
簿記会計の基礎１

1 　会計の意味
会計とは、現金などの入金、出金、残高の動
きを帳簿に記録することも会計であるが、法人
の保有する財産は現金に限らず全体の資産・負
債の増減を明らかにし、法人の活動の内容とそ
の結果としての財産の有高を計算するものです。
それは、法人の事業活動（正味財産の増減の
状況＝正味財産増減計算書）とその結果（正味
財産の状態＝貸借対照表）について数値をもっ
て表現することであり、それを利害関係者に報
告をすることにあります。

2 　簿記会計の基礎用語
⑴　資産・負債・正味財産
法人は、事業活動を行うために現金、銀行預
金、建物、什器備品等の財貨を有しており、こ
れを簿記会計上、「資産」といい、未払金・預
り金や銀行などから現金を借り入れた場合、借
入金は将来一定の金額を支払う義務があり、資
産を減少させるものを簿記会計上、「負債」と
いい、資産から負債を引いた金額を「正味財産」
といいます。
これを等式で示すと
　 資産－負債＝正味財産
となり、上記等式の負債を右辺に移行すると、
貸借対照表等式となります。

⑵　収益・費用
一事業年度中における、正味財産の増加原因

を「収益」、減少原因を「費用」といい、その
差額が正味財産増減額です。
　 収益－費用＝正味財産増減額
正味財産増減額は、一事業年度間における事

業活動の結果生じた増減額であり、この差額は
貸借対照表における正味財産の増減額と一致し
ます。
資産・負債は、一事業年度間において増減す

るが、正味財産は、期首と期末の差額が正味財
産増減額で、収益から費用を引いた差額と一致
します。
　 期首の正味財産－期末の正味財産＝正味財産増減額

⑶　勘定と勘定科目
イ．勘定
勘定とは、資産、負債、正味財産の増減変化

を記録するための帳簿用紙を意味します。
簿記会計上、この帳簿は通常、次のようなＴ

字形の帳簿が用いられ、右側と左側に区分され
ます。

図 1

○○勘定
借方（＝左側）
　　 （＋）

貸方（＝右側）
　　 （－）

右側を貸方といい、左側を借方といいます。
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この借方・貸方は、帳簿用紙を右と左に分け、
左側と右側の意味であり、それ以上の意味は特
にありません。
現金出納帳の様式は、概ね、次のようです。

図 2
現金出納帳

平成×年 摘要 収入 支出 残高
× ×× ○○月分受取会費 100 100
×× ○○月分支払給料 10 90

簿記会計上の資産、負債、正味財産の増減と
残高の計算は、元帳上、次のようにＴ字形で表
示します。
例えば、上記の現金の増減ついてT字形で表
示すると、次のように記載され、その差額90は、
残高として計算されます。

現　金
100 10

したがって、簿記会計上、次のような計算は、
行われることはありません。

図 3

100
－ 10

90

　　　　　　　　　　
資産には、銀行預金、建物、什器備品、未収
金などがあり、これら資産は現金と同様の性格
を持っています。増加するときには借方（左側）
に、減少するときには貸方（右側）に記載し、
差引計算をします。
負債には、借入金、未払金、預り金などがあり、
これら負債は資産とは反対の性格であるため、
増加するときには貸方（右側）に、減少すると
きには借方（左側）に記載されます。
収益は、現金等の資産が増加した結果である
ので貸方（右側）に記載し、費用は、現金等の

資産が減少した結果であるので借方（左側）に
記載されます。
これらの資産、負債、正味財産の増減変化は、

簿記会計上取引といいます。
取引が発生した場合には仕訳が行われますが、

次に説明します。

現金で補助金を受け取った場合は、
図 4

（借方）現金×××　（貸方）受取補助金×××
　　　　　　　　　　　　（増加原因）

現金が増加するため、現金が借方（左側）に、
その増加原因となる理由は貸方（右側）に記載
され、左右に分解されて仕訳されます。増加原
因は必ず右側に記載されます。

現金で給料を支払った場合は、

図 5

（借方）給料手当×××　（貸方）現金×××
　　　（減少原因）　

現金が減少するため、現金が貸方（右側）に、
その減少原因となる理由は借方（左側）に記載
されます。
以上の勘定の記入法は、資産、負債、正味財

産及び収益、費用の属性によって、次のように
整理されます。

図 6

資産 負債 正味財産
－ ＋ － ＋ － ＋

費用 収益
＋ ＋



ロ．勘定科目
簿記では、取引が発生すると、資産が増減し、
負債が増減したが、その結果、正味財産がどの
ように増減したかを記録し計算します。この記
録・計算するために設けられた資産、負債、正
味財産及び収益、費用につけられた内容を示す

