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組織を伝えるための会計

１，何故必要？

＜What's会計＞
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組織を伝えるための会計

２，支援を受けることと説明責任
　　（アカウンタビリティ）

＜What's会計＞
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組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞

３，NPO法人にアカウンタビリティ　　　
　　（会計報告）が必要な理由

管理会計

財務会計
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組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞

４，経理管理業務の流れ１
現金管理業務（日々の現金の入出金業務）

証憑類の管理業務（領収書・請求書・納品書など）

帳簿の記帳業務（現金出納帳、銀行出納帳、総勘定元帳、
　伝票の作成）
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組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞

４，経理管理業務の流れ２
給与計算業務（給与計算、源泉徴収、労務事務）

決算業務 （試算表・決算書などの作成）

その他規模に応じた経理管理業務（資金繰りや税務申告）
経費や仕入の支払い事務

請求書等売上関係書類の作成事務

各種の支払いをスムーズにおこなうための資金繰り業務

税務に関する申告・納税業務（期限厳守）
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組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞

５，日々の会計の流れ

会計処理の流れ
記　録  ・  集　計

会計報告書の作成
・計算書類（財務諸表）
・NPO法上の開示資料
・税務申告書
・助成団体への報告書
・大口寄付者への報告書
・経営分析資料
・その他

基本資料の整理
・領収書
・請求書
・納品書
・契約
・その他

資料の整理保管 報　　　　告集　　　　計 分　　　　　析

手作業が必要 コンピュータ化が可能

確　　　　　認

日々の取引を記録
・現金出納帳
・預金出納帳
・仕　訳　帳

勘定科目毎に集計
・試算表
・精算表
・総勘定元帳
・補助元帳
・その他

報告書の分析
・予算対比
・過年度対比
・同業他社比較
・経営財務分析
・事業評価
・人事評価
・その他
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会計日報

• 日々のお金の出し入れを1枚の日報に記載する。裏に領収書や請
求書を貼っておく

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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出納帳の記載例１

• 収入、支出、残高を記載、重要なのは経理をしている人
の責任を解除してあげる事

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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出納帳の記載例２

• 収入や支出の内訳を勘定科目ごとに記載
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組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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伝票の記載例１

• 各勘定科目にコード番号を設けている場合には、必要
に応じて、勘定科目欄に勘定科目コードを記入する。

No,���2���

￥ 5 0 0 0

￥ 5 0 0 0合�������計

係印

コ ｜
ド

入金
先

入�金�伝�票

平成22年�6月10日

手数料収入（4010） A社5月分入金

勘定科目 金��額

経営収入 ����������������加藤��太郎�������������様

承
認
印

摘��要

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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伝票の記載例２

• 複数の事業（部門）があって、かつ、事業（部門）別に
損益を把握する場合は、「◯◯事業（部門）」「管理
費」等と事業（部門）区分が分かるように記載する。

No,���4���

￥ 5 0 0 0

￥ 5 0 0 0合�������計

勘定科目 摘��要 金��額

広告費（6150） 青森印刷（株）・印刷代

係印
平成22年�6月15日

コ ｜
ド

事業費（託児事業）
出金
先

����������������加藤��太郎�������������様

出�金�伝�票 承
認
印

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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伝票の記載例３

• 領収書や請求書等の証憑番号（しょうひょう
ばんごう）が分かるように記載する

￥ 2 6 6 8 0 0 ￥ 2 6 6 8 0 0

￥ 2 6 6 8 0 0 ￥ 2 6 6 8 0 0

金�������額

振�替�伝�票  No,���6

�����平成22年�7月�15日

承認
印

係印

金�������額

合�������計

借方科目 貸方科目摘���要

什器部品（1550） パソコン1台VAIO

（請求書No.C-0067）

未払金（2100）

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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会　費

