 金 額 

Ⅰ資産の部 

 1.流動資産 

  現金預金 

 2.固定資産 

  器具備品 

   

500,000

350,000

 

Ⅱ負債の部 

 1.流動負債 

  借入金 

Ⅲ正味財産の部 

 前期繰越正味財産 

 当期正味財産増加額 

400,000

250,000

200,000

資産合計 850,000 負債・正味財産合計 850,000

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✌用語の解説 

「資産」：法人の活動に役立つものをいい、法人が所有する

現金、預金、パソコン、車両などの有形のものと、

未収金、敷金、貸付金のような無形のものがありま

す。 

「負債」：法人が将来現金などで支払わなければならない義

務（債務）をいいます。未払金、借入金、預り金な

どがあります。 

「正味財産」：「資産―負債」で算出される差額であり、企業

会計で言う「純資産」に相当するものです。 

一般的にも「私の財産は預金と不動産で 5 千万

円くらいあるけど、住宅ローンも 3 千万円ある

ので、正味の財産は 2 千万円くらいだ」という

言い方はするのではないでしょうか。この言い

方でもわかるように、「正味財産」という特定の

財産があるわけではなく、あくまでも「資産―

負債」の差額の概念です。 

 
 



   

  

  収支計算書とは、収入と支出を明らかにして 1 会計年度分を

集計し NPO 法人の活動実績を表す計算書類です。 

財産目録とは、期末時点で NPO 法人が所有しているすべての

資産及び負債を具体的にその種類、数量、価額を付して記載した

書類です。貸借対照表にもすべての資産、負債が記載されており、

財産目録との違いは何かというと、貸借対照表には「普通預金」

と書かれているものを、財産目録では「○○銀行△△支店××円」

のように記載するということです。従って、財産目録は貸借対照

表の内訳明細書といってもよいものであり、作成方法としては、

決算の時期に貸借対照表と照らし合わせながらいろいろな資料か

ら作成するものです。 

 収入とは、「会費収入」「事業収入」のように組織活動を通じ

て資金が増加した原因を表すもので、支出とは、「人件費」「消

耗品費」「旅費交通費」のように、資金が減少した原因を表すも

のです。 

○年○月○日から○年○月○日まで 

○○年○○月○○日現在 

科   目 金 額 科   目 金   額

Ⅰ資産の部 

 現金  

現金手元有高 

 普通預金 

 みずほ銀行渋谷支店 

 器具備品  

パソコン 1 台 

 

50,000

450,000

 

350,000

Ⅱ負債の部 

 借入金  

代表理事

 

400,000

科  目  名 金 額 

Ⅰ 収入の部 

 １．会費収入 

２．事業収入 

３．その他の収入 

150,000

1,200,000

300,000

収  入  合  計（Ａ） 1,650,000

Ⅱ 支出の部 

 １．事業費 

 ２．管理費  

  

800,000

700,000

支  出  合  計（Ｂ） 1,500,000

当期収支差額（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 150,000

前期繰越収支差額  （Ｄ） 250,000

次期繰越収支差額 （Ｃ+Ｄ） 400,000
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収  入 支 出 残高 
日付 

会費収入 事業収入 事業費 管理費  

 1,500 

4/10 50,000 51,500 

6/20 20,000 31,500 

8/15 40,000 71,500 

8/20 30,000 41,500 

8/25 15,000 26,500 

3/15 24,000 2,500 

合計 50,000 40,000 45,000 44,000 2,500 

 

 収入、支出がすべて現金のみである場合には、当然、現金出

納帳の収入、支出の合計がそれぞれ収支計算書の収入、支出の

合計と一致します。 

＜取引が現金のみである場合＞ 

 収入の部・・現金収入の内訳を表示する

 支出の部・・現金支出の内訳を表示する

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✍＜便利ツール＞ 

 長野県ＮＰＯセンターのホームページには、貸借対照表、

財産目録、収支計算書のチェックシートがあります。 

 所轄庁に提出する前に利用すると便利です。 

 http://www.npo-nagano.org/kaikei/iinkai/ 

✌用語の解説 

「会計年度（事業年度」：NPO の活動を通常 1 年ご 

とに区切りをつけた期間。 

「期首」：事業年度の 初の日 

（3 月決算の場合には 4 月 1 日） 

「期末」事業年度の 後の日 

（3 月決算の場合には 3 月 31 日） 

「当期」：現在の事業年度 

「前期」一つ前の事業年度 

「次期（翌期）」一つ後の事業年度 

「当期収支差額」：当期の収入と支出の差額 

「前期繰越収支差額」：前期以前の収入と支出の差額

の合計 

「次期繰越収支差額」：前期以前と当期の収支差額の合計 

http://www.npo-nagano.org/kaikei/iinkai/


   

取引が現金のみである場合には、「当期収支差額」は現金の当期

の増加額である 1,000 円が記載され、「前期繰越収支差額」は前

期以前の現金の増減額＝現金残高である 1,500 円、「次期繰越収

支差額」には、期末の現金残高である 2,500 円が記載されます。 

 

 「貸借対照表」はその団体が所有する「資産」や「負債」を

表示して、団体の財政状態を表示するものです。ここでは、「資

産」「負債」は「現金」のみですので、期末の貸借対照表は下記

のようになります。 

（現金以外に資産、負債がない場合の収支計算書） 

科  目  名 金 額 備    考 

Ⅰ 収入の部 

 １．会費収入 

２．事業収入 

50,000

40,000

収 入 合 計（Ａ） 90,000

 

 

今期の現金収入 

Ⅱ 支出の部 

 １．事業費 

 ２．管理費  

 

45,000

44,000

 

 

今期の現金支出 

支 出 合 計（Ｂ） 89,000  

当期収支差額（Ｃ＝Ａ－Ｂ）  1,000 現金の増加額 

前期繰越収支差額  （Ｄ）  1,500 期首の現金残高 

次期繰越収支差額（Ｃ+Ｄ）  2,500 期末の現金残高 

（現金以外に資産、負債がない場合の貸借対照表） 

科   目 金額 備考 科   目 金額 

Ⅰ資産の部 

 現  金 

   

2,500 現金の期

末残高 

Ⅱ正味財産の部 

 前期繰越正味財産 

 当期正味財産増加額 

 

1,500 

1,000 

資産合計 2,500  負債・正味財産合計 2,500 

 
 
 
 