ため名称を勘定科目といいます。

勘定科目は形態別に、貸借対照表に係る勘定
科目は、資産の科目、負債の科目、正味財産の
科目に分類され、正味財産増減計算書に係る勘
定科目は、費用の科目と収益の科目に分類され

ます。
「資産の科目」は、現金、普通預金、未収金、
仮払金等があり、「負債の科目」は、未払金、
預り金、退職給付引当金などです。その差額で
ある「正味財産の科目」は、受取寄附金、受取

交付金、一般正味財産などがあります。
「収益の科目」は、通常の企業会計では売上
などがありますが、公益法人会計では、基本財
産受取利息や貸付金受取利息などがあります。
「費用の科目」は、大きく分けると事業費と

図 7
（勘定科目の例）

貸借対照表科目 正味財産増減計算書科目
資産の科目 負債の科目 正味財産の科目 費用の科目 収益の科目

現金 未払金 指定正味財産（注）事業費 基本財産受取利息
普通預金 預り金 　受取寄附金 支払助成金 貸付金受取利息
未収金 短期借入金 　受取交付金 支払負担金 など
仮払金 長期借入金 一般正味財産 委託費
基本財産定期預金 退職給付引当金 支払利息
基金積立資産 など 給料手当
長期貸付金 福利厚生費
退職給付引当資産 退職給付費用
土地 会議費
建物 旅費交通費
什器備品 賃借料
など 減価償却費

管理費
給料手当
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
賃借料
減価償却費
など

（注）�正味財産における指定正味財産とは、寄附等により受け入れた資産で、寄附者等の意思によ
り当該資産の使途について制約が課されている場合に、当該受け入れた資産の額を、指定正
味財産とされ、それ以外の正味財産の額を一般正味財産とされる。
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管理費で、事業費は、支払助成金、支払負担金、
委託費、支払利息、給料手当、福利厚生費など、
管理費は、給料手当、福利厚生費などとなりま
す。事業費は、法人の事業の目的のために要す
る費用であり、管理費は、役員報酬や総務、経
理の給料手当など法人の事業を管理するために
要する費用です。給料手当以降の科目は、事業
費と管理費に共通して発生する費用にかかる科
目です。共通して発生する費用の配賦は、実務
に入ると非常に難しいものです。例えば、給料
手当について、事業費と管理費をどう分けるか
というと、事業部門に携わる給料は事業費で、
管理部門に携わるのは管理費の給料であると説
明しますが、Ａ、Ｂ、Ｃという人の従事状況に
より、事業費、管理費に配賦します。配賦基準
は通常は割り切って従事割合や建物面積割合な
どで配賦してると思います。法人によっては、
非常に細かく整理しているところもあるかと思
いますが、各法人の考え方で整理すれば良いと
思います。
「正味財産の科目」には、指定正味財産以外
の一般正味財産と指定正味財産があります。指
定正味財産は、寄附等により受けた資産で、寄
附者等の意思で資産の使途に制約がかかってい
る場合、その受け入れた額を指定正味財産とし
て整理されます。これは新会計基準の中で非常
に重要な位置を占めています。指定正味財産に
は 2つの意味があり、一つは、基本財産のよう
に永久に法人で保有する永久拘束の指定と、も
う一つは、積立資産のように使い道が決まって
おり、取り崩して使うことを前提にしている、
一時拘束の指定です。しかし、現在の会計基準
においては永久拘束と一時拘束を区別する理由
がないとされ、指定正味財産として表示してい
ます。
正味財産の科目には指定正味財産があり、指
定正味財産に対応する借方の資産とつながりが
あります。これはどういう意味があるかという
と、法人が主務官庁に決算報告をする際、公益
法人の場合には、収支相償や遊休財産の計算が

求められます。収支相償というのは、収入の額
が費用の額を超えてはいけないという制約で、
公益事業で儲けてはならないという考え方です。
この考え方に従うと、収入から費用を払うが、
費用のほうが多くなくてはいけないという懸念
があり、法人が存続できるのか疑問があると思
います。しかし、指定正味財産になった場合、
収支相償から外れます。
正味財産増減計算書（図 8）は、一般正味財

