
令和３年度第３回

社会福祉法人会計研修
決算時の仕訳と計算書類等の表示

（注記を含む）のポイント
令和４年２月２日

公認会計士・税理士 小林 千鶴

本日の講義内容
1.予算・決算スケジュール
2.最終補正予算のポイント
3.次年度当初予算のポイント
4.計算書類の注記の変更点
5.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けの注記
6.継続事業の前提に関する注記
7.有価証券の仕訳及び注記、棚卸資産の注記
8.リース取引の仕訳及び注記
9.徴収不能引当金の仕訳及び注記

10.退職給付引当金の仕訳及び注記
11.賞与引当金の仕訳及び注記
12.資金収支計算書のポイント
13.事業活動計算書のポイント
14.貸借対照表のポイント
15.附属明細書のポイント（積立金）
16. 財産目録のポイント



予算・決算スケジュール1
• 3月上旬までに〜社会福祉充実残額の試算
• 3月中旬までに〜次年度事業計画案・最終補正予算案・当初予算案の作成

理事会招集通知の発送（理事会の1週間前までに）
• 3月理事会〜最終補正予算・次年度事業計画・次年度当初予算の承認

必要に応じて、定款、就業規則、経理規程等の改正
• 3月31日までに〜資金組替使用の精算、積立資産の積立・取崩

本部会計への資金繰入、仮払金・借受金の精算
• 3月31日〜現金実査、棚卸（切手、給食材料、事務消耗品）、残高証明書
• 5月下旬までに〜監事監査

理事会招集通知の発送（理事会の1週間前までに）
• 社会福祉充実計画を作成する場合は公認会計士･税理士等から意見聴取
• 5月31日までに〜法人税・消費税の申告・納付

予算・決算スケジュール2

• 6月上旬までに〜理事会にて、事業報告・計算関係書類、財産目録の承認
必要があれば、社会福祉充計画・変更の承認
理事会終了後､計算関係書類､財産目録及び監査報告を備置

• 6月中旬までに〜評議員会の招集通知の発送(評議員会の1週間前までに）
• 6月下旬までに〜定時評議員会の開催（理事会後、中2週間以上あけて）

事業報告、計算書類、財産目録の承認
• 6月30日までに〜資産総額の変更登記

所轄庁への現況報告・計算書類等の届出・公表
財務諸表等電子開示システムへの入力
必要があれば、社会福祉充実計画・変更の承認申請・届出・公表

7月31日までに〜税務署へ収支計算書等の提出



最終補正予算のポイント
• 3月末退職者の退職金は、補正予算に入れる

•事業未収金・未収補助金の漏れはないか

•前払費用、仮払金等の振替・精算処理は済んでいるか

•修繕費と資本的支出の判定は正しいか

•積立資産の積立・取崩

•予備費は十分に残す（収入の1〜2％）

県社協の退職金の予算計上

（基本）退職給付支出 ＝ 退職給付引当金取崩収入

退職給付支出+雑支出 ＝ 退職給付引当金取崩収入

退職給付支出 ＝ 退職給付引当金取崩収入+雑収入



補正予算の作成が必要とは限らないケース
•予算の変更事由が生じた場合は、理事長は補正予算を作成して
理事会に提出し、承認を得なければなりません。

•変更事由が生じた場合とは、予算額との乖離額等が法人の運営
に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合は含まれません。

•経理規程細則等で、「軽微な範囲」に関して規定する場合は、
予算が理事会承認事項であることを考慮し、事前に理事会の同
意を得ることが望まれます。

＜補正予算の作成が必要とは限らないケース＞
・収入が増加（寄附）しただけの場合
・管理不能な支出（想定以上の退職）の場合
・軽微な範囲として法人が理事会や評議員会の同意を受けて設定
している範囲（たとえば予算額の５％以内など）

次年度当初予算のポイント
次年度当初予算書に記載する前年度予算は、最終補正予算である。

前年度支払資金残高は、前年度最終補正予算の当期末支払資金残高とする。

前年度決算が確定した後の補正予算で、前年度支払資金残高を前年度決算
の当期末支払資金残高に合わせる。

事業区分間、拠点区分間、サービス区分間の取引の整合性をとる。

予備費と固定資産取得支出は、当期資金収支差額合計が△になっても当初
予算に必ず計上してください。(想定外の支出に備えるため)



計算書類の注記の変更点
• 社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第157号）（令和
２年９月１１日公布）

