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1 会計基準

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 会計基準 ①　適切な公益法人の会計の基準（注）を適用しているか。

②　適切な会計処理を行うための経理規程を策定しているか。

（注） ・次頁以降の自主点検項目の内容は、平成20年会計基準（※1）及び同運用
　指針（※2）を前提として記載している。なお、平成20年会計基準等に記
　載のない項目については、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に則
　り記載している。ただし、「９認定法の財務基準」の項目の内容は、認
　定法（※3）及び認定法規則（※4）のほか、内閣府公表の「定期提出書類の
　手引き（公益法人編）」に則り記載している。

・財務諸表等の様式等のチェックについては、「公益法人の財務諸表等の
　様式等に関するチェックリスト（平成20年基準）　平成24年1月12日
　日本公認会計士協会非営利法人委員会研究報告第23号」を活用のこと。

（※1） 平成20年会計基準：公益法人会計基準（平成20年4月11日　改正平成21
年10月16日　内閣府公益認定等委員会）

（※2） 同運用指針：「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年4月11日　改
正平成21年10月16日　内閣府公益認定等委員会）

（※3） 認定法：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18
年6月2日法律第49号　最終改正平成26年6月13日法律第69号)

（※4） 認定法規則：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行
規則（平成19年9月7日内閣府令第68号　最終改正平成26年3月3日内閣
府令第13号)

　　＜チェック欄の使用について＞
　　　　記載内容を確認し、回答がYesの場合は、「○」を記載
　　　　　　　　　　　　　回答がNoの場合は、 「×」を記載
　　　　記載内容の前提条件に該当しない場合は、「－」を記載

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

－１－



2 経理規程

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 全般的事項 ①　経理規程は、概ね次の構成（章立て）によっているか。

・総則

・勘定科目及び帳簿組織

・予算

・金銭出納

・固定資産

・物品

・決算

②　法人にとって次の項目について重要性がある場合、別途規程を設けて

　　いるか、または、経理規程の中に盛り込んでいるか。

　・契約

　・資金（金融資産）の運用

　・印章の取扱い

　・棚卸資産

2 総則 ①　総則には、概ね次の項目を規定しているか。

　・規程の目的

　・会計の原則

　　（一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準に準拠する旨）

　・会計年度

　・会計区分

　・経理責任者及び担当者

　・帳簿書類の保存期間

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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2 経理規程

