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会計サポーター養成講座第５回

NPOの労務
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本日のお品書き

� NPOって人件費払ってもいいの？に応える

� 役員報酬、給与、実費弁償の違い

� 労務の基本

� 社会保険のこと

� 源泉所得税のこと

� 給与計算の流れ

� 仕訳・・・部門別への按分をどうするか？問題
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NPOって、人件費払ってもいいの？

� 法人格がない場合、特に制約はありません。

会則等でどのように決めているかを確認してください。

� NPO法人については、役員報酬を受けられるのは役員
の総数の1/3以下、となっています。
→活動に係る実費を弁償したり、

仕事に対する対価を支払ったりすることは可能です。

＊非営利法人である

＝利益の分配ができない（利益は次の活動へ投資する）

＝役員報酬という形で実質的な利益の分配をすることに

歯止めをかけている。

2014/11/30©Nakao Sayuri 会計サポーター養成講座⑤3



NPOの「労務」の範囲をどう考えるか？

� 愛知県NPO法人雇用実態調査より
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出典：愛知県「平成２２年度ＮＰ

Ｏ雇用状況等調査報告書」

各定義は、別紙１参照



「●●さんに、お支払いをしたい」

と言われたときに考えること

「なぜ？」「いくらくらい？」「払い方は？」
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実費弁償なのか？

役員としての対価？ 労働者としての対価？ 外注・謝金しての対価？

役員報酬 給与手当

請負・外注

・諸謝金

実費相当額なのか？

利益相反？

実費弁償

旅費交通費など



給与と報酬

給与・雇用給与・雇用給与・雇用給与・雇用 報酬・請負報酬・請負報酬・請負報酬・請負

契約形態 雇用契約（民法623） 請負契約（民法632）

所得税 給与所得の所得税（源泉

徴収税額表による）→

一定の場合、年末調整

報酬の所得税（原則10.21％）
→個人で確定申告

消費税（本則課税） 仕入税額控除ができない

（不利）

仕入税額控除ができる（有利）

労働保険や

社会保険

該当 該当しない
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雇用と請負（民法）

雇用雇用雇用雇用 請負請負請負請負

当事者の一方（労働者）が相手方（使用

者）に対して労働に従事することを約束

して、相手方（使用者）がこれに報酬を与

えることによって効力が生ずる契約（民

法623）。有償・双務・諾成契約。

当事者の一方がある仕事の完成を約束

し、相手方がその仕事の結果に対して報

酬を支払うことを約束する契約（民法

632）。有償・双務・諾成契約。

・労働者の義務・・・使用者の指揮・監督

のもとで労働に従事／代替不能

・労働者の付随的義務・・・就業規則遵守、

秘密保持、名誉を棄損しない義務

・使用者の義務・・・報酬支払い義務

・使用者の付随的義務・・・安全配慮義務

等

・雇用契約は期間満了によって終了

・請負人の義務・・・仕事完成義務、下請

負可能。完成物引渡義務、所有権移転

義務

・注文者の義務・・・報酬支払い義務

・請負契約は、目的達成、担保責任によ

る解除、債務不履行を理由とする解除に

よって終了。
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役員と労働者、ボランティアの相違点

� 役員＝委任に類似した契約

理事に就任するには、法人との委任に類似した契約に基

づいてなされる。・・・民法の委任に関する規定が準用され

る（大判昭13･2･8民集17巻100頁）

� 労働者＝雇用契約

労働基準法では、「労働者」とは、事業又は事業に使用さ

れる者で賃金を支払われるものと定義している。

すなわち使用者の指揮命令を受けて労働し、賃金を支

払われるものを指す。

� ボランティア

「金銭的な対価なく、法的義務付けなく、当人の家庭外の

者のために提供される仕事」を行なう者と解されている。
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有償ボランティアと労働者

� 現在は「ボランティア活動は無償の活動であり、無償の

範囲は活動に伴う経費の実費弁償の範囲である」という

解釈が一般的です。

� 実費弁償の例：活動先に赴く交通費、必要な材料費、活

動中の食費

加古朗社会保険労務士 講義内資料より
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実費弁償の注意点

� あくまでも「実費」弁償。実費を超える部分は、給与や請

負の対価とみられることもある。

� 交通費などについては、内規を作っておくとよい。内規に

ついては、理事会等で承認を受けるなど、内部の手続き

を怠らずに正式なものとしておくこと。
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外注費・諸謝金の注意点

� 一定の報酬を個人へ支払う場合、源泉徴収が必要

� 個人と法人の区分

支払を受ける者が、法人税を納める義務があること又は

定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立し

て存在していることを明らかにした場合は法人として取り

扱い、そうでなければ個人として取り扱います。

� 源泉徴収が必要な報酬

原稿料や講演料など（所法205、所令320①、所基通204－
６～204－10）

� 税率と納付

100万円以下なら10.21％を徴収し、翌月10日までに納付
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役員報酬支払いの注意点

