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＜本日の研修内容＞
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

返金をする、返金を受けたときの仕訳
ポイントを使用する場合の仕訳
長期保険料（前払費用）の仕訳
自動車買換え時の仕訳（下取車ありの場合）
修繕費 or 資本的支出
エアコンの購入・修理
LED電球の取替費用
防犯カメラの耐用年数
建設仮勘定からの振替
国庫補助金等特別積立金
新型コロナウイルス関連補助金で固定資産と消耗品を購入した場合
新型コロナウイルス関連補助金でインターネット環境を整備した場合
新型コロナウイルス関連寄附金品の処理
所有権移転外ファイナンス・リース取引
賞与引当金の計上、賞与支給時の処理
退職給付引当金（県社協退職共済の退職時の処理）
積立金と積立資産
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返金をする、返金を受けたときの仕訳
【保険料の支払い】 （借方）保険料 ××× ／（貸方）普通預金×××
【保険給付の受領】 （借方）普通預金××× ／（貸方）雑収益 ×××
【保険の解約による返金】※保険料そのものの取消
（借方）普通預金××× ／（貸方）保険料 ×××
【利用料等の返金】※収益そのものの取消
（借方）○ ○ 収益×××

／（貸方）普通預金 ×××

＊ただし、翌年度に返金され、年度末に未収・未払計上していない時は、
雑収益・雑費(事務)になります。
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個人のポイントカード使用の問題点
【事例】 職員のＡさんは施設での勤務を終え、帰りに夕食の食材を購
入するため、家の近所のスーパーに立ち寄りました。台所用品のコー
ナーを通りかかると、先日職員会議で話題にのぼっていた便利グッズ
が安売りされているのを見つけたので、購入して領収書をもらい翌日
出納職員に精算してもらうことにしました。
もし個人が意図的に施設での買い物を自分のポイントにつけてもら
おうとすれば、費用立替が増えていきます。施設で使用するものであ
れば数量も少なくない場合もあるため、そのポイントによる個人の経
済的利益（＝法人の経済的損失）は増大していくことになります。 こ
のような観点からも、近年の指導監査では「職員の費用立替」が注目
されているものと思われます。
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法人のポイントカードの管理・運用について
ポイントカードの管理・運用については、次のような点を盛り込
んだ規程を定めるか、または 経理規程の中に当該項目を追加す
るなどして定めることが望ましいと言えます。
① 常用の消耗品等はまとめて購入し、支払いは可能な限り振込
によって行う
② 消耗品等の在庫管理を確実に行う
③ 職員の立替購入を原則として禁じる
④ ポイントカードは会計責任者が管理し、購入の必要が生ず
る都度、購入者に渡す
⑤ ポイント付与の明細を管理・保管する
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ポイントを使用する場合の仕訳
• 購入ポイントの会計処理〜ポイント控除後の金額を費用処理
おやつ代3,000円
給食費 2,500円

ポイント充当額500円 支払金額2,500円
／ 現金預金 2,500円

• 10万円以上の固定資産を購入したが、ポイントを使用して10万円未満
になった場合は、ポイント使用前の金額で計上する
パソコン 100,500円 ポイント充当額1,000円 支払金額99,500円
器具及び備品 100,500 ／ 現金預金
99,500
（器具及び備品取得支出）
雑収益
1,000
（雑収入）
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保険料(前払費用等)の処理（原則）
• 5年分の保険料を支出した時(例)
(借方)長期前払費用 100 / (貸方)現金預金
100
(保険料支出)
(借方)保険料
20 / (貸方)長期前払費用 20
• 決算時
(借方)前払費用
20 / (貸方)長期前払費用 20
• 次年度
(借方)保険料
20 / (貸方)前払費用
20
(借方)前払費用
20 / (貸方)長期前払費用 20
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保険料(前払費用等)の処理(お勧め)
• 5年分の保険料を支出した時(例)
(借方)保険料(支出) 100 ／ (貸方)現金預金
(借方)長期前払費用 80 ／ (貸方)保険料
• 決算時
(借方)前払費用
20 ／ (貸方)長期前払費用
• 次年度
(借方)保険料
20 ／ (貸方)前払費用
(借方)前払費用
20 ／ (貸方)長期前払費用