     収支計算書の「次期繰越収支差額」と一致する 

取引が現金のみである場合には、収支計算書の｢次期繰越収支差

額｣は、過去の現金の収入と支出の差額です。ということは、設立

時の現金が 0 円とすると、次期繰越収支差額は、期末の現金残高

と一致します。これが収支計算書と貸借対照表の基本的な形です。 

普通預金などの取引がある場合には、「現金収入」が「現金＋普

通預金収入」になり、「当期収支差額」が「現金＋預金の増減額」

になるだけです。従って、預金取引がある場合には、「次期繰越収

支差額」は「期末の現金＋預金残高」となり、「貸借対照表」の「現

金＋預金残高」と一致します。

＜取引が現金のみである場合＞ 

 当期収支差額・・今期の現金の増加額を表示する

 前期繰越収支差額・・期首の現金残高を表示する

 次期繰越収支差額・・期末の現金残高を表示する
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 また、巻末に収支計算書の勘定科目一覧表を載せています。

この通りにしなければいけないということではありませんので、

参考程度に利用ください。 

支出の部については、事業費と管理費の区分がポイントにな

ってきます。事業費と管理費をどのように区分したらいいのか、

どのような表示方法がわかりやすい会計報告につながるのかを

考えていきます。 

勘定科目の設定では「どのように勘定科目を設定すれば多く

の人に自分たちの活動を理解してもらえるか」という視点が重

要になります。 

ここでは、勘定科目名の基本的な考え方を述べた後に、収入

の部、支出の部に分けて、どのような勘定科目があるのかを見

ていきます。 

 
  

 

 

科   目 金額 備考 科   目 金額 

Ⅰ資産の部 

  現  金 

  普通預金 

   

 

2,500 

7,500 

現金残高

預金残高

Ⅱ正味財産の部 

 前期繰越正味財産 

 当期正味財産増加額 

2,000

8,000

資産合計 10,000  負債・正味財産合計 10,000

科  目  名 金 額 備    考 

Ⅰ 収入の部 

 １．会費収入 

２．事業収入 

150,000

50,000

収 入 合 計（Ａ） 200,000

 

今期の現金収入 

＋預金収入 

Ⅱ 支出の部 

 １．事業費 

 ２．管理費  

 

100,000

92,000

 

今期の現金支出 

＋預金支出 

支 出 合 計（Ｂ） 192,000  

当期収支差額（Ｃ＝Ａ－Ｂ）  8,000 現金＋預金の増加額 

前期繰越収支差額  （Ｄ）  2,000 期首の現金＋預金の残高 

次期繰越収支差額（Ｃ+Ｄ）  10,000 期末の現金＋預金の残高 

貸借対照表の現金預金と収支計算書の「次期繰越収支差額」が一致 

（現金に預金が加わった場合の収支計算書） 

（現金に預金が加わった場合の貸借対照表） 

 



   

  

(1)収入の形態別に勘定科目を考える 勘定科目とは、家計簿でいう「食費」「娯楽費」「水道光熱費」

など似た性格の項目を 1 つに括って分類したものです。 収入の形態に応じて勘定科目を分けます。一般的には「会

費収入」「寄附金収入」「事業収入」「補助金・助成金収入」な

どがあります。重要でないものについては、細かく分類せず

に「その他収入」などにまとめてしまうことも可能です。 

  この勘定科目の名称については、家計簿の勘定科目に決まっ

たルールがないように、NPO にも決まったルールはありません。 

ただ、家計簿とは違い、NPO の計算書類は作成者以外の人が

利用します。従って、「誰に何を伝えるのか」という視点を忘れ

ずに、読み手の立場にたって、「みんなは何を知りたいのか、ど

う報告すると理解してもらえるのか？」といった創意工夫が必

要になります。 

 (2)必要に応じて、勘定科目をさらに細分化する 

   例えば、事業収入を、A 事業収入、B 事業収入、バザー売

上収入などに分けたり、会費収入を「正会員収入」「賛助会員

収入」に分けたりします。 

   NPO の勘定科目は決まったルールはないといっても、一般的

な慣習は配慮する必要があります。収入の部、支出の部のそれ

ぞれについて、注意すべき点を以下に見ていきます。 

科  目  名 金 額 

Ⅰ 収入の部 
 １．会費収入 
  (1)正会員収入 
  (2)賛助会員収入 

×××

×××

２．事業収入 
  (1)○○事業収入 

 (2)□□事業収入 
×××

×××

×××

×××

 
 
 
 
 
 
 
 

収入の

種類別

に分け

て書き

ます 

全ての事業収入金額をま

とめた数字で書かず、事業

ごとに分けて収入金額を

書きます 

収入の部 
 会費収入 
 事業収入 
支出の部     勘定科目 
 給与手当 
 消耗品費   

               15                                 16                     



 

               17                               18                       

補助金と助成金は、市民活動を支援する目的で直接に反対給付

を求められない収入であることにはかわりはありませんが、補助

金は、一般的に国、地方公共団体等の行政団体から交付されるも

の、助成金は民間の助成団体等から交付されるものを言います。 

委託事業とは、発注元から事業を代わりに実施するために委託

を受け、契約で締結された内容を完了する事業です。委託事業の

場合には、その事業による責任も成果物も発注元の行政機関等に

属します。 
市民活動を支援する目的等で行政機関や

助成団体から得られる収入 

直接に反対給付を求めるものではない 

事業主体はＮＰＯ法人 

発注元から委託を受け、委託内容を完結

したことにより得られる収入 

責任、成果物は発注元 

ＮＰＯ法人は事業を代行しているだけ 

 

＊ 反対給付： 

お金をもらう代わりに何か物やサービスを提供する。

紛らわしいもので、「委託事業収入」があります。 

 

会費収入は、団体の方針に沿っている限り自由に使えるお金

です。補助金や助成金などは使途が限られていることが多く、

不自由なお金であることと比べると、自分たちが自由にやりた

いこと、やらなければならないことを実施していくには、会費

収入という土台をしっかりと築くことが大切です。 

会費収入は、議決権があるかどうかによって「正会員会費収

入」「賛助会員収入」などさらに細分化して表示することもあり

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

助成金収入

補助金収入

 

 

 

 

 

委託事業

収入 

 

☝＜Ｑ＆Ａ＞ 

Ｑ：会員に会費の請求をしていますが、何人かの会員から

の入金が、期末までありませんでした。このような場合

には、「未収会費」として収入に計上すべきでしょうか？

Ａ：本来は未収計上することが正しいと言えます。しかし、

その会費が寄附金にきわめて近い性格のものであった

り、会費が流動的で未収を計上してもなかなか正確に回

収できない事情にあるところでは、現実に集まった会費

を収入とした方が確実でしょう。 



 