雑収入

一時借入

寄付金

交通費

雑費

一時借入返済

消耗品費

1000

10000

10

100
500

入金用金庫

　入金用出納帳
（日付・相手・入金種類）

出金用金庫

　出金用出納帳
（日付・相手・出金内容）

10

100
500 1000

10000

領収書

支払証明書

銀行・郵便局

一人でもできる内部統制（現金を合わせやすくする工夫）
※入金用の金庫と出金用の金庫と分ける（空き缶でも菓子箱でもよい）

会費・寄付金等入金の種類
ごとに入金票を書く

定期的に領収書や支払証明書等
の合計額を銀行から引き出す。

出金用金庫の中は、現金と領収書、支払証明書や交通費精算
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。最低でも月に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。

※上記の例で必ず必要になる補助簿は、出納帳、会費台帳、寄付金台帳、借入金台帳

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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貸借対照表と損益計算書

１０００㍑

９５０㍑

１月１日

１２月３１日

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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貸借対照表（B/S）

※過去の数字と比べる（2年前3年前と比べる）

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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決算書のチェックリスト
（１）貸借対照表：資産項目

• 現金残高　　・・・金種表を作成し、手持の実際の現金残高を確認

• 預金残高　　・・・預金通帳を決算日以降まで記帳し、決算日現在の預金残高を確認。（出来れば、銀
行から決算日現在の残高証明書をもらえればよりよい）　

• 未収金　　　・・・未収金（売掛金）明細表を作成し、未収先ごとに請求書の控や契約書等と照合。ま
た、その回収が困難なもの（不良債権）がないかを確認

• 貸付金　　　・・・借用証書等の契約書、返済明細書、返済時の領収書等を確認

• 商品・製品　・・・棚卸を行いその実在性や不良在庫の有無を確認。また、未着品や他団体との委託
品・受託品がないかを確認

• 固定資産　　・・・すべての帳簿上の資産が実際に保有・利用されているかの確認。また、無償で取得
した資産等も記帳されているかを確認

• その他の資産・・・簿外資産（事務所を借りているのに保証金・敷金が計上されていない等、本来ある
べき資産）がないかの確認

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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決算書のチェックリスト
（２）貸借対照表：負債項目

• 未払金　　　・・・未払金（買掛金）明細表を作成し、支払先ごとに請求書や契約書等と照合

• 預り金　　　・・・源泉所得税等はその支払証明書や給与台帳などと照合

• 借入金　　　・・・借用証書等の契約書、返済明細書、返済時の領収書等を確認

• その他の負債・・・簿外負債（長期間支払いが滞納しているのもはないか、または、帳簿に記載
されていない債務）はないかの確認

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞



19

決算書のチェックリスト
（３）活動計算書：収益項目

• 事業収益　　・・・請求書、領収書の控等の確認

• 受取会費　　・・・会員リストの照合

• 受取寄付金　・・・寄付金リストとの照合

• 受取助成金等・・・契約書、決定・支給通知書等の確認

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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決算書のチェックリスト
（４）活動計算書：費用項目

• 給料手当　　・・・賃金台帳、出勤簿等の確認

• 役員報酬　　・・・理事会・社員総会の役員報酬の決定に関する議事録等を確認

• 支払報酬　　・・・給与課税の対象となるものがないかを支払明細書等で確認

• 保険料　　　・・・資産計上するもの（積立分）がないか契約書・保険証書等を確認

• 修繕費　　　・・・固定資産（資本的支出）に該当するものがないか納品書等を確認

• 賃借料　　　・・・前払・未払がないかを賃貸契約書等で確認

• 諸謝金　　　・・・源泉徴収が適正に行われているかを支払明細書等で確認

• 交際費　　　・・・私的なものがないか領収書や納品書等を確認

• 減価償却費　・・・定められた償却方法で償却費が計上されているかを確認

• 支払利息　　・・・借用証書等の契約書、返済明細書、返済時の領収書等を確認

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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NPO法人にとっての
会計の役割

・会員等へお金が適切に使われていることの説明

・様々な市民に自分たちの活動を説明し理解して
もらう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
→情報公開制度→活動に賛同・信頼をよせて応援
（特に会計は、適正な事業運営及び説明責任の点
からも重要）