社会福祉法人会計基準（平成二十八年厚生労働省令第七十九号）の一部を次の
表のように改正する。
第二十九条計算書類には、法人全体について次に掲げる事項を注記しなければならない。
一〜十四（略）
十五合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
十六（略）

２・３（略）
４計算書類には、拠点区分ごとに第一項第二号から第十一号まで、第十四号及び第
十六号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、拠点区分の数が一の社会福
祉法人については、拠点区分ごとに記載する計算書類の注記を省略することができる。
附則（施行期日）
１この省令は、令和３年４月１日から施行する。



社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する
運用上の取扱い(令和3年11月12日最終改正）

20.組織再編について（会計基準省令第4条1項、第29条第1項第15号関係）
（１）社会福祉法人の組織再編において複数の組織が結合する時は、結合の経済的な実態が次のいず

れかに該当するか判定を行う。
ア結合の当事者のいずれもが、他の法人を構成する事業の支配を獲得したと認められない結合（以
下「統合」という。）

イある法人が、他の法人を構成する事業の支配を獲得する結合（以下「取得」という。）
（２）「統合」と判断される場合、結合組織は、結合される組織（以下「被結合組織」という。）の

資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぐ方法を適用して会計処理を行わなけ
ればならない。

（３）「取得」と判断される場合、結合組織は、被結合組織の資産及び負債について、結合時の公正
な評価額を付す方法を適用して会計処理を行わなければならない。

（４）組織の結合の判定においては、合併は「統合」、事業の譲受けは原則として「取得」とする。

（5）合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合の注記は次の項目を記載する。
ア合併の注記
①合併の概要合併直前における合併消滅法人の名称及び事業の内容、合併を行った主な理由、合併日及び合併
の種類（吸収合併又は新設合併）並びに吸収合併の場合の合併後の合併存続法人の名称

②採用した会計処理
③計算書類に含まれている合併消滅法人から承継した事業の業績の期間
④承継した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳
⑤消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併日直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこと
となった金銭の額とその内容

イ事業の譲渡の注記
①事業の譲渡の概要事業の譲渡の相手先の名称及び譲渡した事業の内容、事業の譲渡を行った主な理由、事業の
譲渡を行った日

②採用した会計処理
③計算書類に含まれている譲渡した事業の業績の期間
④譲渡した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳
ウ事業の譲受けの注記
①事業の譲受けの概要事業の譲受けの相手先の名称及び譲受けた事業の内容、事業の譲受けを行った主な理由、
事業の譲受けを行った日

②採用した会計処理
③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間
④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳



合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けの注記が新設
された理由

• 一般的な株式会社で用いられる合併と同様に、社会福祉法人の合併も複数の社会福
祉法人を統合させる手法です。主に、吸収合併と新設合併に分かれます。

• 吸収合併では、既存の法人に別の法人を文字通り吸収させます。一方、新設合併は、
新しく法人を設立し、それに別の法人を統合させる手法です。合併は複数の法人
を統合させるため、いずれかの法人が必ず消滅する点に特徴があります。

• 合併は、基本的に社会福祉法人の規模を拡大させる手法といえるので、組織拡大や
経営基盤強化に適した手法です。
• 社会福祉法人は公共性が高く、社会的にニーズのある法人です。しかし、さまざま
な社会福祉法人が誕生したからこそ課題も山積し、中には利用者や地域に悪影響を
与えているケースもあります。
• その点で、社会福祉法人が事業譲渡や合併を行い、経営基盤強化やサービス向上に
努めることは有意義であるといえるでしょう。最近は社会福祉法人の事業譲渡や合
併に対し、官民共に積極的な支援を行っているケースが増えています。

継続性の前提に関する注記
• 事業の継続を前提としない計算書類は作成できません。

• たとえば債務超過の状態では、事業を継続させることは困難です。

• この注記では、その点を強調し、財務諸表の利用者に注意喚起をし
ています。

• 記載内容
➀当該事象または状況が存在する旨及びその内容
➁当該事象または状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別