100
80
20
20
20
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保険料(前払費用等)の処理(お勧めしない)
• 5年分の保険料を支出した時(例)
(借方)保険料(支出)
20 / (貸方)現金預金
100
前払費用
20
長期前払費用 60
(その他の活動による支出）
• 決算時
なし
• 翌年度
(借方)保険料(支出)
20 / (貸方)前払費用
20
(借方)前払費用
20 / (貸方)長期前払費用 20
• 翌々年度
(借方)保険料
20 / (貸方)前払費用
20
(借方)前払費用
20 / (貸方)長期前払費用 20
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固定資産の取得価額
モデル経理規程
（固定資産の取得価額及び評価）
第 48 条 固定資産の取得価額は次による。
（１） 購入した資産は、購入代価に購入のために直接要した付
随費用を加算した額。
（２） 製作又は建設したものは、直接原価に、製作又は建設の
ために直接要した付随費用を加算した額。

付随費用から除外することができるもの(モデル経理規程細則)
（1）不動産取得税、自動車取得税
（2）登録免許税その他登記登録に関する費用
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自動車関係費用の科目
自動車の取得価額に含めなくてもいいもの
• 自賠責保険料〜保険料
• 自動車税、自動車取得税〜租税公課
• 預り法定費用(車庫証明、検査登録費用)〜車両費
• 手続代行手数料〜車両費
自動車の取得価額に含めないもの
• リサイクル預託金〜その他の固定資産
必ず取得価額に含めるもの
• 本体価格、付属品(オプション料金)、納車費用
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自動車の買換えの仕訳
車両 100万円 （うちリサイクル預託金 1万円）
下取価額 20万円（うちリサイクル預託金 2万円）
下取車帳簿価額 1万円(支払は翌月 80万円)
車両運搬具
99
(車両運搬具取得支出)

その他の固定資産
1
(その他の活動による支出)

／

その他の未払金
80
車両運搬具売却益 17
車両運搬具
1
(車両運搬具売却収入) 18
その他の固定資産
2
(その他の活動による収入)
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修繕費と資本的支出
• 修繕費は、法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額
のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産に
つきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額とされて
います（法人税基本通達7-8-2）
• 資本的支出は、法人が有する固定資産の修理、改良のために支出した金
額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととな
ると認められる部分に対応する金額とされています
（法人税法施行令第132条、法人税基本通達7-8-1）
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修繕費

or

資本的支出

• 外壁塗装工事
3000万円
• 雨漏り防止工事
1000万円
• トイレの全面改装工事
500万円
• 老朽化した便器、洗面台の交換（従来と同様のもの）
50万円
• カーテン・ブラインドの交換（1部屋）
15万円
• 作り付け家具（壁に直接に密着しているもの）
50万円
• オーダー家具（壁の空きスペースにはめ込むもの）
50万円
• 従来のパーテーションに新パーテーション代を加えた組立費 19万円
• ソフトウエアのバージョンアップ費用（機能が向上するもの）10万円
• 用途変更のための模様替え又は改装費
100万円
• 建物建設に必要な土地の地質調査費、改良費
40万円
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エアコンの修理・取替
• 家庭用・業務用のエアコン
耐用年数 6年