産増減の部と指定正味財産増減の部に区分され
ています。
使途制限のある交付金を指定正味財産増減

の部で受取交付金として受け入れ、受取交付
金に対応するお金を支出した時に、一般正味
財産増減の部の受取交付金振替額へ振り替え
ます。
正味財産増減算書内訳書（図 9）で収支相償

について説明します。一般正味財産増減の部の
公益目的事業会計の経常収益計の67,320円から
経常費用計の67,740円を引いて、当期経常増減
額が△420円になっています。指定正味財産増
減の部に、受取交付金250,000円がありますが、
これは収支相償の計算から外れます。法人に
よっては一般正味財産に250,000円を受けるこ
とで、収支相償がプラスになってしまうため収
支相償の計算をするときに、指定正味財産を使
うことは非常に重要なことです。
⑷　取引と仕訳
簿記会計上の取引とは、資産、負債、正味財

産が増減変化することを言い、法人が事業活動
を行うときに発生するものです。例えば、現金
を銀行預金に預ける、建物、什器備品について
減価償却費の計上や除却するというような行為
は、資産、負債、正味財産を増減変化させるので、
簿記会計上は取引と言います。
一方、一般に用いられる取引という用語とは

若干意味が異なります。例えば、土地、建物を
借りて賃貸借契約を結んだ場合、一般には取引
が成立したといいますが、資産、負債、正味財
産が増減変化しないことから、簿記会計上は取
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図 9



引と呼びません。
簿記会計上の取引が、発生すると、借方（左側）
と貸方（右側）の勘定科目ごとに左右に分解さ
れ、仕訳されます。現金は簿記会計上、資産と
して借方（左側）に属するものとされており、
現金と同様の資産はすべて借方（左側）に属し
ます。例えば、現金が増加するときは借方（左側）
に、増加原因は貸方（右側）に記載されます。

現金が減少するときは貸方（右側）に、減少原
因は借方（左側）に記載されます。このように、
取引はすべて借方（左側）と貸方（右側）に分
解（仕訳）されて、仕訳を通して元帳に転記され、
勘定科目ごとに集計されて、試算表が作成され
ます。この試算表に集計された金額は、左右同
額で記載されることから、必ず左右一致します。

財務諸表等の作成例2

財務諸表作成までの流れは、まず、取引の仕訳をし、元帳に転記して試算表を作成します。試算
表を作成した際、試算表に計算された数字が実際の数字と合ってるか確認します。例えば、什器備
品という勘定の残高がありますが、減価償却をすると減少しますし、未収金について、計上されてな
い場合には、それを計上しなくてはなりません。これを決算整理事項と言い、これらを含めて精算表
を作りますが、これが貸借対照表の最後の残高に一致します。その結果、財務諸表が作成されます。
長期貸付金は指定正味財産ですが、これは交付金が貸付金に充てるように交付されており、その
交付された金額を長期貸付金に振り替えても、それは法人に拘束されており、その拘束されたものが
続いて拘束されてるためです。長期貸付金も寄附者の意思に沿って使われているということです。
次に期中取引（①〜⑰）と決算整理事項（⑱、⑲）の仕訳について、次の例を用いて説明いたします。

表10
1 　取引例と仕訳
⑴　開始貸借対照表に資産、負債、正味財産は、次のとおりである。

（資産）
現金預金� 12,200円
基本財産定期預金� 100円
基金積立資産� 1,400,000円
長期貸付金� 500,000円
什器備品� 　　　　 900円
合計� 　　1,913,200円

（負債）
長期借入金� 400,000円
（正味財産）
指定正味財産� 1,100,100円
一般正味財産�� 　　  413,100円
合計� 　　1,913,200円

（注）指定正味財産に対応する資産　　　　　　　※400,000円は、一般正味財産から
　　　　 基本財産定期預金� 100円� 充当されたものである。
　　　　 基金積立資産� 1,000,000円
　　　　 長期貸付金� �　100,000円
　　　　 　　計�  1,100,100円

⑵　期中取引と仕訳
①　○○県から交付金（指定）250,000円が特定資産－基金積立資産に振り込まれた。
特定資産－基金積立資産� 250,000 受取交付金（指定）� 250,000
使途制限のある指定正味財産の受取交付金として仕訳します。
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②　①の交付金（指定）250,000円の10％を特定資産－基金積立資産から全国協会に振込んだ。