借方 貸方
資産 負債

純資産

貸借対照表を図に示すと次のようになります。

資金の
運用・使途

銀行からの借金ビルを建てた
（資産が増えた）

基本金、積立金
儲け

バランスが取れている

要返済

返済不要

資金の
調達手段

14

債務超過になった法人の
貸借対照表

資産をすべて売却しても
負債の返済ができない状
態



継続性の前提に関する注記の記載例１
【当該事象又は状況が存在する旨及びその内容】
当法人の実施する特別養護老人ホームにおいて、令和２年5月にコロナ
ウィルス感染症のクラスターが発生した結果、入所者が大幅に減少が続き、
サービス活動増減差額の大幅なマイナスがなりました。その結果、当事業
年度末において法人全体で××百万円の債務超過となっております。以
上より、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
おります。
【当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策】
当法人は、当該状況を解消すべく次の施策を実施しております。
（1）収益改善策の実施〜入所者の増加、経費の削減について諸施策を実
施している途中であります。特に、職員数の 2 割程度の早期退職を募集し、
早急に収益の改善を図っております。
（2）債務超過の解消に向けた対応〜寄附金の受入も含めた当期活動増減
差額の黒字化により、一刻も早い債務超過の解消に努めてまいります。

継続性の前提に関する注記の記載例２
【当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由】
しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、現時点においては継
続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しておりま
す。
【当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別】
なお、計算書類は継続事業を前提として作成しており、継続事業の前提
に関する重要な不確実性の影響を計算書類に反映しておりません。

継続事業の前提に関する注記は、「継続事業の前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況を解消・改善するための対応をしてもなお重
要な不確実性がある」状況において記載するものです。
ということは法人の経営が危機的状況にあるわけですから、財務諸表利
用者に対し、法人の財政状態・事業活動の状況を適切に理解してもらえ
るように、詳細な説明を心がけなければなりません。



有価証券
会計上の有価証券
•金融商品取引法第2条第2項第1号に定める「信託受益権」及び第 2 号に
定める「外国の者に対する権利で「信託受益権」の性格を有するもの」
社会福祉法人会計
•有価証券〜債券（国債、地方債、社債等、譲渡性預金を含む）のうち貸

借対照表日の翌日から起算して1年以内に満期が到来するもの
債券、株式、投資信託などのうち時価の変動により利益を得
る目的とする有価証券

•投資有価証券(基本財産)〜定款に定められた基本財産として保有する有
価証券

•投資有価証券(その他)〜基本財産以外で長期的に保有する有価証券
•○○積立資産〜将来における特定の目的のために積立てた有価証券

満期保有目的の債券の処理
額面1000、5年満期の債券を期首に950で購入 利子4% 利払3月末
• 購入時
(借方)投資有価証券 950 ／ (貸方)現金預金 950

(投資有価証券取得支出)
• 利払日
(借方)現金預金 40 ／ (貸方)受取利息配当金収益(収入) 40
• 決算時(償却原価法)
(借方)投資有価証券 10    ／ (貸方)受取利息配当金収益 10
• 満期時(利払日の仕訳も必要)
(借方)投資有価証券 10 ／ (貸方)受取利息配当金収益 10
(借方)現金預金 1000 ／ (貸方)投資有価証券 1000

（投資有価証券売却収入）



満期保有目的の債券の処理(積立資産の場合)1
額面1000、5年満期の債券を期首に950で購入 利子4% 利払3月末

• 購入時
(借方)○○積立資産 950 ／ (貸方)現金預金 950

(○○積立資産取得支出)
○○積立金積立額 950  ／ ○○積立金 950

• 利払日
(借方)現金預金 40   ／ (貸方)受取利息配当金収益(収入) 40
• 決算時(償却原価法)
(借方)投資有価証券 10 ／ (貸方)受取利息配当金収益 10
• 満期時(利払日の仕訳も必要)
(借方)投資有価証券 10 ／ (貸方)受取利息配当金収益 10
(借方)現金預金 50   ／ (貸方)投資有価証券 50

（投資有価証券売却収入）

満期保有目的の債券の処理(積立資産の場合)2
額面1000、5年満期の債券を期首に1050で購入 利子4% 利払3月末
• 購入時
(借方)○○積立資産 1000 ／ (貸方)現金預金 1050

(○○積立資産取得支出)
投資有価証券 50
○○積立金積立額 1000 ／ ○○積立金 1000

• 利払日
(借方)現金預金 40  ／ (貸方)受取利息配当金収益(収入)  40
• 決算時(償却原価法)
(借方)受取利息配当金収益 10  ／ (貸方)投資有価証券 10
• 満期時(利払日の仕訳も必要)
(借方)受取利息配当金収益 10  ／ (貸方)投資有価証券 10



有価証券の注記１
2.重要な会計方針
(１)有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっております。
➁上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時