� 役員報酬の決め方

� 法人税法の納税義務者である場合の「定期同額給与」
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労務の基本
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労働者に対して行わなければならないこと

� 各種労働関係法令、社会関係法令の順守が求められま

す。

１）労働基準法の順守

２）最低賃金以上の支払い

３）労災保険への加入

４）時間外割増賃金の支払い

５）雇用保険、社会保険への加入

６）使用者責任
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労働基準法の順守

� 労働条件の明示

雇用契約の締結又は労働条件通知書の交付＊資料２

雇用契約は口頭でも成立しますが、後々にトラブルにな

らないように書面で結ぶことをお勧めします。

労働基準法では以下の労働条件を書面で明示しなけれ

ばならないこととされています。

①労働契約期間 ②就業場所、従事すべき業務

③始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、

休憩、休日、休暇、就業時転換、変形労働時間制

④賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り

及び支払いの時期、昇給 ⑤退職・解雇に関する事項
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最低賃金以上の支払い：三重県の最低賃金

地域別最低賃金 ＊三重県内で働くすべての労働者に適用されます。

最低賃金名 時間額（円） 適用労働者の範囲

三重県最低賃金 753 2014年10月1日より
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賃金支払いの5原則

� 賃金は通貨（現金）で支払わなければならない。

� 賃金は直接本人に支払わなければならない。

� 賃金は全額を支払わなければならない。

� 賃金は毎月１回以上支払わなければならない。

� 賃金は一定期日に支払わなければならない。
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割増賃金の種類と割増率

種類種類種類種類 支払う条件支払う条件支払う条件支払う条件 割増率割増率割増率割増率

時間外（時間外

手当・割増賃金）

法定労働時間（1日8時間、1週間40時間）を越えた時 25％以上

時間外労働が限度時間（1ヶ月45時間、1年360時間
等）を越えた時

25％以上
＊1

時間外労働が1ヶ月60時間を超えた時 50％以上
＊2

休日（休日手当） 法定休日（週1回）に出勤させたとき 35％以上

深夜（深夜手当） 22時から5時までの間に勤務させたとき 25％以上
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＊１ 25％を超える率とするよう努めることが必要です。

＊２ 中小企業については、当面の間、適用が猶予されています



社会保険のこと
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社会保険

社会保険の種類
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厚生年

金保険

健康

保険

介護

保険



労災保険の加入【労働基準監督署】
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� 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、

病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合

に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を

行うものです。

� 労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用

していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適

用あり。代表者は加入できない（労災保険の特別加入制

度に加入するか、民間の役員保険に加入するか）

� 労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度

の当初に確定申告の上精算

� 労災保険料率：その他の各種事業 3/1000



雇用保険への加入【ハローワーク】

� 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続

が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び

雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要

な給付を行うものです。

� 適用要件

① １週間の所定労働時間が20時間以上であること

② ３１日以上の雇用見込みがあること

�雇用保険料は、労災保険と一緒に申告・納付します。
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事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率

一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000



社会保険への加入

【社会保険事務所】

� 厚生年金：法人は強制適用事業所になります

� 被保険者

適用事業所において常時使用される方は、国籍や性別、

年金の受給の有無にかかわらず被保険者となります。

常用使用される「常時使用される」とは、雇用契約書の有

無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償とし

て給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であること

をいいます。

パートタイマーであっても、労働時間と労働日数がそれ

ぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被
保険者とされます。
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注意：

代表者の取扱い



社会保険への加入：年齢

〇介護保険は40-64歳まで

〇厚生年金は原則70歳まで

〇健康保険は75歳まで
（75歳からは後期高齢者医療制度へ）

〇雇用保険

65歳になった日以降は新たに雇用保険に加入することが
できません
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社会保険料の負担
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本人負担本人負担本人負担本人負担 会社負担会社負担会社負担会社負担 合計合計合計合計

労災保険 0 0.3％
（3/1000）

0.3％
（3/1000）

雇用保険 0.5％
（5/1000）

0.85％
（8.5/1000）

1.35％
（13.5/1000）

健康保険(三重県） 4.97％ 4.97％ 9.94％

介護保険 0.86％ 0.86％ 1.72％

厚生年金保険 8.737％ 8.737％ 17.474％

児童手当拠出金 0 0.15％ 0.15％

合計 15.082％ 15.882％ 30.964％



社会保険料の改訂

（定時決定・随時改訂）

� 健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬

と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月
1日現在で使用している全ての被保険者に4～6月に支

払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって

届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、

毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定と
いいます。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1
年間（9月から翌年8月まで）の各月に適用

� 被保険者の報酬が、昇（降）給等の固定的賃金の変動

に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定
を待たずに標準報酬月額を見直します
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社会保険料の控除時期
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� 給与の締日・支払日と社会保険料の〇月分〇月納入告