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

2 総則 ②　会計区分に関する規定は、法令の要請により設定が求められる区分と

　　整合しているか。

　・公益法人の場合・・・公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計

　　（・一般法人の場合・・・実施事業等会計、その他会計、法人会計）

③　経理責任者及び担当者については、法人の規模や人員数を勘案し、内

　　部牽制が機能するよう職務分担を行っているか。

3 勘定科目 ①　設定された勘定科目は、公益法人会計基準に準拠しているか。

及び ②　少なくとも次の会計帳簿を整備することとしているか。

帳簿組織 　・仕訳伝票（又は仕訳帳）

　・総勘定元帳

　・現金・預金出納帳（補助簿）

③　必要な場合、次の会計帳簿（補助簿）を整備することとしているか。

　・固定資産（基本財産、特定資産、その他固定資産）台帳

　（留意事項）固定資産の態様は、次のように分類される。固定資産台帳

　　　　　　　に記載する内容は、これらの資産の態様の違いを考慮して

　　　　　　　決定する必要がある。

　　資産の態様：非償却資産　　土地、電話加入権など

　　　　　　　　減価償却資産　建物、什器備品など

　　　　　　　　金融資産　　　株式、公社債、定期預金など

　・会員・会費台帳

　・寄付金台帳

　・補助金台帳

　・予算管理に必要な帳簿
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2 経理規程

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

3 勘定科目 ④　仕訳伝票に記載すべき項目（勘定科目、取引年月日、金額、相手方

及び 　　等）について規定しているか。

帳簿組織 ⑤　仕訳伝票の正当性を示す証憑（請求書、領収書、納品書等）の保管に

　　ついて規定しているか。

⑥　仕訳伝票の決裁権限者について規定しているか。

⑦　総勘定元帳への記帳は仕訳伝票に基づいて行い、また、総勘定元帳の

　　残高と補助簿の残高を定期的に照合することとしているか。

⑧　総勘定元帳及び補助簿の残高について、現物との照合を定期的に行う

　　こととしているか。

4 予算 ①　予算（補正を含む）の承認機関は、定款の規定と整合しているか。

②　収支予算書の様式について規定しているか。

　（正味財産増減ベースの収支予算書は、必ず作成しなければならない。）

　　資金収支ベースの収支予算書も作成する場合、その旨規定している

　　か。

③　予算の流用及び予備費の使用について、承認手続及び承認権者を規定

　　しているか。

5 金銭出納 ①　金銭出納について、責任者及び担当者が配置され、内部牽制が機能す

　　るよう職務分担を行っているか。

②　金銭出納は、必ず責任者が承認した仕訳伝票等に基づいて行うことと

　　しているか。

③　金銭の収納は、原則として口座振込により行うこととしているか。

　　現金により収納した場合についても、原則として金融機関に預け入

　　れ、直接支払に充てないこととしているか。
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2 経理規程

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

5 金銭出納 ④　金銭の収納を現金により行った場合は、領収書を発行することとして

　　いるか。

⑤　現金による支払の場合は、原則として領収書を徴求することとしてい

　　るか。

⑥　現金については、経理責任者等の管理者が定期的に実査することとし

　　ているか。

⑦　預金については、経理責任者等の管理者が定期的に残高証明書を入手

　　し照合するとともに、実査することとしているか。

⑧　資金の借入れを行う場合の承認機関を規定しているか。

6 固定資産 ①　固定資産の範囲及び区分について、適切に規定しているか。

　　（前掲3③の留意事項参照）

②　固定資産の取得価額について規定しているか。

③　減価償却資産の計上基準（資本的支出と収益的支出）及び減価償却の

　　方法について規定しているか。

④　固定資産の取得及び処分の手続き及び承認権者について規定している

　　か。

⑤　固定資産の現物照合は、少なくとも年1回行うこととしているか。

⑥　土地及び建物については、登記することとしているか。

⑦　火災等により損害を受ける可能性のある資産については、保険を付す

　　こととしているか。

⑧　金融資産については、運用対象に関する基準を設け、運用体制を整備

　　しているか。

⑨　現物を保管している金融資産については、経理責任者等の管理者が定

　　期的に実査することとしているか。
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2 経理規程

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

7 物品 ①　固定資産の計上金額基準未満であるため固定資産としては計上されな

　　いが現物管理が必要であるもの（消耗什器備品等）について、その範

　　囲及び管理方法を規定しているか。

8 決算 ①　月次決算について規定しているか。

②　決算整理事項について規定しているか。

③　法令等に基づき作成すべき書類を漏れなく作成することとしている

　　か。

④　下記の主な会計方針について規定しているか。

　　　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　固定資産の減価償却の方法

　　　引当金の計上基準

　　　消費税等の会計処理

　　　その他重要な会計方針又は会計処理

⑤　決算の承認機関は法令及び定款の規定と整合しているか。
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3 総論

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 予算 ①　収支予算書は、事業計画書と整合して合理的に作成しているか。

②　予算管理に必要な帳簿等を整備しているか。

③　収支予算書は、実効性のあるものとなっているか。

④　予算超過項目は、規定に基づき処理しているか。

2 会計帳簿 ①　記帳（仕訳帳、総勘定元帳及び補助簿への転記を含めて）の処理は適

　　正に行われているか。

②　伝票、会計帳簿及び証拠書類等を整備しているか。

③　契約の処理は、稟議書及び契約書等を作成し、取引の意思決定を含め

　　適正に行っているか。

3 帳簿記帳 ①　すべての仕訳伝票について、決裁権限者の承認を得ているか。

②　仕訳伝票（又は仕訳帳）に基づき、総勘定元帳を作成しているか。

③　会計帳簿と試算表は、管理者の承認を得ているか。

4 財産管理 ①　財産管理を、規定に基づき適切に行っているか。

②　帳簿に記載されている資産で法人が保有していないものはないか。

③　資産の実地棚卸を行い、帳簿残高を確認しているか。

5 会計処理 ①　収入は、外部証憑に基づき処理しているか。

②　支出は、稟議等決裁に基づき行われ、証憑を必ず保管しているか。

6 会計区分 ①　会計は、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計に区分されて

　　いるか。

②　公益目的事業会計及び収益事業等会計は、認定を受けた事業に区分さ

　　れているか。

③　仕訳帳等の会計帳簿は、会計区分・事業区分が明確にわかるように記

　　載されているか。

④　収益事業等の利益を公益目的事業会計に適正に繰り入れているか。

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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3 総論