価法
上記以外の有価証券で時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

有価証券の注記２
11．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

（単位 円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益
第〇回利付国債

合 計



棚卸資産の評価基準及び評価方法の注記
就労支援事業など、製品や原材料等の棚卸資産に関する会計方針が重要
である場合に記載します。

（記載例）
商品・製品、仕掛品及び原材料 移動平均法に基づく原価法
貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法

評価基準とは、評価方法により計算された単価が、時価より高いか低
いかを判定する考え方です。
時価が取得価額よりも下落した場合は、時価を貸借対照表価額とする
必要があります。（基準第4条第6項）

リース取引
• ファイナンス・リース取引(以下の2つの要件を満たすもの)
①リース契約期間の中途において解約不能(ノンキャンセラブル）
➁リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担(フルペイアウト)

• オペレーティング・リース取引(上記①または➁を満たさないもの)
解約不能のものに係る未経過リース料は、1年以内とそれ以外分けて注記が必要

• 所有権移転ファイナンス・リース(実質的に購入したのと同じ)
①所有権移転条項または割安購入選択権がついている
➁特別仕様の物件である
• 所有権移転外ファイナンス・リース(上記①または➁に該当しないもの)
リース料総額300万円以下〜賃借料(注記不要)
リース料総額に重要性が乏しい〜利息相当額を定額法で処理、利子込み法



所有権移転外ファイナン・スリース取引で、利子込み法での処理
(リース資産総額に重要性が乏しいと認められるもの)

リース料総額 600 リース期間 5年 リース料 毎月 10
減価償却は、残存価額を0とするリース期間定額法
(借方）有形(無形)リース資産 600 / (貸方）リース債務 600
＊リース料支払時(毎月）初年度

(借方）リース債務 10 / 現金預金 10
(ファイナンス・リース債務の返済支出）

＊決算時
(借方）リース債務 120 / (貸方）1年以内返済予定リース債務 120

減価償却費 120   / 有形(無形)リース資産 120
＊次年度リース料支払時(毎月)

(借方) 1年以内返済予定リース債務 10 ／ (貸方) 現金預金 10
(ファイナンス・リース債務の返済支出）

リース資産の注記１
２．重要な会計方針

(2)固定資産の減価償却の方法

➂リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却に適用する減価償却方

法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ

ております。



リース資産の注記２
16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
(1)ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引の内容
電話設備一式(器具及び備品)

(2)オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料

1年内 ×××円
1年超 ×××円
合計 ×××円

徴収不能引当金
決算時において、金銭債権のうち徴収不能の可能性のあるものは、当
該金額を見積もって費用計上する必要があります。

(借方) 徴収不能引当金繰入 100 ／(貸方)徴収不能引当金 100

翌年度30が徴収不能になった
(借方) 徴収不能引当金 30 ／(貸方)事業未収金 30 

(流動資産評価損等による資金減少額−徴収不能額)

翌年度決算時の徴収不能引当金は90になった
(借方) 徴収不能引当金繰入 20／(貸方)徴収不能引当金 20



徴収不能引当金の注記１
2．重要な会計方針
(3)引当金の計上基準
①徴収不能引当金 債権の徴収不能による損失に備えるため、個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額
を計上しております。

徴収不能引当金を、債権から直接控除している場合は、以下の注
記が必要です。(間接控除の場合は、記載不要)

10．債権額、徴収不能引当金に当期末残高、債権の当期末残高
各勘定科目の「債権の当期末残高」は、貸借対照表に計上された
金額と一致させる。
引当金明細書も作成する。

徴収不能引当金の注記２

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（単位：円）

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

事業未収金 1000 70 930

未 収 金 250 20 230

合 計 1250 90 1160



3月末退職者の退職金の仕訳１
期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上する場合
掛金累計額 法人100 個人100 退職金220 退職給付引当金70

(借方)未収金 220        /(貸方)預り金 100
/ 退職給付引当資産 100

(退職給付資産取崩収入)
/          その他の収益 20

(雑収入)

(借方) 預り金 100 /(貸方)事業未払金 220
退職給付引当金 70
(退職給付支出)
退職給付費用 50
(退職給付支出)

*退職給付引当資産取崩収入+雑収入＝退職給付支出

3月末退職者の退職金の仕訳2
退職給付引当資産と同額を退職給付引当金に計上する場合

掛金累計額 法人100 個人100 退職金220 退職給付引当金100

(借方)未収金 220 /(貸方)預り金 100
/ 退職給付引当資産 100

(退職給付資産取崩収入)
/          その他の収益 20

(その他の収入ー雑収入)