全国協会納付金� 25,000
一般正味財産への振替額（指定）� 25,000

特定資産－基金積立資産� 25,000
受取交付金振替額� 25,000

特定資産の基金積立資産から取り崩して全国協会納付金として支出します。取り崩しは、指定
正味財産の部の一般正味財産への振替額から一般正味財産の部の受取交付金振替額として仕訳し
ます。

③　○○から受取負担金5,000円を現金預金に受け入れた。
現金預金� 5,000 受取負担金� 5,000
受取負担金として仕訳します。この受取負担金については、100分の50を公益目的事業に使用し、
残額は法人会計の管理費に充てると決めています（図 9参照）。

④　応接セット1,700円を購入し、代金は現金預金から支払った。
什器備品� 1,700 現金預金� 1,700
現金預金が減って、什器備品が増えたとして仕訳します。

⑤　宝くじのポスター3,100円を作成し、代金は現金預金から支払った。
広報事業費－印刷費� 3,100 現金預金� 3,100
広報事業費の印刷費として仕訳します。

⑥　○○市に施設整備のため特定資産－基金積立資産から200,000円の長期貸付金を行った。
特定資産－長期貸付金� 200,000 特定資産－基金積立資産� 200,000
これは基金積立資産を取り崩していますが、長期貸付金もまだ指定が継続しているので、特定資
産の基金積立資産から特定資産の長期貸付金に200,000円を振替えとして仕訳します。長期貸付は、
資産として特定資産から長期貸付金へ移っただけであるため、指定正味財産の金額は変わりません。

⑦　地域活性化のため、助成金27,000円を特定資産－基金積立資産から支払った。
助成事業費－助成金� 27,000
一般正味財産への振替額� 27,000

特定資産－基金積立資産� 27,000
受取交付金振替額� 27,000

助成事業費の助成金27,000円は、特定資産の基金積立資産を取り崩して支出します。指定正味財
産の部の一般正味財産への振替額から一般正味財産の部の受取交付金振替額に振り替えます。

⑧　○○市に貸付けた長期貸付金90,000円の償還を受け、特定資産－基金積立資産に、利息10,500
円は現金預金に入金した。
特定資産－基金積立資産� 90,000
現金預金� 10,500

特定資産－長期貸付金� 90,000
貸付金受取利息� 10,500

長期貸付金が償還されたので、特定資産の長期貸付金が減少し特定資産の基金積立資産が増加
したと仕訳します。10,500円は貸付金受取利息として仕訳します。
（注）貸付金受取利息は、指定正味財産に対応する資産からの利息であるので、指定正味財産に受
け入れて、一般正味財産へ振り替えるのが原則であるが、実務上の煩瑣さに配慮し、同一事業年



度内に支出することを予定している場合には、最初から一般正味財産増減の部に記載することが
できる（公益法人会計基準に関する実務指針（その１）Q23（２））。
（参考）公益法人会計基準注解
（注11）指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について指定正味
財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券を時価又は償却原価で評価する場合には、従
前の帳簿価額との差額は、正味財産増減計算書上、指定正味財産増減の部に記載するものとする。

⑨　全国協会から借り入れた長期借入金の返還金90,000円を特定資産－基金積立金から、利息4,500
円を現金預金から支払った。
長期借入金� 90,000
事業費－支払利息� 4,500

特定資産－基金積立資産� 90,000
現金預金� 4,500

特定資産の基金積立資産を取り崩して、長期借入金の返済に充てたという仕訳をします。

⑩　○○市から災害の発生による緊急融資の依頼があり、全国協会から50,000円の短期借入金をし、
現金預金に入金した。
現金預金� 50,000 短期借入金� 50,000
現金預金の短期借入金として仕訳します。

⑪　同上の50,000円を短期貸付金として○○市へ手数料10円とともに現金預金から引き出して振り
込んだ。
短期貸付金� 50,000
事業費－支払手数料� 10

現金預金� 50,010

短期貸付の50,000円と支払手数料10円を加えて現金預金50,010円が貸方、短期貸付金50,000円
と事業費の支払手数料10円が借方という仕訳をします。

⑫　全国協会からの災害時の短期借入金50,000円を利息300円とともに、現金預金から引出して返済
した。
短期借入金� 50,000
事業費－支払利息� 300