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

7 財務諸表等 ①　財務諸表（注１）（貸借対照表、正味財産増減計算書（注２）、財務諸表に

　　対する注記）、附属明細書及び財産目録の各科目の数値は、総勘定元

　　帳の各科目の残高と整合しているか。

②　財務諸表、附属明細書及び財産目録における各関連数値は、整合して

　　いるか。

③　財務諸表、附属明細書及び財産目録に対する監事監査は、適切に行わ

　　れているか。

④　財務諸表、附属明細書及び財産目録は、監事の監査を受けたものを理

　　事会に報告し、承認を得ているか。

⑤　事業報告等に係る提出書類に記載する財務数値は、財務諸表、附属明

　　細書及び財産目録の関連数値と整合しているか。

8 財産的基礎 ①　財団法人の場合、正味財産が300万円を下回っていないか。

　　下回っている場合は、適切な施策を講じているか。

②　社団法人が債務超過になっている場合、事業遂行に支障がないよう方

　　策講じているか。

(注１） 「財務諸表」は、一般法人法（※）では、「計算書類」と呼ばれている。
（※）一般法人法：一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(注２） 「正味財産増減計算書」は、一般法人法では、「損益計算書」と呼ばれている。

－８－



4 流動資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 現金 ①　現金について、事業年度末日現在の残高を確かめ、その記録（金種表

　　等）作成したか。

②　その記録と現金出納帳の残高は一致しているか。

2 預金 ①　預金について、銀行から入手した残高証明書と照合したか。

②　通帳又は証書がある預金について、通帳（証書）残高と照合したか。

3 未収会費 ①　回収可能性に問題がある未収会費及び未収金について、回収不能と見

未収金 　　込まれる額を貸倒引当金として計上しているか。

②　当年度末までに収受すべき会費収入等を未収会費（又は未収金）に計

　　上しているか。

4 有価証券 ①　売買目的で保有する有価証券及び貸借対照表日後１年以内に満期の到

　　来する債券等（ただし、基本財産又は特定資産に含まれるものを除

　　く。）を流動資産の有価証券として記載しているか。

②　有価証券について、証券会社等の残高証明書と照合したか。

③　満期保有目的の債券以外の有価証券については、時価をもって貸借対

　　照表に計上しているか。

5 棚卸資産 ①　棚卸資産について、事業年度末日に実地棚卸を実施したか。

②　実地棚卸結果を、棚卸資産残高に反映させているか。

③　棚卸資産について、時価が取得価額よりも下落している場合には、時

　　価をもって貸借対照表に計上しているか。

6 その他 ①　仮払金のうち費用計上すべきものを、適切な科目に振替えているか。

②　立替金の精算は、適切に行われているか。

③　翌年度の費用を前払いしている場合は、当年度の費用とせずに前払金

　　（資産）に計上しているか。

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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4 流動資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

6 その他 ④　いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価を、前払費用に

　　振り替えているか。

⑤　債券等で確定利率であるものについて、すでに期間は経過しているが

　　いまだ支払われていない利息を、未収利息（又は未収収益）に計上し

　　ているか。
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5 固定資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 会計方針 ①　有価証券の評価基準及び評価方法は、規定に定められたとおりに適用

　　しているか。

　　満期保有目的の債券：償却原価法

　　子会社株式及び関連会社株式：移動平均法（又は総平均法）による原

　　価法

　　その他の有価証券（満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会

　　社株式以外の有価証券）

　　ⅰ）時価のあるもの：移動平均法（又は総平均法）による時価法

　　ⅱ）時価のないもの：移動平均法（又は総平均法）による原価法

②　固定資産の減価償却の方法は、規定に定められたとおりに適用してい

　　るか。

　・定額法（又は旧定額法）

　・定率法（又は旧定率法）

2 会計処理 ① 減損会計を適用しているか。

　（原則）資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認

　　　　　められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなけれ

　　　　　ばならない。

　（例外）有形固定資産及び無形固定資産について使用価値が時価を超え

　　　　　る場合、取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えな

　　　　　い限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることが

　　　　　できる。

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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5 固定資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