組織を伝えるための会計 ＜What's会計＞
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何故？NPO法人会計基準

• NPO法人にとって会計報告は情報公開の重要な部
分を占めるにもかかわらず、会計基準がないために
報告があまりにも多様で、数字の整合性が取れない
ものも多く存在していた

• ＮＰＯ法人の会計報告について、統一したルールを
作成し、ＮＰＯ法人の信頼性の向上につなげる必
要があった

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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基準策定の前提として

• 会計報告の正確性を担保するためには、
複式簿記を前提

• 市民にとってわかりやすいこと

• ＮＰＯ法人の信頼性の向上につながるこ
と

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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NPO法人の財務諸表

• 活動計算書

• 貸借対照表

• 財務諸表の注記

• 財産目録→財務諸表とは別の会計報告書

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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財務諸表の注記

• 「財務諸表の注記」は、「活動計算書」や「貸借対
照表」を補足するもの

• 「注記」により、「活動計算書」や「貸借対照表」
では 表すことができない有益な情報をたくさん表
すことができると考えている

• NPO 法人会計基準では、この「注記」を非常に重
視 している

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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注記に記載する項目

• (1)重要な会計方針 

• (2)重要な会計方針を変更したとき→その旨と変更の
理由及び当該変更による影響等

• (3)事業費の内訳又は事業別損益の状況を注記する場
→内容 

• (4)施設の提供等の物的サービスを受けたことを財務
諸表に記載する場合→受入れたサービスの明細及び
計算方法 

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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• (5)ボランティアとして活動に必要な役務の提供を受けたこと
を財務諸表に記載する場合→受入れたボランティアの明細及
び計算方法 

• (6)使途等が制約された寄付等の内訳 

• (7)固定賅産の増減の内訳

• (8)借入金の増減の内訳 

• (9)役員及びその近親者との取引の内容 

• (10)その他NPO法人の賅産、負債及び正味財産の状態並びに
正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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NPO法人会計基準
５つのポイント

• ポイント１　収支計算書から活動計算書へ

• ポイント２　事業費も形態別分類に

• ポイント３　使途が制約された寄付金等は原則注記とする

• ポイント４　ボランティアなどを会計に取り込む　　

• ポイント５　小規模法人への対応

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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ポイント１
収支計算書から活動計算書へ

• どのような活動にどれくらいのコスト（費用）がか
かったか、それをどのような形で資金調達したか、
その結果、正味の財産がどれくらい増えたのか、
減ったのかを表す

• フローの計算書（活動計算書）とストックの計算書
（貸借対照表）がつながっている（会計の大原則）

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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ポイント２
事業費も形態別分類に

• 費用の分類は、まず、「事業費」と「管理費」に分
ける

• 「事業費」と「管理費」について、さらに「人件
費」と「その他経費」に分け、形態別に表示をする

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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ポイント３
使途が制約された寄付金等
は原則注記とする

• 使途が制約された寄付金等で、期末まで使い切ってい
ないようなものをどう会計上表現するか？

受け取った年度の収益に計上したうえで、使途に制
約のある場合は、その使途ごとに寄付金等の受入
額、減少額、次期繰越額を注記することを原則とす
る

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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ポイント４
ボランティアなどを会計に取り込む

• 原則は会計的には認識しないが、合理的に金
額を算定できる場合には注記、財務諸表に計
上するに足りるほど客観的なものである場合
には、活動計算書に計上できるとする

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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ポイント５
小規模法人への対応

• 全NPO法人の過半数を占める、収入規模が500万円
以下の法人に今回の会計基準をいかにして浸透させ
るかが大きな課題←小規模法人用会計ソフト

• 「重要性の原則を柔軟に解釈して、少しでも負担の
軽減を図る」という方向性

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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活用しよう！
NPO法人会計基準

• http://www.npokaikeikijun.jp/

組織を伝えるための会計 ＜NPO法人会計基準のイロハ＞
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