現金預金� 50,300

⑩の借入金を返済したので、借方が短期借入金50,000円と事業費の支払利息300円、貸方が現金
預金50,300円という仕訳をします。

⑬　事業費・管理費の共通費用を現金預金から、次のように支払った。
給料手当　　　4,000円（源泉所得税300円を控除して支払っている。）
会議費　　　　1,000円
福利厚生費　　1,500円
旅費交通費　　1,100円
通信費　　　　  900円
　計　　　　　8,500円
上記の共通費用の配分は、 9対 1である。
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事業費－給料手当� 3,600
　〃　－会議費� 900
　〃　－福利厚生費� 1,350
　〃　－旅費交通費� 990
　〃　－通信費� 810
管理費－給料手当� 400
　〃　－会議費� 100
　〃　－福利厚生費� 150
　〃　－旅費交通費� 110
　〃　－通信費� 90

現金預金� 8,200
預り金� 300

事業費と管理費に共通して発生する費用について、この例では、事業費と管理費に 9対 1で配
賦することとされているので、事業費の給料手当は、4,000円の 9割で3,600円、同様に会議費、
福利厚生費、旅費交通費、通信費も配賦します。
共通費用の配分は発生の都度、あるいは月ごと、中間期ごと、または決算時に一括して分けて
も良く、法人の簡便性を考慮して決定できます。一時的に共通費とし、決算時に事業費に振り替
えることも可能です。

⑭　源泉所得税の預り金300円を現金預金から引き出して所轄税務署に納付した。
預り金� 300 現金預金� 300
預り金の源泉所得税300円が借方、現金預金の300円が貸方に仕訳されます。

⑮　特定資産－基金積立資産の利息2,000円及び運用資産の預金利息120円を現金預金に受け入れた。
現金預金� 2,120 運用資産受取利息� 120

基金積立資産受取利息� 2,000

　　　　（注）⑧の（注）と同じ。
これは一般正味財産の運用資産受取利息、基金積立資産の受取利息として仕訳します。

⑯　基本財産定期預金利息50円を現金預金に受け入れた。
現金預金� 50 基本財産受取利息� 50
　　　　（注）⑧の（注）と同じ。
これは一般正味財産の基本財産受取利息として仕訳します。

⑰　⑩の短期貸付金50,000円の返済と利息150円とともに現金預金に振り込まれた。
現金預金� 50,150 短期貸付金� 50,000

貸付金受取利息� 150

⑩の短期貸付金を借方が現金預金50,150円、貸方が短期貸付金50,000円と貸付金受取利息150円
として、仕訳します。

⑱　退職給付引当資産へ現金預金200円から積立てた。
特定資産－退職給付引当資産� 200 現金預金� 200
借方に特定資産の退職給付引当資産200円、貸方に現金預金200円と仕訳します。



⑲　決算に際し、什器備品の減価償却費261円（管理費）、当期に発生した自己都合による退職給付
の見積額200円（共通費）を費用に計上する。
管理費－減価償却費� 261
事業費－退職給付費用� 180
管理費－退職給付費用� 20

什器備品� 261
退職給付引当金� 200

管理費の減価償却を行う場合、借方に管理費の減価償却、貸方に什器備品とします。退職給付
費用は管理費と事業費に配賦しますので、 9対 1として、借方に事業費の退職給付費用180円、管
理費の退職給付費用20円、貸方に退職給付引当金200円と仕訳します。

2　精算表の作成
以上の仕訳を整理して表12の精算表、財務諸表が作成されます。
その結果、資産合計が2,022,349円、負債合計が310,200円となります。その中で、指定正味財
産のうち、受取寄附金100円と受取交付金1,298,000円があり、うち、基本財産への充当額が100円、
特定資産への充当額が1,298,000円となっています。これに、一般正味財産414,049円加えると、

表12	 精算表
	 平成×１年４月１日から平成×２年３月31日まで	 （単位：円）
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2,022,349円になります。現在は会計ソフトに仕訳を入れると、財務諸表が作成されます。