10万円以上「器具及び備品」

• ダクトを通じて相当広範囲に渡って冷房するものは「建物」
耐用年数 （＊冷凍機の出力22kw以下）13年
上記以外
15年
＊「冷暖房設備」の「冷凍機の出力」とは、冷凍機に直結する
電動機の出力のこと
• 主要な構成部品の交換して性能が上がったり、耐用年数が伸び
た場合は、資本的支出になる
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LED電球の取替費用
• 蛍光灯100本すべてをLEDに取り換える費用
150万円
（建物の天井のピットに装着された照明設備の工事は行わない）
修繕費 150 ／ 現金預金 150
• 蛍光灯型LEDとともに安定器も取り換える場合 200万円
修繕費 200 ／ 現金預金 200
• 蛍光灯型LEDに取り換えの際、照明設備の改良工事も行った
建物 500 ／ 現金預金 500
＊修繕費に該当するためには「附属設備に該当する照明設備の工
事を伴わない」ものである。この場合の照明設備工事は、全額が
資本的支出に 該当します。
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防犯カメラの耐用年数
• 監視システムとしてモニターやレコーダーと一緒に購入した防犯カメ
ラは、一式で防犯設備になり、「事務機器及び通信機器」として6年
• 防犯カメラのみ〜「光学機器、写真制作機器」として5年
• 火災などの災害を報知する設備の一部〜「災害報知設備」として8年
（建物附属設備）
• サーマルカメラの耐用年数〜 「事務機器及び通信機器」として6年
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建設仮勘定の仕訳（例題）
１．設計費
500
２．工事監理料
500
３．建物本体工事
（１）仮設工事
200
（２）建築工事（鉄骨鉄筋コンクリート造） 5000
（３）木製建具工事
300
（４）電気設備工事
600
（５）諸経費①
100
４．外構工事（アスファルト舗装）
200
５．諸経費②
150
６．値引
△550
合計7000（消費税込）
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設計費・管理
料・諸経費・
値引

本体工事
の諸経費

合

計

設計費

500

△500

0

工事管理料

500

△500

0

5590

524

6114

610

57

667

200

19

219

建物本体工事

建物

仮設工事

200

3

建築工事

5000

82

木製建具工事

300

5

電気設備工事

600

諸経費

100

外構工事

200

諸経費

150

△150

値引

△550

550

合計

7000

10 建物附属設備
△100
構築物

0

6400

0

7000
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建設仮勘定の仕訳（回答）
建物（基本財産）
建物（基本財産）
構築物

6114
667
219

／

建設仮勘定

7000

建物本体
建物附属設備

＊資金収支の仕訳はありません
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国庫補助金等特別積立金
施設及び設備の整備のために国又は地方公共団体等か
ら受領した国庫補助金等に基づいて積み立てられたも
のであり、当該国庫補助金の目的は、社会福祉法人の
資産取得のための負担を軽減し、社会福祉法人が経営
する施設等のサービス提供者のコスト負担を軽減する
ことを通して、利用者の負担を軽減することである。
(運用上の取扱い９)
国庫補助金等とは、主として固定資産の取得に充てら
れることを目的とした補助金である。(留意事項15)
22

事業活動計算書の構成
収益

サービス活動増減の部

費用

法人が、事業（サービス活動）を行う
にあたっての損益

増減差額（収益−費用）
収益

サービス活動外増減の部

費用

預金の利子や借入金の利子など、事業
本体以外の事業に係る損益

増減差額（収益−費用）

Ｂ

収益

特別増減の部

費用

資産の売却、施設整備補助等に係る損
益

増減差額（収益−費用）

当期活動増減差額

Ｃ

Ａ＋Ｂ＋Ｃ

前期繰越活動増減差額
繰越活動増減差額

Ａ

Ｄ

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ
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国庫補助金等特別積立金の仕訳(購入時)
市よりコロナ・ウイルス対策補助金として48万円の給付があった。この補助金は
コロナ・ウイルス対策用の物品を購入した場合に50万円を上限として給付される
ものである。

１．空気清浄機付エアコン24万円を2台購入した場合
器具及び備品
48 ／ 現金預金
現金預金
48 ／ 施設設備等補助金収益
国庫補助金等特別積立金積立額 48 ／ 国庫補助金等特別積立金