2 会計処理 ② リース資産がある場合、リース会計基準に従っているか。

　　ファイナンス・リース取引

　　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理。なお、リース契約１

　　　件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引は、賃貸借処

　　　理を採用することができる

　　オペレーティング・リース取引

　　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3 基本財産 ①　定款等で定められた基本財産は、すべて基本財産として計上されてい

　　るか。

②　基本財産の額は、正味財産の内訳の（うち基本財産への充当額）と整

　　合しているか。

4 特定資産 ①　特定資産の額は、正味財産の内訳の（うち特定資産への充当額）又は

　　関連する負債の額と整合しているか。

②　特定の目的のための預金等は、保有目的を示す独立の科目をもって記

　　載されているか。

5 固定資産 ①　有形固定資産について、固定資産台帳と照合したか。

共通 ②　有価証券について、証券会社等の残高証明書と照合したか。

③　有価証券の評価を時価法によっている場合、その時価を根拠資料と照

　　合したか。

④　１年以内に満期の到来する債券等を、流動資産に振替えたか（ただし、

　　基本財産、特定資産に含まれるものを除く）。

⑤　固定資産（例えば、土地、有価証券等）の時価が著しく下落している

　　場合、減損会計の適用を検討したか。

⑥　固定資産を修繕した場合、資産計上の必要性を検討したか。
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5 固定資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

6 表示 ①　有価証券の表示は、流動資産は「有価証券」、固定資産は「投資有価

　　証券」と記載されているか。

②　固定資産を、「基本財産」、「特定資産」、「その他固定資産」に区

　　分しているか。

③　減価償却資産は、減価償却累計額を計上する方法（間接法）又は減価

　　償却累計額を取得価額から控除する方法（直接法）のいずれかの方法

　　で表示されているか。

7 財務諸表 ①　有価証券の評価基準及び評価方法並びに固定資産の減価償却の方法

に対する 　　を、「重要な会計方針」に記載しているか。

注記 ②　基本財産又は特定資産がある場合、「基本財産及び特定資産の増減額

　　及びその残高」を記載しているか。

③　基本財産又は特定資産がある場合、「基本財産及び特定資産の財源等

　　の内訳」を記載しているか。

④　担保に供している資産がある場合、「担保に供している資産」を記載

　　しているか。

⑤　固定資産から減価償却累計額を直接控除している場合、「固定資産の

　　取得額、減価償却累計額及び当期末残高」を記載しているか。

⑥　満期保有目的の債券を保有している場合、「満期保有目的の債券の内

　　訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益」を記載しているか。

⑦　減損損失を計上した場合、次の注記を行っているか。

　・減損した資産の種類、場所及び減損損失の金額

　・減損損失の内訳

　・評価金額の算定方法
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5 固定資産

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

8 財産目録 ①　遊休財産額から控除する控除対象財産がある場合、財産目録の使用目

の表示 　　的等でその旨を記載しているか。

②　公益目的保有財産以外の財産に公益保有目的財産である旨の記載はし

　　ていないか。

9 附属明細書 ①　基本財産又は特定資産がある場合、「基本財産及び特定資産の明細」

　　を記載しているか。なお、財務諸表に対する注記に記載している場合

　　には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。
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6 負債

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 未払金 ①　費用の発生又は資産の受入が終了しているものについては、未払金を

　　計上しているか。

②　当期に帰属する税金債務及び社会保険料等を計上しているか。

③　未払金は、翌年度に速やかに支払われているか。長期に残存している

　　ものはないか。

2 未払費用 ①　一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供され

　　た役務に対していまだその対価の支払が終らないものについては、未

　　払費用を計上しているか。

3 前受金 ①　翌年度以降の収益となるものについて、前受金を計上しているか。

4 預り金 ①　従業員の給与天引の源泉所得税及び社会保険料を、預り金に計上して

　　いるか。

②　専門家及び講師の報酬(謝金)に係る源泉所得税を、適正に徴収してい

　　るか。

③　源泉所得税及び社会保険料を、適正・適時に納付しているか。

5 短期借入金 ①　金融機関等の残高証明書と一致しているか。

6 ①　契約条件と照らし合わせて固定資産から流動資産への振替処理は妥当

　　か。

7 賞与引当金 ①　就業規則等で賞与の支給を規定している場合、賞与引当金を計上して

　　いるか。

②　賞与引当金の額は、支給規定に基づき、賞与支給見込額のうち当年度

　　に対応する部分の金額となっているか。

8 長期借入金 ①　金融機関等の残高証明書と一致しているか。

②　返済予定表と残高とは整合しているか。

１年内
返済予定
長期借入金

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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6 負債