表14の基本財産及び特定資産の増減額及びその残高等をご覧ください。公益法人会計基準の計
算構造上出てくる基本財産及び特定資産の増減額とその残高等を整理します。①は基本財産及び
特定資産の整理をしており、②は財源の内訳について、指定正味財産からの充当額、一般正味財
産からの充当額、あるいは負債に対応する額と整理しています。従って、表13の貸借対照表の基
本財産と特定資産の期末残高は、合計2,008,300円となっています。
例えば、①で基本財産は変わらなかったが、特定資産は基金積立資産1,400,000円が340,000円
戻り、342,000円減ったので、期末は1,398,000円。長期貸付金も500,000円から200,000円増えて
90,000円償還しているため、610,000円。退職給与引当資産が期首は 0円であったが、期中で積み
立てたので200円となります。その結果、基本財産と特定財産を合わせた当期末残高2,008,300円
となります。これが、表13の貸借対照表の基本財産（定期預金）と特定資産の内訳、増減及び残
高となっています。

表13



その財源が、②の当期末残高で基本財産100円、特定資産で基金積立資産1,398,000円と長期貸
付610,000円、退職給付引当金200円を合計して2,008,300円となっています。この内訳として、指
定正味財産からの充当額1,298,100円、一般正味財産からの充当額400,000円、負債に対応する額
310,200円となっています。指定正味財産からの充当額は、正味財産の部の内訳として出ています。
一般正味財産からの充当額とは、法人の財産から充当しています。負債に対応する額は、長期貸
付金及び退職給付引当資産がこれに対応します。

表14

公益法人会計基準3

⑴　公益法人の事業
公益法人の事業は、定款に記載された事業と記
載されない事業があり、定款に記載された事業を

行うのが本来の姿です。定款に記載された事業に
は、公益目的事業と収益事業等があり、会館等を
保有していて、それを貸すことで家賃収入が発生
している場合は、収益事業に該当します。

収益事業等
　
その他の事業（共益事業等）事業

定款に記載された事業

定款に記載されない事業（目的外事業）

公益目的事業

収益事業
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定款に記載されてない事業は目的外事業と呼
び、これは本来やってはならない事業ですが、
必然的に発生することがあります。その場合に
は、主務官庁に届け出をして定款の目的・事業
を変更し、本来の公益目的事業に位置付けるこ
とが必要です。
⑵　公益法人の会計と営利法人の会計との相違
公益法人の会計は、公益目的事業を行う法人
を対象にした会計です。公益法人は、一事業年
度内の事業活動について、正味財産増減計算書
（損益計算書）を作成し、かつその事業活動の
結果について一事業年末における資産・負債の
残高としての財政状態を示す貸借対照表を作成
して報告をするというのが公益法人の会計です。
一方、営利法人の会計は、営利事業を営む法
人を対象にした会計であり、それは利益の獲得
と出資者等の構成員への分配を目的として行う
事業の会計です。分配をすることが禁止されて
いる公益法人に対し、利益を獲得して構成員等
に配当することを目的にしており、事業活動の
結果、どれだけの利益を獲得したかを計算する
ため、当該期間に帰属する収益の額と、これに
対応する費用の額を計算しますが、これは現金
主義ではなく発生主義によって計算します。
営利法人における会計は、一事業年度内の利

益の額を計算する損益計算書は発生主義によっ
て計算されますが、この営利法人に対する会計
の基準が、「一般に公正妥当と認められた企業
会計の基準」と呼ばれているもので、長年にわ
たり整備充実が図られてきています。
公益法人と営利法人の会計の違いですが、営

利法人が有する財産は、出資者等の構成員の持
分と配当請求権があります。
公益法人の場合の財産というのは、原則とし

て、拠出した出捐者や会員等に分配されること
はなく、持分権のない財産であり、営利法人と
基本的に違うところです。正味財産を指定正味
財産と一般正味財産を区別して整理することが、
公益法人会計における基本になります。
⑶　基本財産及び特定資産と正味財産との関係
基本財産と特定資産の関係ですが、基本財産

というのは通常、指定正味財産になります。一
般正味財産から基本財産に繰り入れることもあ
るので、指定正味財産、基本財産と一般正味財
産がつながる場合もあります。特定資産も同じ
ように、寄附者の意思で特定資産を貸付金に使
う、あるいは特定の事業に使うという場合、指
定正味財産に対応します。
最後に負債について、例として退職給付引当