48
48
48

２．空気清浄機8万円を6台購入した場合
消耗器具備品費
48 ／
現金預金
48 ／
国庫補助金等特別積立金積立額 48 ／

48
48
48

現金預金
施設設備等補助金収益
国庫補助金等特別積立金
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国庫補助金等特別積立金の仕訳(年度末)
１．空気清浄機付エアコン48万円を購入した場合
減価償却費
8 ／ 器具及び備品
8
国庫補助金等特別積立金
8 ／ 国庫補助金等特別積立金取崩額 8
２．空気清浄機8万円を6台購入した場合
国庫補助金等特別積立金 48 ／ 国庫補助金等特別積立金取崩額 48
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補助金
• 補助金事業収益（公費）
運営する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金
• 施設設備等補助金収益
施設整備及び設備整備に係る地方公共団体等からの補助金等
• 固定資産受増額（土地受増額など）
土地など固定資産の受増額
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経費・固定資産の両方に使用できる補助金等
１．経費部分
〜補助金事業収益(公費)
固定資産部分〜施設設備等補助金収益
２．施設設備等補助金収益

のみ

３．補助金事業収益(公費)

のみ

４．雑収益

→

望ましくない
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新型コロナウイルス補助金で固定資産と消耗品を購入した場合
新型コロナウイルス感染症対策のための補助金 500,000 円を受け、次の
ものを購入しました。
空気清浄機３台
450,000 円 （耐用年数6年）
マスク 500 枚
120,000 円
アルコール洗浄液
30,000 円
計 600,000 円
この場合、全体で 600,000 円の物品購入に対して 500,000 円の補助金を
受給していますので、 補助率は５／６です。
（補助金の内訳）
空気清浄機３台
375,000 円（450,000 円の５／６）
マスク 500 枚
100,000 円（120,000 円の５／６）
アルコール洗浄液
25,000 円（ 30,000 円の５／６） 計 500,000 円
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新型コロナウイルス補助金で固定資産と消耗品を購入した場合(仕訳)
• 購入時の仕訳
器具及び備品
450,000
（器具及び備品取得支出）
保健衛生費（支出） 150,000
• 補助金入金時の仕訳
１．現金預金 500,000

／

現金預金

600,000

／施設設備等補助金収益（収入）
補助金事業収益(公費)（収入）
国庫補助金等特別積立金積立額
375,000
／国庫補助金等特別積立金
２．現金預金 500,000 ／施設設備等補助金収益（収入）
国庫補助金等特別積立金積立額
500,000
／国庫補助金等特別積立金

375,000
125,000
375,000
500,000
500,000
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新型コロナウイルス補助金で固定資産と消耗品を購入した場合
(決算時の仕訳)
１．固定資産部分のみ国庫補助金等特別積立金とした場合
減価償却費
75,000 ／ 器具及び備品
75,000
国庫補助金等特別積立金 62,500／ 国庫補助金等特別積立金取崩額
62,500
２．補助金の全額を国庫補助金等特別積立金とした場合
減価償却費
75,000 ／ 器具及び備品
75,000
国庫補助金等特別積立金 187,500／ 国庫補助金等特別積立金取崩額
187,500
＊保健衛生費に計上した国庫補助金等特別積立金は全額取崩すため
減価償却に伴う取崩62,500＋保健衛生費計上分（100,000＋25,000）
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新型コロナウイルス関連補助金でインターネット
環境を整備した場合（例題）
補助金 30万円
（工事内訳）
ルーター 9万円 ハブ 6万円 光ケーブル 9万円 合計24万
円
諸経費及び取付工事費 6万円＊上記項目に按分して計上する
ルーター 9+9×6/24＝112,500円
耐用年数10年
ハブ
6+6×6/24＝ 75,000円
ケーブル 9+9×6/24＝112,500円
耐用年数10年
合計
300,000円 （建物附属設備）
＊平成14年にLAN設備を一つの資産して6年とできる通達が廃止
されたため、個々の資産ごとに耐用年数を判断する必要がある。
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新型コロナウイルス関連補助金でインターネット環境を
整備した場合（仕訳）
器具及び備品 112,500
（器具及び備品取得支出）
建物(基本財産) 112,500
（建物取得支出）
事務消耗品費
75,000
（事務消耗品費支出）
現金預金