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

9 退職給付 ①　就業規則等で退職金の支給を規定している場合、退職給付引当金を計

引当金 　　上しているか。

②　退職給付引当金の額は、支給規定に基づき、当年度末における退職金

　　要支給額相当額となっているか。

10 役員退職 ①　役員退職慰労金の支給を規定している場合、役員退職慰労引当金を計

慰労引当金 　　上しているか。

②　役員退職慰労引当金の額は、支給規定に基づき、当年度末における役

　　員退職慰労金の必要額となっているか。

11 その他の ①　次のすべての要件を満たす場合は引当金の計上が必要であるが、適当

引当金 　　な名称を付して引当金を計上しているか。

　・将来の費用又は損失であること

　・当期以前の事象に起因していること

　・発生の可能性が高いこと

　・合理的に見積ることができること

　　(例：特別修繕引当金、債務保証損失引当金など）

12 引当金共通 ①　引当金の計上基準を、財務諸表に対する注記の「重要な会計方針」に

　　記載しているか。

②　附属明細書に「引当金の明細」を記載しているか。

13 受入保証金 ①　契約書記載内容と整合しているか。

②　利息を支払う契約の場合、契約どおりの額を支払っているか。

③　支払利息の利率を、定期的に見直すこととしているか。
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7 収益

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 全般的事項 ①　受取利息は、当年度末までの金額を計上しているか。