 事業収入はＮＰＯが行っている事業に対する収入です。 

 

元入れ金とは、ＮＰＯの設立直後やお金が足りないときに会員

や理事などからＮＰＯへお金を入金するものです。  事業収入は、すべての事業収入をまとめて記入することはせず、

「Ａ事業収入」「Ｂ事業収入」など、事業の種類ことに分けて書き

ます。 

ＮＰＯ法人には株式会社のように「資本金」という概念はあり

ませんので、このような元入れ金は、後日返済するかどうかで「寄

付金収入」とするか「借入金」とするか、いずれかになります。  また、補助金収入や助成金収入が特定の事業に出されている場

合には、補助金収入や助成金収入も事業収入の一部として記入す

ると、補助金なども含めた事業の収支がわかりやすくなります。 

後日返済しないのであれば、「寄付金収入」として収支計算書の

収入の部に計上します。 

 後日返済するのであれば、「借入金」となり、貸借対照表や財産

目録にも表示する必要があります 科  目  名 金 額 

Ⅰ 収入の部 

 １．会費収入 

 

100,000

２．事業収入 

  (1)日本語支援事業 

     参加費収入 

     助成金収入 

 (2)通訳事業 

200,000

300,000

400,000

100,000

500,000

400,000

  当 期 収 入 合 計 1,000,000

 

 

 

  ＊助成金収入は「３．助成金収入」として、事業収入とは別

に表示しても構いません。 

 

「寄付金収入」として収支

計算書に計上 
後日返済予定なし 

助成金なども含めた事業の収

支がわかりやすくなります  
 
 

「借入金」として貸借対照

表や財産目録に計上 
後日返済予定 
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 企業会計では、支出を「売上原価」「販売費及び一般管理費」

などに分けますが、NPO では、「事業費」と「管理費」に分け

ることが基本になります。事業費とは、事業実施に伴い支出し

たもので、ミッション達成のために直接使用した支出です。管

理費とは、組織全般を支える支出です。「支出の部」の大分類と

して、まず「事業費」と「管理費」に分けることになります。 

  勘定科目の分類方法には、大きく分けて「形態別分類」と「機

能別分類」があります。「形態別分類」とは、「給料手当」「旅費

交通費」のように支出の形態別に勘定科目に名前をつけていき

ます。家計簿でいう「食費」「洋服代」のような分類です。それ

に対し、「機能別分類」とは、「○○事業支出」「○○イベント支

出」のように、取引の目的に応じて分類する方法です。家計簿

でいう「○○旅行代」というところに旅行の時の宿泊代や食事

代なども全部一緒に集計するようなものです。 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

「形態別分類」と「機能別分類」を組み合わせて、利用者が

NPO の行う事業をより理解できる形で考えていく必要があり

ます。以下で具体的なやり方を表示します。このやり方でなけ

ればいけないということではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☝＜Q&A＞ 

Q:「事業費」と「管理費」とは具体的にどのようなものをいうので

すか？ 

A：ＮＰＯの掲げるミッションの事業に専従している職員がいる場

合にはその給料や通勤費などは、「事業費」となります。それに

対し、経理や総務を専従している人の給料などは「管理費」とな

ります。その他に、総会開催にかかる費用や理事会開催にかかる

費用、経理上の費用や登記関係の費用、理事に対する報酬なども

管理費になります。 

厳密なルールがあるわけではありませんので、自分が所属する

事業に直接かかった経費だと思ったら事業費にして、それ以外を

管理費にするということで構いません。 

支出の形態別に勘定科目名をつける

 （例） 食費、洋服代 
形態別分類 

取引の目的に応じて勘定科目名を

つける (例)○○旅行代 
機能別分類 
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事業費について、前頁では、「日本語講座事業」「通訳事業」の

ように事業の機能別に分類をしていきました。これにより、どの

事業にどれくらいの支出があったのかを把握することができます。   

しかし、これだけですと、その事業のどのようなことにいくら使

われていたのかがわかりません。そこで、「日本語講座事業」「通

訳事業」のそれぞれについてどのようなことにいくら支出したの

か、支出の形態別に記載すると、よりわかりやすくなります。 

Ⅱ 支出の部 
１．事業費 
 (1)日本語講座事業費 
   会場費 
   印刷製本費 
   広告宣伝費 
 (2)通訳事業費 
    広告宣伝費 
   謝礼金 
 事業費合計 

 
 

   

500,000
300,000
100,000

50,000
250,000

  

 
 
 
 
 

900,000 
  

 
  300,000 

1,200,000 

 

事業ごとに事業支出の内訳を科

目別（形態別）に書きます 

 

 

 

 

 

「事業費」は「○○事業支出」「イベント支出」のように事業

の種類ごと、つまり、機能別に分けます。逆に「管理費」は「事

務所家賃」「諸会費」のように、形態別に分けます。 

 このテキストでは、在日外国人の支援を行うことをミッショ

ンとしている NPO 法人で、事業内容が、在日外国人に日本語

を教える「日本語支援事業」と、通訳を行う「通訳事業」を行

っている団体を例にして見ていきます。 

 科  目  名 金 額 備考 

Ⅱ 支出の部 
 １．事業費 
  (1)日本語支援事業 
  (2)通訳事業 

 
 
×××

×××

 ２．管理費 
  (1)給料手当 
  (2)交通費 
  (3)通信費 

×××

×××

×××

×××

×××

事業費と管理費を

分けて書きます 

全ての管理費支出金額をま

とめた数字で書かず科目別

（形態別）に分けて書きます

全ての事業費支出金額を

まとめた数字で書かず、事

業の種類ごと（機能別）に

支出金額を書きます 

 

 

 

 

 



   

  