300,000

／

現金預金

300,000

ケーブル等LAN設備の伝送媒体については、
建物内に敷設され建物と一体不可分なものを除き、
単に各機器を接続するだけのものについては、
その接続する機器の付属品としてその機器の耐用
年数を適用して差し支えない。（国税庁 照会）

／

施設設備等補助金収益 300,000
（施設設備等補助金収入）
国庫補助金等特別積立金積立額
300,000
／国庫補助金等特別積立金 300,000
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新型コロナウイルス関連補助金でインター
ネット環境を整備した場合（決算時の仕訳）
減価償却費
11,250 ／ 器具及び備品
減価償却費
11,250 ／ 建物(基本財産)
国庫補助金等特別積立金 97,500 ／
国庫補助金等特別積立金取崩額

11,250
11,250
97,500

＊事務消耗品費に計上した国庫補助金等特別積立金は全額取崩す
ため
減価償却に伴う取崩22,500＋事務消耗品費計上分75,000
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マスクなどの寄附物品の受領
• マスクやアルコール除菌液等の消耗品を寄附で受領した場合には、あ
くまで厳密な処理を行うとすれば、物品の価値を時価で評価して寄附
として処理します。
（借方）保健衛生費(支出) ／ （貸方）経常経費寄附金収益(収入)
• しかし即日消費される程度の量であれば、次のただし書きを根拠とし
て、会計処理を行わないことも考えられます。
【社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項】 9 寄附金の扱い （２）寄
附物品については、取得時の時価により、経常経費に対する寄附物品で
あれば経常経費寄附金収入及び経常経費寄附金収益として計上する。た
だし、当該物品が飲食物等で即日消費されるもの又は社会通念上受取寄
附金として扱うことが不適当なものはこの限りではない。 （以下略）
• 国又は地方公共団体から物品を供与されたときは、原則的には、補助
金事業収益（公費）になります。私見では、上記寄附金品の取扱いを
準用して会計処理を行わないこともできると考えます。
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資金収支計算書
設

施設整備等補助金収入

備

収

整

入

備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
収
支

出

135,000,000

設備資金借入金収入

135,000,000

施設整備等収入計

270,000,000

固定資産取得支出
支

事業活動計算書

固定資産除却・廃棄支出

150,000,000
5,000,000

特
別
増
減
の
部

収

施設整備等補助金収益

135,000,000

益

特別収益計

135,000,000

固定資産売却損・処分損
費
用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
特別費用計

施設整備等支出計

155,000,000

特別増減差額

施設整備等資金収支差額

115,000,000

当期活動増減差額

収 積立資産取崩収入

5,000,000

入 その他の活動収入計

5,000,000

支 その他の活動支出計

0

出 その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

△20,000,000
10,000,000
125,000,000
60,000,000

（前提）期末日現在建物が完成していない。
建設費の未払120,000,000円

5,000,000
―

30,000,000

間違っているところを指摘してください。

70,000,000

35

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
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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）
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賞与引当金の仕訳