金が挙げられます。

表15

（財源等）（資産） （財源等の内訳）

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

（うち基本財産への充当額）

（うち特定資産への充当額）

基本財産

特定資産

指定正味財産

一般正味財産

負債 （例：退職給付引当金）



⑷　指定正味財産の会計
図16
基本財産の受入
基本財産－定期預金� 100 受取寄附金（指定）� 100

奨学金に使途が指定された特定資産の受入
特定資産－奨学金給付引当資産� 1,000 受取寄附金（指定）� 1,000

奨学金の支給のために取崩し支給した
奨学金－事業費（一般）� 300

一般正味財産への振替額（指定）� 300

特定資産－
　　奨学金給付引当資産� 300
受取寄附金振替額（一般）� 300

指定正味財産の会計において、基本財産の受
け入れ定期預金にしたときは、基本財産の定期
預金100円、貸方が受取寄附金100円という指定
で受けられます。これは永久的に法人として管
理されるものです。次に奨学金に使途が指定さ
れた特定資産を受け入れる場合、特定資産の一
般正味財産の部の奨学給付引当資産1,000円、
受取寄附金の指定で1,000円と整理します。
奨学金を支払った場合、奨学金の事業費の
300円、特定資産の奨学給付引当資産を取り崩
して奨学金に充てているため、受取寄付金の
1,000円から300円を取り崩す必要があります。
まず一般正味財産への振替額として300円を取
り崩して、一般正味財産に振り替えて、奨学金
に支出されます。つまり事業費一般の300円と受
取寄付金振替額300円は対応して整理されます。
⑸　資産及び負債並びに正味財産について
公益法人及び営利法人の会計における資産及
び負債の概念は、原則として同一になるべきも
のです。ただし、正味財産になると、両者の考
え方は大きく異なってきます。公益法人が寄附
者等から財産の寄附を受けた場合には、その寄
附金は寄附者の意思を受けて事業活動に使用し
なければなりません。当該寄附財産が寄附者等
の意思により使途について制約が課されている
場合、当該事業活動に支出されたか否かについ
ての会計情報は、寄附者等の重要な関心事とな

ります。営利法人の場合は、設立者あるいは株
主といった出資者の出資金と剰余金を区別して
います。剰余金は分配に充てることを前提に整
理されるので、そこが公益法人と営利法人で異
なります。企業会計の正味財産は、株主等の構
成員が持分権を持っています。従って、解散す
る場合には、法人の財産を株主等に全部分配し
なくてはなりません。営利法人の財産は、構成
員が持ってると理解できます。
一方、公益法人の場合の財産は、帰属する請

求権を持っているところがありません。解散す
ることがあれば、国等に寄附すべきと定款に記
載してあるかと思いますが、最終的には国等に
帰属するということになりますが、寄附者等に
財産が帰属することがないということが大きな
違いです。
⑹	　発生主義の会計と官庁会計における出納整
理期間の制度
営利法人における収益、費用の計上は、発生

主義によって整理されます。発生主義というの
は、財貨、サービス（役務）の提供を行い、請
求権の成立する時点や現金等を受領した時点で
収益を認識し、財貨、サービス（役務）の提供
を受け、支払い義務が成立した時点や現金等の
対価を支払った時点で費用の認識を行い、未収
金、収益に計上します。
他に貸付をして債権が発生した場合は、利息
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収入についても収益に計上すべきです。例えば、
給料の支払いが翌月払いということがあれば、
それは未払金です。未払金で費用に計上すると
いうのが発生主義の会計です。
一方、官庁会計における出納整理期間におけ
る収益、費用の計上についてですが、官庁会計
は現金主義ですが、例えば当年度が3月31日に
終わって、 4月 1日から 2カ月の間に前年度に

係る費用の支払いや収入があった場合には、3
月31日入り、支払ったとみなして成立するのが
出納期間の整理です。
すると、現金出納帳は 2つ出てきます。出納

整理期間に対応する部分と現実に入ったものが
出てきますが、これは発生主義と同様の結果を
もたらすものです。

⑺　作成すべき財務諸表等
会計基準が作成すべき財務諸表として、貸借
対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー
計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書と
財産目録があります。
⑻　会計区分
また、公益法人は、法令の要請等により必要
と認めた場合には、会計区分を設けなければな
らないとされています（会計基準第 1－ 4）。
そのうち、共用財産の扱いというものがあり、
会計区分が違うと会計区分ごとに資産、負債を
分けることになっています。資産を分けるとい
うことは、それにかかわる費用や収益も分けな
くてはなりませんが、物理的に困難な場合には、
1つの事業の資産として確定し、共用財産とす
る場合が多いです。
この場合、共用財産及び負債については、一
般的には物理的に困難を伴うことから、一つの
会計区分に帰属させ、同資産に関連して発生す
る費用について、収支相償の計算書上、一つの
事業の費用とせず、発生した費用について会計
区分（公益目的事業会計、収益事業会計、法人
会計）への配賦を行い発生する費用を配賦する