  前頁のやり方は、行っている事業の種類が少ない場合や各事

業費の中の勘定科目が少ない場合にはいいのですが、たくさん

の事業を行っている場合などには収支計算書が数ページにもわ

たり、かえってわかりにくくなります。そのような場合には、

収支計算書は簡単な形にして、別に事業費明細書などをつくっ

て添付したほうがわかりやすくなることもあります。 

 事業費と管理費に共通するような経費はどうするのでしょう

か？「事業費」とは、NPO の目的とした事業にかかった経費で、

「管理費」は NPO の事業目的そのものではありませんが、その

運営にあたって必要な経費です。 

基本的な考え方は、自分が所属する事業に直接かかった経費だ

と思ったら事業費にして、それ以外を管理費にします。 

 それでもそれぞれに配分できない、事業費と管理費の共通経費

についてはどうしたらいいのでしょうか？そのような場合には

「合理的な比で按分」することになります。合理的とは、会員な

どから、「どのような基準で按分したのですか？」と聞かれたとき

に、大半の人が納得する説明ができるようなものをいいます。 

Ⅱ 支出の部 
１．事業費 
 (1)日本語講座事業費 
 (2)通訳事業費 
 事業費合計 

900,000
  300,000

1,200,000 ＜基本＞            ＜基本では配分できない＞ 

 

事業費明細書 

 日本語支援事業 通訳事業 

会場費 500,000
印刷製本費 300,000
広告宣伝費 100,000 50,000
謝礼金 250,000
合計 900,000 300,000

 

 

 

 

 

＜例＞家賃、水道光熱費など→面積比 

   福利厚生費など→職員数比 燃料費、車両費→使用頻度比 

  Cf 「管理費が全体の２／３以上になってはいけない」 

（内閣府 NPO 法の運用指針）

事業に直接かかった

経費は事業費 

それ以外は管理費 

合理的な比で按分 

 面積、従業員数、使用頻度など 

 継続して適用すること 
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  NPO 法では、「役員報酬を受けることが可能な役員は役員総

数の 1/3 以下でなければならない」（ＮＰＯ法第 2 条第 2 項 1

号）とされています。つまり、理事が 3 人、監事が 1 人の場合

には、役員報酬を受けることが可能な役員は１人のみです。 

  しかし、NPO には、スタッフと同じ業務をしている理事がた

くさんいます。そのような理事に対する給与も役員報酬になっ

てしまうと、このような理事には給与が支払えなくなってしま

います。そのようなことがあるわけはありません。 

  NPO 法では、「役員報酬」はあくまで役員としての地位や職

務に与えられる報酬のことですので、役員であっても、職員と

して他の職員と同じ基準で支給されるものや、役員に交通費相

当額を支払う日当などは「役員報酬」にはならず、管理費に計

上する必要もありません。 
  ただし、NPO 法人が法人税法の収益事業を営んでいる場合に

は、法人税法の役員給与の取扱いは、NPO 法とは違います。法

人税の申告の必要がある団体は注意してください。 

 

 

 

 

 

✍＜便利ツール＞ 

 役員報酬の NPO 法上と法人税法上の取扱いや源泉税の扱

いなどをまとめた資料が下記から印刷できます 

  http://www.npoatpro.org/jinkenhi.pdf 

 

だいたいの従事時間や 

事業収入の比などで按分

たまに他の事業に従事することはあるが、原則としてひとつ

の事業の担当であるような人はその事業だけに所属させても問

題はありません。 

いろいろな事業を兼務している人はだいたいの従事時間や対

応する事業の収入比などで按分します。あまり細かいわけ方を

しても計算が複雑になるだけで、多くは期待できません。 

理事が職員を兼ねているような場合には、職員として他の職

員と同じ基準で支給されるものは、各事業費とし、役員として

の地位や職務に与えられる報酬は役員報酬（理事報酬）として

管理費に計上します。 

  事業を掛け持ちしているスタッフの人件費などはどうするの

でしょうか？ 

主要な事業だけに所属

させても問題はない 

いろいろな事業を兼

務しているスタッフ 

＜スタッフ＞ 

   
たまに他の事業に

従事するスタッフ 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

  帳簿とは、NPO の財産や収支の状況を明らかにするための書類

です。簿記では主要な帳簿として「仕訳帳」と「総勘定元帳」の

作成が求められます。 

 

「仕訳帳」とは、日々の取引を記録した帳簿です。NPO 法人で

は現金に関する取引は「現金出納帳」に、預金に関する取引は「預

金出納帳」に記帳することが多いと思います。「現金出納帳」や「預

金出納帳」が「仕訳帳」の代わりになります。現金も預金も関係

しない取引は「振替伝票」などに記録することが多いと思います。  

「総勘定元帳」とは、勘定科目ごとに日々の取引を記録して集

計したものです。「現金出納帳」や「預金出納帳」だけ作成し、「総

勘定元帳」がないと、収支計算書等の勘定科目の金額の内訳がわ

からず、内訳の説明を求められたときに説明できなくなってしま

います（会計ソフトを使えば総勘定元帳が自然とできます）。 

   

会員や寄付者から預ったお金をどのようにすれば、合理的に、

間違いなく管理できるのか、いろいろな方法を見ていきます。 

  初に、現金出納帳を記帳する際の注意点をいくつか見てい

きます。次に、領収書がない場合や現金が合わない場合、書類

の管理など実務上問題となる事項をいくつか取り上げて、それ

を解決するツールを紹介しながら、解決方法を見ていきます。 

また、多桁式の現金出納帳などを使えば、現金取引に関しては、

現金出納帳が総勘定元帳の役割も果たします。 

＜多桁式現金出納帳記載例＞ 
   

    収      入 支   出 日付 摘  要 

会費収入 事業収入 その他科目 通信費  

4/4 ○○氏ほか 4 名会費 5,000   

4/8 総会案内郵送代 8,000  
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日付 科目 摘 要 収 入 支 出 残 高 

5/10 会費収入 詳細は会費台帳参照 15,000 18,000 

  日付、勘定科目、金額、残高を記入するのは当然です。「摘要欄」

には、「どこからの入金、出金であったのか」「どのような内容で

あったのか」を書きます。領収書の日付と実際の出金日などが違

ったら、領収書の日付も書くといいでしょう。 

日付 氏  名 金  額 摘  要 

5/10 鈴木太郎 5,000 総会時入金 

〃 山田 隆 5,000   〃 

〃 市川 靖 5,000   〃 

「摘要欄に何を書くか」以上に大切なことは、帳簿から原始資

料（領収書や請求書などを言います）に遡ることができる、とい

うことです。いくら帳簿に詳しく書いていても、その収入や支出

を証明することができなくては意味がありません。逆に言うと、

現金出納帳以外のところ（交通費精算書や会費台帳ようなものを

使っている場合）で、詳細を記入している場合には、帳簿には「○

○参照」のように記入し、勘定科目の合計で記入しても問題はな

いでしょう。あとはどこまで帳簿に詳しく記入するかは各法人の

判断によります。 

会費台帳 

日付 科目 摘 要 収 入 支 出 残 高 

5/10 通信費 総会郵送代 ﾛｰｿﾝ 4/27  8,000 12,000

 