②　受取会費は、定款及び会費規程に従って計上しているか。

③　受取寄付金は、実際の収受時に計上しているか。

④　収益と費用は、相殺せずに総額で表示しているか。

⑤　消費税等の課税事業者である場合、消費税等を、経理規程に従って処

　　理しているか。財務諸表に対する注記と整合しているか。

⑥　公益目的事業のみを実施する法人においては、使途の指定なく受入れ

　　た寄付金及び公益目的事業の対価収入を法人会計に計上することが可

　　能であるが、その限度額は合理的な範囲となっているか。（合理的な

　　範囲とは、法人会計の経常費用を賄う額までの金額とされている。）

2 予算管理 ①　収益を予算及び前年実績と対比して管理しているか。

3 財産運用益 ①　運用益を、元本が基本財産であれば「基本財産運用益」に、特定資産

　　であれば「特定資産運用益」に、流動資産又はその他固定資産であれ

　　ば「雑収益」に区分して計上しているか。

②　運用益を、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計に区分して

　　計上しているか。

　　その計上区分は、財産目録の使用目的等の欄と整合しているか。

　　計上区分は、「公益認定申請書」及び「事業報告等に係る提出書類」

　　の記載と整合しているか。

③　満期保有目的の債券（国債等）の額面と取得価額とに差額がある場合

　　でその差額が金利調整と認められるときは、差額を償却原価法で処理

　　しているか。ただし、その差額に重要性がない場合は取得価額で計上

　　することもできる。

公益法人の経理業務全般の自主点検項目
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7 収益

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

3 財産運用益 ④　償却原価法による償却額をその債券が属する資産の種類（流動資産・

　　基本財産・特定資産・その他固定資産）に応じた勘定科目で処理して

　　いるか。

　　その債券が属する財源区分（一般正味財産または指定正味財産）に応

　　じた正味財産増減の部に計上しているか。

⑤　債券等の未収利息を適正に計算し、該当する運用益に含めているか。

　　（関連項目：４流動資産№６⑤未収利息）

4 受取会費 会費に関する留意事項

　一般に会費と言われているものには、大別して次の３つがある。

　（イ）社団法人が一般法人法第２７条に基づいて法人の経費を賄うため

　　　　に会員に義務として課する会費

　（ロ）社団法人の①以外の会費及び財団法人の会費

　（ハ）対価性のある会費　例えば会員・非会員向け講習会会費、祝賀会

　　　　会費等対価性のある会費等

①（イ）の会費は受取会費となるが、次の事項に留意すること。

　　受取会費を、定款・会費規程に従って計上しているか。

　　受取会費を収益に計上する時期は、諸規程に従っているか。必要に応

　　じて前受金又は未収会費を計上しているか。たとえば、当年度末まで

　　に翌年度の会費が納入された場合、その入金分は前受金としている

　　か。（関連項目：４流動資産№３未収会費、負債№３前受金）

　　会費の納入期限までに納入されない会費については、未収会費を計上

　　しているか。（関連項目：４流動資産№３未収会費）

　　定款及び会員規程により退会処分・休会処分とした場合は、受取会費

　　についても整合した会計処理を行っているか。
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7 収益

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

4 受取会費 　　定款及び会費規程に定める目的別使途の比率でもって公益目的事業会

　　計、収益事業等会計、法人会計に配賦しているか。

　　使途が定められていない場合は、公益目的事業会計に５０％を配賦し

　　ているか。

②（ロ）の会費は、認定法（注）上は寄付金扱いとなるが、次の事項に

　　留意すること。

　　(注）認定法：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

　　公益社団法人であっても定款及び会費規程に徴収の定めのない会費

　　は、認定法上は寄付金扱いとなる。使途の定めがない場合は、①と異

　　なり全額を公益目的事業会計に計上しなければならないが、そのよう

　　にしているか。

　　公益財団法人の場合は、受取会費・賛助会費は認定法上は寄付金扱い

　　となるが、会費規程・寄付金規程の使途の定めに従って各会計区分に

　　配賦しているか。

　　使途の定めがない場合は、全額を公益目的事業会計に計上している

　　か。

③（ハ）の会費は、それぞれの事業収益に計上されているか。

5 受取寄付金 ①　寄付金規程及び募集要領に従った会計処理を行っているか。

②　寄付者の意思により使途が特定されている場合、その使途に従った会

　　計区分に計上しているか。

　　使途が定められていない場合は、全額を公益目的事業会計に計上して

　　いるか。

③　指定正味財産として計上される場合については、後掲9を参照のこ

　　と。

－１９－



7 収益

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

5 受取寄付金 ④　金銭以外の寄付があった場合、その資産の時価評価額で受入処理を行

　　っているか。

6 事業収益 ①　その事業は認定を受けた事業か。

　　認定を受けた事業である場合、認定を受けた事業区分に正しく区分し

　　て計上しているか。

　　認定を受けていない事業の場合、変更申請等の手続きを行っている

　　か。

②　物品等売上の場合、在庫及び未収金等の資産と整合しているか。

③　翌年度の売上を当年度に繰り上げ、又は、当年度の売上を翌年度に繰

　　り下げて計上していないか。

④　値引・返品処理等は適切か。

⑤　講習会等の申込取消の場合、返金処理等を募集要項通りに処理してい

　　るか。

⑥　役務の対価となる委託費等で精算条項がある場合、要項等に従い精算

　　しているか。

7 受取補助金 ①　補助金の交付要領に従って会計処理を行っているか。

助成金 ②　補助金のうちに役務提供の対価である委託料等が含まれている場合、

負担金 　　その委託料等を事業収益として計上しているか。

③　補助金等の台帳と整合しているか。

④　補助金、負担金、利子補給金その他反対給付を受けない給付金等のみ

　　を補助金等としているか。

⑤　指定正味財産の部に計上する場合については、後掲10を参照のこと。

8 経常外収益 ①　金額的重要性がある臨時的項目、過年度修正項目については、経常外

　　収益として計上しているか。
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7 収益

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

9 寄付金 ①　寄付者の意思により使途、処分又は保有形態に制約が課せられている

　　資産は指定正味財産となるが、そのように処理しているか。

②　次のような事実がある場合、指定正味財産から一般正味財産への振替

　　処理を行っているか。

　　寄付者によって課せられた制約が解除された場合。

　　受け入れた資産について減価償却を行った場合。

　　受け入れた資産が災害等により消滅した場合。

10 補助金等 ①　国又は地方公共団体等から受け入れた補助金等は指定正味財産増減の

　　部に計上し、補助金等の目的に従って支出するのに対応して指定正味

　　財産から一般正味財産に振り替えているか。

②　補助金等を受け入れた事業年度末までに目的たる支出が予定される場

　　合は、直接、一般正味財産増減の部に受取補助金等として計上するこ

　　ともできる。

③　補助金等を第三者へ交付する義務を負担する場合は、収益計上せずに

　　「預り補助金(負債）」としているか。

④　指定正味財産から一般正味財産への振替額は、一般正味財産増減の部

　　において、その性格に従い、経常収益又は経常外収益に計上している

　　か。

⑤　振替先である一般正味財産増減の部の勘定科目を受入時の性格に従っ

　　て「受取補助金等振替額」、「受取負担金振替額」、「受取寄付金振

　　替額」としているか。

　事項に留意して行われているか。

　「指定正味財産増減の部の計上」及び「指定正味財産から一般正味財産への振替」は、下記
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8 費用