(借方) 預り金 100 /(貸方)事業未払金 220
退職給付引当金 100
(退職給付支出)
退職給付費用 20
(退職給付支出)

*退職給付引当資産取崩収入+雑収入＝退職給付支出



3月末退職者の退職金の仕訳3
期末退職金要支給額を退職給付引当金に計上する場合

掛金累計額 法人100 個人100 退職金180 退職給付引当金70

(借方)未収金 180 /(貸方)預り金 100
雑損失 20 / 退職給付引当資産 100
(雑支出) (退職給付資産取崩収入)

(借方) 預り金 100 /(貸方)事業未払金 180
退職給付引当金 70
(退職給付支出)
退職給付費用 10
(退職給付支出)

*退職給付引当資産取崩収入＝退職給付支出+雑支出

3月末退職者の退職金の仕訳4
退職給付引当資産と同額を退職給付引当金に計上する場合

掛金累計額 法人100 個人100 退職金180 退職給付引当金100

(借方)未収金 180 /(貸方)預り金 100
その他の費用 20 / 退職給付引当資産 100
(その他の支出ー雑支出) (退職給付資産取崩収入)

(借方) 預り金 100 /(貸方)事業未払金 180
退職給付引当金 80
(退職給付支出)
退職給付引当金 20/(貸方)その他の収益 20

*退職給付引当資産取崩収入＝退職給付支出+雑支出



退職給付引当金の注記
2．重要な会計方針
(3)引当金の計上基準
➁退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、鹿児島県の退職

共済制度に基づいて、当期末における期末退職
金要支給額（約定の給付額から被共済職員個人
が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額）を
計上しております。

➁退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、鹿児島県の退職
共済制度に基づいて、当期末における社会福祉
法人鹿児島県社会福祉協議会への法人負担掛金
累計額を計上しております。

賞与引当金
• 年度末在職者の次年度6月賞与の支給予定額 600万円
• 上記賞与に係る法人負担分社会保険料 90万円
• 6月賞与の支給対象期間 12月〜5月
①年度末の仕訳

(借方)賞与引当金繰入 460  /(貸方)賞与引当金 460
②翌期6月賞与支給時の仕訳 賞与700万円

(借方)賞与引当金 400  /(貸方)現金預金 700
(職員賞与支出)
職員賞与(支出) 300

③翌期6月賞与分社会保険料支払時 社会保険料 100万円
(借方) 賞与引当金 60 /(貸方)現金預金 100

(法定福利費支出)
法定福利費(支出)   40



賞与引当金の注記
2．重要な会計方針
(3)引当金の計上基準
➂賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度賞与支

給見込額のうち当期に帰属する金額を計上して
おります。

重要な会計方針の変更(計算書類の注記3)
会計方針の
変更

一般に公正妥当と認められた会計方針から他の一般に公正妥当と認められた会計方針
に変更すること

表示方法の
変更

一般に公正妥当と認められた表示方法から他の一般に公正妥当と認められた表示方法
に変更すること

会計上の見
積りの変更

新たに入手可能となった情報に基づいて、過去に財務諸表を作成する際に行った会計
上の見積りを変更すること

その他会計
方針の変更
に該当しな
いもの

・会計処理の対象となる会計事象等の重要性が増したことに伴う本来の会計処理の原
則及び手続への変更

・会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続きの
採用

＊重要性が増したことにより、新たに賞与引当金を計上する場合は「重要な会計方針の変更」に該
当しない。注記に記載する場合は、「16.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況
並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項」になる



計算書類作成上の留意点
•資金収支計算書、事業活動計算書は、第三号様式までは、大区分の科
目、第四号様式は小区分の科目まで計上する。
•貸借対照表は、中区分の科目まで計上する。
•大区分の科目は、省略できるが、追加・修正はできない。
•中区分の科目はやむを得ない場合、小区分は適当な科目を追加できる。
•該当する取引が制度上認められない事業では、当該科目を使用できな
い。

•省略できる計算書は作成しない(注記、附属明細書も同様)
•注記は、省令第29条第1項第1号、3号、9号及び10号を除いては、項目
名の省略はできず、「該当なし」などと記載する。

資金収支計算書のポイント
• 補助金収入は、補助金事業収入と施設整備等補助金収入、寄付金収
入は、経常経費寄附金収入と設備整備等寄付金収入に適切に計上し
ているか