現金出納帳に記帳する日付は、領収書の日付でしょうか、それ

とも実際に帳簿に記帳する日でしょうか？ 

現金出納帳に記帳を始める前にまず必要なことは自分たちの

NPO でいう「現金とは何を指すのか」ということを確定すること

です。金庫を使っている団体であれば金庫の中の現金が NPO で

いう「現金」です。封筒に現金を入れて持ち歩いているのであれ

ば封筒の中の現金がその NPO でいう「現金」です。 

そして、現金を管理している人は、その確定した「現金」が移

動する日の日付で現金出納帳を記帳します。領収書の日付で記帳

しては、現金の実際の残高と合わなくなってしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

金庫などにある現金の実際の残

高と一致することを確認する 

領収書の日付は「摘要」などに書く。

前月の領収書でも遡って現金残高を

修正するようなことは絶対にしない

記帳するのは確

定した「現金」（金

庫のお金など）が

動いた日付 

 



   

  

  会計記録には、証拠の裏づけが必要です。領収書は、外部の

人が支出を証明したものであるため、証拠としての価値が高く

なります。しかし、支出の証明が領収書でなければならないと

は限りません。 

 電車やバスの交通費は当然、領収書はもらえません。この場

合には下記の「交通費精算書」のようなものに明細を記録し、

行動記録や用途の記録などを添付すると良いでしょう。 

  また、現金出納帳には、精算書ごとに合計金額と請求者の氏

名を記入し、「詳細は交通費精算書を参照」のような形でも構い

ません。現金出納帳から 終的な証拠資料までたどることがで

きることが重要であり、その証拠資料から外部の人が NPO 法

人の支出であることを納得できることが重要です。 

  例えば、香典や祝金などには領収書はもらえません。領収書

をメンバーが紛失してしまうようなこともあるかもしれません。

そのような場合には、現金出納帳に細かく支出の内容を記帳し、

内部の発行資料である「支払証明書」を作成、記入するととも

に、挨拶状、招待状やその時の状況がわかるものなど証拠にな

る資料を添付すると良いでしょう。要は、外部の人（監査をす

る人など）が見て、「この支出は NPO 法人として支出したこと

が間違いないだろう」と思ってもらえることが重要です  

現金出納帳 
日付 科目 摘 要 収 入 支 出 残 高 

5/10 交通費 詳細は精算書参照  900 3,500 

交通費精算書 

  平成××年 5 月 10 日 

請求者氏名 山田太郎 

月日 訪問先名 業務内容 交通機関・区間 金額 

4/15 JICA 打合せ 渋谷 ～ 新宿  300 

4/30 明治公園 ﾊﾞｻﾞｰ 渋谷 ～ 千駄ヶ谷  300 

5/3 JICA 打合せ 渋谷 ～ 新宿  300 

合計  900 
 

 支払証明書 
  支払日  平成××年 4 月 21 日       
  支払先  中村氏（理事）父葬儀       
  支払事由    香典            
  支払金額   ¥10,000           
  精算日  平成××年 4 月 10 日        

         支払実施者 
           署 名  鈴 木  隆
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  3 万円の支払いをする際に、手許現金では支払えないので、

預金口座から 3 万円を引き出して支払うようなことがあります。

このような場合でも現金出納帳に記帳が必要でしょうか？それ

とも預金出納帳に記帳すれば足りるでしょうか？ 

日付 科目 摘 要 預 入 引 出 残 高 

5/25 現金 現金引出 30,000 80,000 

日付 科目 摘 要 収 入 支 出 残 高 

   18,000 

5/25 普通預金 現金引出 30,000 48,000 

5/25 会場費 セミナー会場使用料 29,900 18,100 

 

  このような場合には、3 万円を預金出納帳に記帳するだけで

も構いません。実態は現金の支払いですので、領収書の保存は

当然必要になります。 

  ただし、3 万円の引出をして実際の支払いが 29,900 円であ

ったような場合には、差額の 100 円を預金口座にすぐに戻しい

れるか、戻し入れないのであれば、下記のように預金出納帳及

び現金出納帳に記帳をし、100 円を金庫などに戻しておく必要

があります 

預金出納帳 

現金出納帳 

 

 スタッフが経費を精算する場合に、領収書だけをまとめて渡さ

れても、会計担当者は勘定科目の判定も難しく、領収書の管理な

ども大変です。そのような場合には、スタッフに「経費精算書」

を渡し、経費を支払うスタッフに勘定科目を記入してもらい、領

収書も経費精算書の裏に貼るようにすれば、記帳が非常に楽にな

ります。また、現金出納帳から出金する場合に、経費精算書の「承

認印」に責任者が押印した上で出金すれば、出金についての責任

が明確になります。 

経費精算書 

                  平成××年 5 月 10 日 

請求者氏名 西田秀樹 

月日 勘定科目 相手先名 内 容 金額 

4/20 消耗品費 ○○文具 バザー用文具代  500

4/29 通信費 ﾛｰｿﾝ バザー発送代  500

5/3 会議費 ﾄﾞﾄｰﾙ 総会打合せ会議 5 名  1,500

合計  2.500

                      

経理印 承認印

 高橋 鈴木 
 



   

  