方が、事務処理上は簡便であると言われています。
例えば、退職給付引当金というのがあります。

退職金の計算は、公益目的事業会計に属する部
分と、収益事業等会計や法人会計に属する部分
があり、引当金を分けるとなると、それにかか
わる発生も分けることになり、一旦分けてしま
うと、毎年分ける必要が出てきます。
什器備品も、公益目的事業会計で使ってる部

分と法人会計等で使ってる部分が変わることが
あります。退職給付引当金も、公益目的事業に
携わってる人が管理部門に移ることもあります。
その場合、例えば備品の取得をした場合に、法
人会計で備品1,000円、現金1,000円で整理し、
減価償却費は決算で100円の減価償却費と備品
の100円と整理しますが、各会計区分に配賦す
るということがあり、例えば、法人会計の減価
償却100のうち、公益目的事業会計、収益事業
等会計に30ずつ振り返ることで、法人会計の減
価償却が40残ることになります。そして、翌年
度に貸借勘定の清算をするという方法があると
いうことを理解してもらいたいと思います。

図17

4 ／ 2 日に入金したが、当該事業年度の収入・支出とみなして、整理期間内の収入・支
出とする。
翌事業年度においての入金と支出が、当該事業年度の 3／31日に収入・支出したとみな
して整理する。
　現　金　　×××　　　○○収益　×××　（現金は未収金に該当）
　○○費用　×××　　　現　金　　×××　（現金は未払金に該当）



公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計
当年度
備品の取得 備品� 1,000

　現金� 1,000
減価償却の計上 減価償却費� �100

　備品� 100
各会計区分へ配賦 減価償却費� 30 減価償却費� 30 公益事業会計貸� 30

　法人会計借� 30 　法人会計借� 30 収益事業会計貸� 30
　減価償却費� 60

翌年度
貸借勘定の精算 法人会計借� 30 法人会計借� 30 現金� 60

　現金� 30 　現金� 30 　公益事業会計貸� 30
　収益事業会計貸� 30

⑼　収益事業等会計から公益目的事業会計へ
の繰り入れ
収益事業等を営んでいる場合には、収益事業
等の利益額の50％又は50％超の額を公益法人事
業会計に繰り入れること、つまり、法人税法上

の「みなし寄附金」の損金算入を認めています。
公益目的事業比率について、公益法人は主と

して公益目的事業を行うものであるから、公益
認定基準として公益目的事業費率を100分の50
以上としています。

遊休財産額の保有の制限について、公益法人
が保有する財産は、公益目的事業又は公益目的
事業を行うために必要な収益事業等を行うこと
を前提としているため、公益法人が保有する財

産は、継続的に公益事業を行うために必要とさ
れる額を上回ることのないように遊休財産につ
いて認定基準として定めています。

公益実施費用額

公益実施費用額＋収益等実施費用額＋管理運営費用額
≧　50％

（注）上記の算式には、「みなし費用額」を含める。

遊休財産額　≧
当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内
容及び規模の公益目的業を翌事業年度において
も引き続き行うために必要な額

その他4

公益目的事業しか行わない法人は、正味財産
増減計算書内訳表における法人会計区分の作成
は省略できるかという質問がありましたが、正

味財産増減計算書だけ作成し、正味財産増減計
算書内訳表の作成を省略することはできます。
収益事業を行っていない場合について、法人会
計を省略して公益法人事業会計だけでも構わな
いとしています。



公益法人会計基準について

図 9により会計別にみると、公益目的事業会
計は経常収益が67,320円、経常費用が67,740円、
従って当期正味財産増減が△420円となり、収
支相償をクリアしていますが、法人会計は経常
収益が2,500円、経常費用は1,131円なので、収
益が出ているため、正味財産増計算書（図 8）

で見る限りは、一般正味財産増減の部は当期経
常増減額が949円となっているので、収支相償
をクリアしたことになりません。そう考えると、
省略はできるが収支相償を考えた場合には、法
人会計を作成して整理したほうが、法人にとっ
てはクッションになることがあります。