知分はどうなっていますか？

� 資格の取得と喪失日

� 入社月・退職月の取扱い

� 賞与支払届もお忘れなく



源泉所得税のこと
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源泉所得税のこと

� 源泉徴収税額表

� 月額表

甲欄：扶養控除等申告書を提出している人

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が

88,000円未満の場合は源泉所得税0円

乙欄：その他の人

� 日額表

甲欄、乙欄の他、丙欄あり。

丙欄：日雇賃金（労働した日ごとに支払いを受ける。2月
超えない）。日額9,300円未満の場合は源泉所得税0円。
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給料計算と仕訳
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給与計算の流れ

【事前準備】

１）労働条件通知書、扶養控除等申告書などの確認

２）出勤簿・タイムカードの回収

【給与計算】

１）基本給、各種手当の計算

２）社会保険料控除（社会保険料・雇用保険料）

３）社会保険料等控除後の金額から源泉所得税を控除

４）住民税の控除 ５）差引支給額の計算 ＊源泉徴収簿

【支払事務】

１）給与明細書の作成 ２）支払
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給与の仕訳

＊事業区分・事業費/管理費区分に注意

【給与支給】

役員報酬 ＊＊＊／現預金 ＊＊＊

給与手当（事業費） ＊＊＊／預り金（社保） ＊＊＊

給与手当（管理費） ＊＊＊／預り金（雇用保険） ＊＊＊

通勤手当（事業費） ＊＊＊／預り金（所得税） ＊＊＊

通勤手当（管理費） ＊＊＊／預り金（住民税） ＊＊＊

＊預り金（社保）、預り金（雇用保険）は、

法定福利費（事業）

法定福利費（管理） で処理することも。
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社会保険の仕訳

平成26年9月分（10月納入告知分）からの社会保険負担

【社会保険料負担】

所属 氏名 標準報酬月額

健康保険 介護保険 厚生年金

合計

児童手当拠出金

総計

4.99% 0.86% 8.74% 0.15%

管理 A 150,000 7,477 1,290 13,105 21,872 225 22,097

いちご B 180,000 8,973 1,548 15,726 26,247 270 26,517

いちご C 240,000 11,964 2,064 20,968 34,996 360 35,356

合計 570,000 28,414 4,902 49,799 83,115 855 83,970

社会保険料納付書 56,828 9,804 99,598 166,230 855 167,085

【仕訳例】

部門 科目 金額 部門 科目 金額

預 り 金 83,115 普 通 預 金 167,085

管理 法 定 福 利 費 22,097

いちご 法 定 福 利 費 ( 事 業 ) 61,873

合計 167,085 合計 167,085

＊基本的に貸借対照表科目は部門管理不要
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納付後、預り金の残高

は０になることを確認



その他論点
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役員報酬の取扱い

35

名目名目名目名目 代表権のある理事、副理代表権のある理事、副理代表権のある理事、副理代表権のある理事、副理

事長、専務理事、常任理事長、専務理事、常任理事長、専務理事、常任理事長、専務理事、常任理

事事事事

その他の理事その他の理事その他の理事その他の理事 有償スタッ有償スタッ有償スタッ有償スタッ

フ、従業員フ、従業員フ、従業員フ、従業員

対価の内容 役員の立場

に対する報

酬

労働の対価 役員の立場

に対する報

酬

労働の対価 労働の対価

ＮＰＯ法人

会計基準

役員報酬 役員報酬 役員報酬 給与手当 給与手当

ＮＰＯ法 役員報酬 給与手当 役員報酬 給与手当 給与手当

従来の会計

処理

役員報酬 給与手当 役員報酬 給与手当 給与手当

法人税法 定期同額給与、事前確定届出給与、

利益連動給与以外は損金算入不可

損金算入可



人件費予算を立てるときの注意

� 人件費予算の総額は？

� フルタイムの人とそれに準ずる人は社会保険負担分の

考慮が必要。法定福利費の会社負担分＋福利厚生費

なども考えて、20％くらいはみておく
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その他

� 別紙３：年間スケジュール
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自己紹介：中尾 さゆり

�税理士

�特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ

理事、相談事業部長（NPO相談、あいちモリコロ基金担当）

�認定特定非営利活動法人

NPO会計税務専門家ネットワーク 理事

� NPO法人会計基準協議会 専門委員

�内閣府 ＮＰＯ法人の会計の明確化に関する研究会

＊その他、助成金等の審査員・運営委員を歴任

�情報発信・連絡先

� http://blog.canpan.info/sally_nakao/

� facebook、twitter 中尾さゆり で検索してください

� e-mail sally.nakao@gmail.com
38 2014/11/30©Nakao Sayuri 会計サポーター養成講座⑤