 現金出納帳の金額と実際の金額が合わなくなることは絶対に

避けたいところです。現金が合わないときに、会計係などが個

人でお金を出し入れして合わせるようなことをしていると、も

しそれがわかったときに大問題になる可能性があります。 

  どんなに注意をしていても現金が合わなくなることがありま

す。そのような場合にはどうしたらいいのでしょうか？ 

  まず、現金が合わなくなった段階では、差額を「現金過不足」

という勘定科目を使い、いつの時点でいくらの現金が合わなく

なったのかをはっきりとさせます。現金出納帳の残高を実際の

残高に合わせることが重要であり、実際の残高を現金出納帳の

残高にあわせることはしません。その後、原因がわからなけれ

ば、決算時に「雑収入」「雑損失」などの勘定科目に振替えます。 

  それでは、現金を合わせるようにするにはどうしたらいいで

しょうか？「毎日現金出納帳の残高と実際の残高が合っている

ことを確認する」ということ以外に近道はありません。現金が

合わなくなった理由はその日であればだいたいわかるからです。 

現金過不足勘定を使うことはちっとも悪いことではありませ

ん。重要なのは、差額を「現金過不足勘定」を使ってしっかり

と把握することです。合わなくなった時点で「雑収入」「雑損失」

などとしてしまうことは避けるべきです。 

  そして、「毎日現金出納帳の残高と実際の残高が合っているこ

とを確認している」つまり「現金を適正に管理している」とい

うことを外部の人から見てもわかるように、「金種表」をつける

といいでしょう。 
  ＜例＞ ＜金種表＞ 

現金出納帳の残高は 10,000 円だが、実際には 9,500 円 本日の現金残高（17,500 円） 

金種 枚数 金額 金種 枚数 金額

10,000 円 1 枚 10,000 100 円 4 枚 400

5,000 円 １枚 5,000 50 円 1 枚 5０

2,000 円 枚 ,000 10 円 5 枚 50

1,000 円 1 枚 1,000 5 円 枚

500 円 2 枚 1,000 1 円 枚

日付 科目 摘 要 収 入 支 出 残 高 

   10,000 

5/25 現金過不足 現金差額 500 9,500 

決算修正時 
日付 借方 金額 貸方 金額 摘要 

3/31 雑損失 500 現金過不足 500 5/25 差額 
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重要な書類については 10 年間保存 

会計に関する帳簿書類は 7 年間保存 

 

  領収書や請求書、あるいは議事録やすでに契約が終わってい

る契約書などはできる限り整理してしまいたいというのが心情

でしょう。これらの書類は法律上いつまで保存する必要がある

のでしょうか？ 

  他の法律を見てみると、商法（営利を営む団体や個人に適用

される法律）では、「商業帳簿及びその営業に関する重要な資料

を 10 年間保存しなければならない」としています。 

  以上のようなことから考えると、重要な会議の議事録、契約

書等は 10 年間、伝票、請求書、賃金台帳等は 7 年間と考える

のが無難ではないでしょうか。事業報告書、収支計算書、貸借

対照表など本当に重要な書類は永久保存とすべきです。基本的

にはそれぞれの法人の判断によります。 

  また、税法では、「会計に関する帳簿書類を 7 年間保存しなけ

ればならない」こととなっています。 

書類の保存に関しての規定はない

  NPO 法には書類の保存に関しての規定はありません。 

NPO 法

商 法

税 法

  
 

 
 
 
 

 

  書類が行方不明になる理由は大部分「どこに整理したのかが

わからなくなる」からではないでしょうか？その書類が「いつ

頃のものであるか」はだいたい覚えているものです。そこで、

書類はできる限り分類、整理をせずに時系列的に綴じていけば、

前後の記録から、「いつ頃のものなのか」は判断が付くので、見

つけやすくなります。 

  書類の整理は難しいものです。それぞれの団体がいろいろな

工夫をされていると思います。ここでは一つのやり方をご紹介

します。 

   
✍＜便利ツール＞ 

 上記のような考え方を取り入れ NPO 用に開発された現金

出納帳として「NPO 会計日誌」があります。 

 NPO 会計日誌は、日誌形式で、一日一ページ、右側に入

出金の流れを記帳し、左側にそれに関連する証憑書類（領収

書など）を添付する形式になっており、書類の整理に大変便

利です。また、金種表や承認印、勘定科目の具体例など、NPO

が現金管理を適正に行えるような様々な工夫をしています 

詳細、申込は、下記をご覧ください。 

http://www.npo-support.jp/shop/npo_kaikei_nisshi.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

 NPO の運営で金銭的なトラブルになるのは 悪です。不正が起

きないようにするにはどうしたらいいのでしょうか？ 

 お金の流れを一方通行にすると管理がしやすくなります。 

 入金したお金をそのまま支払いに使うと出入りの動きが複雑に

なります。これを防ぐためには、入金した現金はすべていったん

銀行か郵便局に預けることにします。金庫は出金専用にするので

す。このとき、仮に同時に預ける場合でもたとえば会費と寄付金

は別々の入金票に記載すると、通帳にも入金種類別に記載され、

さらに管理が容易になります。 

 不正が起きる原因の大部分は「○○さんに全部任せていました」

といったように、特定な一人にお金の管理などを任せきったよう

な場合ではないでしょうか？従って、不正防止のための 大のポ

イントは「一つのことに複数の人が関係する」ということです。 

現金や預金の管理であれば、預金通帳を管理する人と記帳をす

る人を別の人にしたり、会計帳簿をネット上に置いて複数の人が

アクセスして見られるようにするなどの方法が考えられます。 

   
入金用金庫 

 
10

   1000  
  
入金用出納帳又はメモ 

（日付・相手・入金種類）

会 費
 
  また、一定額以上の支出については、複数の担当者の承認を要

するという決まりを作ることも有効です。 
寄付金

 
  予算制度を採用し、定期的に予算と実績の差異を把握すること

も不正の未然防止や早期発見に役立ちます。 
借入金

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

一つのことに複数の人が関る仕組みを作る

一定額以上の支出は複数の担当者の承認を必要とする

予算制度を採用し、予算と実績の差異を把握する

銀行・郵便局 

会費、寄付金等の

入金の種類ごと

に通帳に記入 

               41                                 42                     



44                         

 

               43                             

 設立準備費用の取扱いや、任意団体から資金を引き継いだ場合

の取扱い、任意団体での契約が残っている場合にどうしたらいい

のか、などをみていくことにします。 

設立第一期目の NPO 法人にとって問題となる事項を取り上げ

ます。 

 また、設立初年度に限りませんが、NPO の会計にとって重要な

会計ソフトやホームページの紹介などもしていきます。 

金庫を出金専用にしたら、今度は常時金庫に置いておく金額を

一定にします。たとえば 10 万円と決めたら、金庫の中は常にキ

ャッシュと領収証、支払証明書及び交通費精算書等の合計が 10

万円ということになります。 

 金庫の補充は 1 週間に 1 回とか 10 日間に 1 回と決めておきま

す。このときに、銀行（または郵便局）からおろす金額は領収証

等の金額（使った分）だけにします。現金が 10 万円になるよう

に引き出すのです。 

 帳簿上はこの日にすべての支払いを行ったことにしても構いま

せん。そうすれば支払い金額が通帳の記録に一致します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

銀行・郵便局

出金用金庫 
  

 
100

 1000  

 出金用出納帳又はメモ

（日付・相手・出金内容）

 出金用金庫の中は、現金と領収証と支払証明書等の合

計金額が一定となる。時々（できれば毎日）、合ってい

ることを確かめる。 低、月に 1 回は他の人（できれ

ば理事）に合っていることを確認してもらう。 

借入返済 

消耗品費 

領収書 交通費精算書 
交通費 

 定期的に領収証等の合計額を

銀行から引き出す



   