• 予備費支出額は、その充当した科目を注記しているか

• 資金収支計算書の「予算額」欄は、最終補正予算額なっているか

• 予算額と決算額との差異が著しい科目については、その理由を「備
考」欄に記載しているか

• 当期末支払資金残高＝流動資産−流動負債 になっているか
（1年基準による振替、引当金、貯蔵品以外の棚卸資産を除く）



事業活動計算書のポイント
•施設整備等補助金収益の計上がある場合、同額の国庫補助金等
特別積立金積立額の計上があるか

•国庫補助金等特別積立金の積立の対象となった固定資産の廃棄
又は売却に伴う取崩額は、特別費用に計上されているか

•固定資産受増額がある場合、基本金繰入額の計上を検討したか

•減価償却・引当金の計上漏れはないか

•前年度決算との増減の大きいところは、内容を検討したか

貸借対照表のポイント
•有価証券が計上されている場合は、債券で1年内に満期到来のものか

•積立資産に対応する積立金の計上があるか

•仮払金・立替金・借受金・預り金・その他の流動資産(負債)・ぞの他の
固定資産(負債)の計上がある場合は、内容を確認する

•前払金と前払費用、事業未払金と未払費用の区分は適切か

•長期前払費用・長期貸付金・リース債務・長期借入金・長期未払金の1
年基準による短期への振替をしているか（ワン・イヤー・ルール）



附属明細書のポイント
•国庫補助金等特別積立金明細書
国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、
法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由
に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

•引当金明細書
1.目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注
記する。
2.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職
または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金
の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その
他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書のポイント
•積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄に
その理由を明記すること。

•退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合
及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場
合には摘要欄にその旨を明記すること。

•「その他の積立金」の積立可能額は、事業活動計算書「当期末
繰越活動増減差額」に「その他の積立金取崩額」を加算した額
になります。当該要件は原則として拠点区分ごとに判定するも
のと考えられています。(積立金・積立資産明細書は拠点ごとに
作成するため)



就労支援事業に関する積立金の積立
• 就労支援事業においては、将来にわたり安定的に工賃を支給し、また
は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、また、特定の目的
の支出に備えるため、一定の要件のもとに、工賃変動積立金、設備整
備積立金の積立てができます。

• 工賃変動積立金・設備整備衝立金を設定するには、以下の要件を満た
す必要があります。
➀理事会の決議があること。
➁当該年度の利用者賃金および利用者工賃の支払額が、前年度の利用
者賃金および利用者工賃の支払実績額を下回らないこと。

• 積立金の限度額は以下のとおりです。
種 類 各事業年度における積立額 積立額の上限額

工賃変動積立金 過去３年間の平均工賃の10％
以内

過去3年間の平均工賃の50％以内

設備等整備積立金 就労支援事業収入の10％以内 就労支援事業資産の取得価額の75％以内

就労支援事業明細書（別紙３（⑱）又は別紙３（⑱−2））
• 各就労支援事業の年間売上高が 5,000 万円以下＋多種少額の生産活動
• 就労支援事業製造原価明細書+就労支援事業販管費明細書＝就労支援事業明細
書

• 資金収支計算書
「就労支援事業製造原価支出」→「就労支援事業支出」
「就労支援事業販管費支出」 → 削除
• 事業活動計算書
「就労支援事業製造原価」→「就労支援事業費」
「就労支援事業販管費」 → 削除
就労支援事業別事業活動明細書
「当期就労支援事業製造原価」→「就労支援事業費」
「就労支援事業販管費」 → 削除
作業種別ごとに区分することが困難な場合は、作業種別ごとの区分を省略可



財産目録(運用上の取扱い26)

•法人全体を表示するものとする。その様式は別紙4のとおりとする。
•記載上の留意事項(別紙4の下欄)
①土地が複数ある場合は、科目を拠点区分ごとに分ける
➁建物は取得年度ごと、拠点区分ごとに分ける
②控除対象財産に該当するものとしないものは分ける
③科目を分けた場合は、小計欄を設けて貸借対照表価額と一致させる
④使用目的等は、控除対象財産の判定を行うため簡潔に記載する
⑤負債については、使用目的等の記載は不要
⑥建物は取得年度を記載する
⑦減価償却資産は、減価償却累計額を記載する
⑧車両番号、預金口座番号は記載は任意(不要)