• 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
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職員が退職し、約定の給付額を支払った場合
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
退職金が共済より入金された時
(借方)現金預金
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)
退職者へ退職金を支払った時
(借方) 預り金
100 /(貸方)現金預金
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
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職員が退職し、約定の給付額を支払った場合
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
退職金が共済より入金された時
(借方)現金預金
180 /(貸方)預り金
100
その他の費用
20 /
退職給付引当資産 100
(雑支出)
(退職給付資産取崩収入)
退職者へ退職金を支払った時
(借方) 預り金
100 /(貸方)現金預金
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ー雑支出＝退職給付支出
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積立金と積立資産1
• 積立金は、貸借対照表の純資産の部の「その他の積立金」のこ
とであり、将来の特定の目的のために理事会の決議に基づき事
業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積み立てる
• 積立金を積み立てることは、生み出した利益を法人が特定の目
的のみに使えるように使途を制限することになります。
• 積立目的を実効性のあるものにするため、同額を「積立資産」
として計上する必要があります。取崩すときも「積立金」と
「積立資産」を同額取崩す必要があります。
• 積立金は、必ず対応する積立資産を計上することが求められて
いますが、積立資産は、資金管理上の理由などから必要である
場合には、その名称・理由を明確化した上で単独で計上するこ
とができます。その場合は、積立金・積立資産明細書の「摘
要」欄にその理由を明記します。
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貸借対照表を図に示すと次のようになります。
借方
資産

貸方
負債

ビルを建てた

要返済

銀行からの借金

（資産が増えた）
純資産

返済不要

基本金、積立金
儲け
資金の
運用・使途

資金の
調達手段
バランスが取れている
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積立金と積立資産2
• 理事会の決議の日付は翌期になりますが、当期末の決算整理仕訳と
して仕訳します。
• 積立資産を専用の預金口座管理する場合は、遅くとも決算理事会終
了後2カ月以内に行う必要があります。(この場合は、実際の預金が普
通預金から定期預金へ変更になるだけで、仕訳は年度末に計上済で
すから、仕訳はありません。)
• 積立資産は必ずしも専用の預金口座で管理する必要はなく、ある預
金口座の中に通常の預金と積立資産が含まれていてもいいです。
• 「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)
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積立金・積立資産の仕訳
• 年度末に人件費積立金1000万円を計上した
人件費積立金積立額 1000 ／ 人件費積立金
人件費積立資産
1000 ／ 現金預金
（人件費積立資産支出）

1000
1000

• 翌年度の理事会で計算書類が承認されたので、積立資産分の預
金を定期預金にした
仕訳なし
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就労支援事業に関する積立金
• 就労支援事業については、指定基準において「就労支援事業収
入から就労支援事業に必要な経費を控除した額に相当する金額
を工賃として支払わなければならない」としていることから、
原則として剰余金は発生しないものである。
• しかしながら、将来にわたり安定的に工賃を支給し、又は安定
的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、また、次のような
特定の目的の支出に備えるため、理事会の決議に基づき就労支
援事業別事業活動明細書の就労支援事業活動増減差額から一定
の金額を次の積立金として計上することができるものとする。
• また、積立金を計上する場合には、同額の積立資産を計上する
ことによりその存在を明らかにしなけ ればならない。 なお、
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
利用者賃金及び利用者工賃の支払実績額を下回らない場合に限
り計上できるものとする。
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計上可能な積立金

• 工賃変動積立金
毎会計年度、一定の工賃水準を利用者に保障するため、将来の一定の工賃水準を下回る工賃
の補てんに備えるため
各事業年度における積立額：過去3年間の平均工賃の10％以内
積立額の上限額：過去3年間の平均工賃の50％以内
• 設備等整備積立金
就労支援事業を安定的かつ円滑に継続するため、就労支援事業に要する設備等の更新、又は
新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための資金需要に対応するため
各事業年度における積立額：就労支援事業収入の10％以内
積立額の上限額：就労支援事業資産の取得価額の75％以内
• 積立金の流用及び繰替使用
原則として、他の目的のための支出への流用は認められない。 しかし、自立支援給付費収
入の受入が2月以上遅延する場合に限り、積立金の一部を一時繰替使用することができる。 た
だし、自立支援給付費収入により必ず補てんし、積立金の目的の達成に支障を来さないこと。
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最後までご清聴ありがとうございました。

本日の講義内容について、また日々の会計業務について
ご質問がありましたら、福祉施設経営相談コーナーまで、
お気軽にお願いします。
皆様、健康に気を付けてお過ごしください。
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