 
 
 法人の設立の登記の際にかかる印鑑作成費などを設立登記の前

に理事に就任する予定の人などが支払っていた場合には、この印

鑑作成費などはどのように会計処理をしたらいいでしょうか？ 
 このような費用は、法人が負担すべきものですから、法人の「開

業準備費」として計上します。 
 法人設立後、適当な時期に、法人から立替をした人に支払って

「開業準備費」などの科目に計上してください。 
 記帳をするのは法人設立後の日にちからです。開業準備費の支

出が設立前に行われていても、現金出納帳などへの記帳は精算を

した日に行って、「摘要」に実際に支出した日を記帳してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 今まで任意団体で活動していた団体が NPO 法人になり、任意

団体の現預金を引き継いだ場合にどのように経理したらいいので

しょうか？ 

 NPO 法人は任意団体へは現預金は返還しないでしょうから、

「寄付金収入」として処理します。もし、現預金以外の資産や負

債を引き継いだら、資産、負債の差額を「寄付金収入」として処

理します。任意団体側では、「寄付金支出」として処理することに

なります。 

 なお、この「寄付金収入」について、税金が課されることはな

いのか、と考える方がいますが、そのようなことはありません。

営利企業の資本金に対して税金が課税されないのと同じことです。 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

☝＜Ｑ＆Ａ＞ 

Ｑ： 任意団体から NPO 法人になると、法人税がかかるように

なるのでしょうか？ 

Ａ：任意団体であるか、NPO 法人であるかによっての法人税上

の違いは基本的にありません。法人税法では「任意団体（人

格のない社団等）は法人とみなす」という規定があります。

  NPO 法人は登記をしたり所轄庁へ届出をしますので、把握

されやすいということはあります。

☝＜Ｑ＆Ａ＞ 

Ｑ：設立初年度の会計年度はいつから始まるのでしょうか？

Ａ：法人の設立登記の日が設立初年度の期首になります。3

月決算の法人で、19 年 6 月 1 日に設立登記を行った場

合には、会計年度は 19 年 6 月 1 日から 20 年 3 月 31

日ということになります。 
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 そのような場合には、契約を締結しなおさなくても、NPO 法人

が登記された後、一定の時点で、任意団体から NPO 法人への契

約の承継により法人が任意団体の契約を引き継ぐことが可能です。 

 承継後は、NPO 法人の収入ということになります。 

 その際には、次のような手続きが必要になります。 

 
 
 今まで任意団体で活動していた団体が NPO 法人になった場合

に、任意団体で契約した事業がある場合にはどうしたらいいので

しょうか？ 改めて NPO 法人で契約をやり直すというのは大変

です。 

 このような場合には、その契約が終了するまではその契約に関

することは任意団体で行い、それ以外の事業を NPO 法人で行っ

ても問題はありません。当然、契約が終了するまでは、その契約

に係る会計は任意団体で行います。 

 契約終了後に任意団体を解散し、次の契約は NPO 法人で結べ

ばいいでしょう。任意団体の剰余金は NPO 法人に寄付をすれば

いいわけです。 

もちろん、任意団体がその後も事業を継続することも可能です。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 任意団体で契約した事業を NPO 法人に移行しているのだが、

委託先が契約のやり直しは認めてくれないような場合にはどうし

たらいいのでしょうか？ 

① 締結先の行政などへは、法人格の取得により、NPO 法人へ契

約を承継した旨の連絡をし、了解を取っておく必要があります 

② 法人税や消費税の申告があったり、収益事業の実費弁済の確認

を取っている場合などには、税務署へも NPO 法人へ契約を承

継した旨を連絡しておく必要があります 
 

 

 

 
 
 
 

＜ワンポイントアドバイス＞ 

任意団体と NPO 法人で構成員や責任者が違うような場合

や、契約額に対する支出が法人化前に任意団体でほとんど終わ

っており、後は収入だけが入っているような状況の場合には、

混乱を避けるために、任意団体で締結した契約については、

後まで任意団体の収支とした方がいいでしょう 

 

任意団体はその時点で解散しても継続してもいい 

すでに締結した契約に係る事業は任意団体で継続 

それ以外の事業は NPO 法人で行う 

次の契約は NPO 法人で締結する 



   

  

 営利企業用の会計ｿﾌﾄは弥生会計や勘定奉行などちまたにあふ

れていますが、NPO 用の会計ｿﾌﾄはまだ数は多くありません。 

NPO に役に立つホームページはたくさんありますが、主に、NPO の会計と

税務に役立つと思われるサイトを紹介します。 

NPO 会計税務サポートサイト http://npoatpro.org ＮＰＯ用の代表的な会計ｿﾌﾄとしては、ｴｰﾋﾟｰｱｲｼﾞｬﾊﾟﾝから出で

いる「Ｎ－Books」や、ソリマチから出ている「会計王 NPO 版」

があります。 

 

 NPO の会計、税務の疑問を様々な視点から解決しようというサイトです。 

NPO を支援しようという会計士・税理士などの専門家と全国の NPO の

支援センターと、NPO を支援する金融機関が共同で立ち上げ、運営してい

ます。 

ｼｰｽﾞ なんでも質問箱 http://www.npoweb.jp/ 

NPO の担当者の様々な疑問にインターネット上で専門家が答

えます。会計、税務だけではなく、法律や運営に関する様々な質

問ができます 

ｼｰｽﾞ よくある質問集 http://www.npoweb.jp/ 

 なんでも質問箱を中心に、シーズに寄せられたよくある質問と

その答えをカテゴリ別にまとめた Q&A 集です。NPO 会計税務サ

ポートサイトにも Q&A 集があります 

NPO 会計道 http://blog.canpan.info/waki/ 

NPO の会計はどうなっているのか、どうあるべきかを考えてい

き、NPO の会計の道を極めることを目指しているブログです。リ

ンク集には、NPO に役立つホームページをたくさん載せていま

す。 

「N-Books」は、ＮＰＯ専用のＡＳＰ会計ソフトです。ASPとは、ｿﾌﾄを

NPO自身が自分のパソコン内に所有するのではなく、業者のサーバーにイン

ターネットからアクセスして使用するものです。インターネット環境があればどこ

でも使用できますので、複数の人で最新データを共有することも可能です。 

http://www.apijapan.org/ 

「会計王NPO版」は営利企業用のｿﾌﾄ「会計王」をNPO用にアレンジした

ものです。会計王を購入したNPOのパソコンにインストールして使用する形

式のものです。営利企業用の会計ｿﾌﾄになれている方にはとっつきやすいと

思います。 http://www.sorimachi.co.jp/ 

 

 

 

 

 

NPO 専用の ASP 会計ソフト 

インターネット環境が整っている必要 

複数の人でデータ共有が可能 

N-Books

 

 

会計王 営利企業用会計ｿﾌﾄをアレンジ 

自団体のパソコンにｲﾝｽﾄｰﾙして使用 
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               51                             52                         

 勘定科目の設定は団体が書類を見て活動実績が分かるように構

成すればよく、基本的に自由です。ここでは参考程度に代表的な

勘定科目を挙げておきます。ここで記載された勘定科目にとらわ

れる必要はありません。 

 

＜資料１ 収支計算書の勘定科目一覧＞ 

 

 

講師謝金 講師に対する謝礼金等を支払った場合に使います 

講師交通費 講師に対して支払った交通費を講師謝金とは別で表示したい

場合に使います 

印刷製本費 資料、パンフレット、チラシ、会報などの印刷などの支出の場

合に使います。 

会場費 会場を賃借した場合に使います。 

給与手当 職員に対する給与。短期のアルバイトに対する給与を「雑給」

とすることもあります。役員に対する報酬は「役員報酬」とし

ます。また、賞与は「賞与手当」として別の勘定科目を設ける

こともあります。 

法定福利費 社会保険料（健康保険、厚生年金保険、労働保険、介護保険）

の事業主（NPO 法人）が負担する分です。個人が負担する分

はここには入りません。 

福利厚生費 職員の健康管理、レクリエーション費用、慶弔金など福利増進

をすることを目的とした支出です。事務所のコーヒー代やお菓

子代などもここに含めます。また、通勤手当を含めることもあ

ります。 

会議費 会議のための会場費や設備使用料、お茶代など、業務や活動に

関して組織内外の方と打ち合わせなどする際にかかる費用で

す。 

旅費交通費 職員やボランティアが活動した電車代、バス代、タクシー代な

どの交通費です。高速代や駐車料、ガソリン代なども含めて構

いません。通勤手当をこちらに含めても構いません 

車両費 車のガソリン代や車検代などを別に表示する場合に使います 

通信費 電話代、切手代、インターネットのプロバイダ契約料などに使

います。旅費交通費といっしょにして「通信交通費」としたり、

宅配便などの料金とあわせて「通信運搬費」として使っても構

いません。ウイルス対策ソフトの代金などもここに入れてかま

いません。 

消耗品費 机、イスなどの備品、蛍光灯などの日用品、封筒、ファイルな

どの事務用品などをいいます。備品類と事務用品類を分けて

「備品消耗品費」「事務用消耗品費」などとすることもありま

す。 

修繕費 車両や備品類、建物などの修理に支出するものです。 

水道光熱費 電気、水道、ガス料金などのことです。 



   

地代家賃 事務所や駐車料などの不動産関係の賃借料です。 

賃借料 事務機器などのリース料です。不動産の使用料もまとめてこの

科目で処理することもあります。  

保険料 ボランティア保険や損害保険の保険料です。 

諸会費 諸団体の会費です。打ち合わせの参加費や懇親会の参加費など

は、ここに入れずに、目的に応じて「会議費」「研修費」など

としたほうがいいです。 

租税公課 税金や公的な負担のことをいいます。印紙税、固定資産税、登

録免許税、自動車税、消費税（税込経理の場合）です。法人税

などをこの科目で処理することも可能です。 

研修費 スタッフが参加する研修の参加費などです。書籍代などとあわ

せて「教育研修費」とすることもあります。 

雑費 一時的かつ少額な費用で、他の勘定科目のいずれにも含まれな

いものです。 

＜資料２ 交通費精算書＞ 

交通費精算書 
平成  年  月  日 

請求者氏名               印 

月日 訪問先名 業務内容 交通機関・区間 金額 

       ～  

       ～   

       ～  

       ～  

       ～  

合計   

＜資料３ 支払証明書＞ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

支払証明書 
  支払日                   
  支払先                   
  支払事由                  
  支払金額                  
  精算日                   

         支払実施者 
           署名           
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 岩永清滋、水谷綾著 発行 社会福祉法人大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会 

長野県 NPO 会計専門家委員会著 発行 長野県 NPO ｾﾝﾀｰ 

  NPO 会計税務専門家ﾈｯﾄﾜｰｸは、NPO を支援しようとする全

国の会計税務の専門家のﾈｯﾄﾜｰｸです。  

 メーリングリストにより、NPO の会計税務に関する情報を共

有したり、会計税務に関する議論を行うことによりメンバーの

知識やスキルの向上を目指しています。  

 研修会の開催や、相談会の開催、顧問の紹介などの、具体的

な支援活動は、各地域で支援グループを立ち上げています。 

  詳しくは、NPO 会計税務ｻﾎﾟｰﾄｻｲﾄ（npoatpro.org）の一番

下の「運営者」の部分をクリックしてください。 

 Email ｱﾄﾞﾚｽ：info@npoatpro.org 

＜発行者＞ NPO 会計税務専門家ﾈｯﾄﾜｰｸ 

 「ＮＰＯ会計まるごとガイドブック」 

 加藤哲夫著 発行 主婦の友社 

赤塚和俊著 発行 花伝社  

 「一夜でわかるＮＰＯの作り方」 

 「実践！NPO の会計・税務」 

 「NPO 法人の税務」 

＜参考文献＞ 

 

経費精算書 
申請日：   年  月  日

   年  月分 

          請求者氏名               印 

月日 勘定科目名 相手先名 内容 金額 

        

         

        

     

     

     

 
                             

 

経理印 承認印 

 
 

 

・勘定科目名がわからない場合には経理担当者に相談する 
・勘定科目ごとに小計をし、 後に合計を記載する 

・領収書は申請書の裏面に貼り付けて提出する 

・ 後にもう一度検算をする 

＜資料４ 経費精算書＞ 

 

 