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 予算管理 ①　費用のうち予算を超過するものがある場合は、会計処理規程等に定め

　　られた「予算流用」又は「予備費の使用」の規定に従い、手続きを

　　行っているか。

②　予算流用又は予備費の使用によっても予算超過が解消しない場合は、

　　会計処理規程等に定められた方法により「予算の補正」を行っている

　　か。

2 事業費と ①　事業費と管理費を、次の各々の費用の定義に基づき区分しているか。

管理費 　　事業費：法人の事業の目的のために要する費用。

との区分 　　管理費：法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用。

3 共通費用の ①　事業費と管理費に共通して発生する費用を、合理的と考えられる配賦

配賦基準 　　基準により配賦しているか。

及び 　（配賦基準の例）

配賦割合 　　　配賦基準　　　　　　　適用される共通費用

　　・建物面積比　　　地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等

　　・職員数比　　　　福利厚生費、事務用消耗品費等

　　・従事割合　　　　給料、賞与、賃金、退職金、理事報酬等

　　・使用割合　　　　備品減価償却費、コンピュータリース代等

②　同一の配賦基準を継続して使用しているか。

③　各費用の配賦割合の算定根拠資料を作成しているか。

④　活動実績等に合わせて配賦割合を定期的に見直しているか。

4
費用の
総額表示

①　対応する収入と相殺することなく費用を総額で表示しているか。

5 費用の ①　未払金　（関連項目：６負債№１未払金）

期間対応 　　物品の購入代金や役務の提供代金で当年度末において支払いが未済の

　　ものがある場合、その額を当年度の費用に計上し、同額を未払金（負

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

－２２－



8 費用

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

5 費用の 　　債）に計上しているか。

期間対応 　　（例：社会保険料事業主負担分、税金の確定額）

②　前払金　（関連項目：４流動資産№６③前払金）

　　翌年度の費用を前払いしている場合、その額を当年度の費用とせず

　　に、前払金（資産）に計上しているか。（例：事務所の賃借料）

　　なお、毎年度経常的に発生するものについては、継続して同じ処理を

　　することを条件に支払時の費用とできることに留意。

③　未払費用　（関連項目：６負債№２未払費用）

　　継続的に役務の提供を受けているもので当年度末までに支払日が到来

　　していないものがある場合、当年度の期間に対応する部分の金額を当

　　年度の費用して計上し、同額を未払費用（負債）に計上しているか。

　　（例：給料）

④　前払費用　（関連項目：４流動資産№６④前払費用）

　　継続的に役務の提供を受けているもので、いまだ提供されていない

　　サービスに対してすでに支払われた金額がある場合、その金額を当年

　　度の費用とせずに、前払費用（資産）に計上しているか。（例：年払

　　いの保険料）

　　なお、毎年度経常的に発生するものについては、継続して同じ処理を

　　することを条件に支払時の費用とすることができることに留意。

⑤　引当金　（関連項目：６負債№７、№９～№12各種引当金）

　　賞与引当金、退職給付引当金、その他の必要な引当金を設定し、当年

　　度に負担すべき額を当年度の費用として計上しているか。

－２３－



8 費用

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)
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6 経常外費用 ①　臨時的項目及び過年度修正項目がある場合、その費用額を経常外費用

　　として処理しているか。なお、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発

　　生するものは、経常費用として処理することができることに留意。

7 費用の ①　費用については、その発生を証する証憑（契約書、納品書、請求書、

根拠証憑 　　領収書など）を保管しているか。

8 事業関連費用 ①　事業や法人管理に関係のない支出や使途不明金を、費用として処理し

以外の支出 　　ていないか。

9 役員報酬の ①　役員報酬は、定款や役員報酬規程に基づいて支払われているか。

留意点 ②　役員の通勤費は、実費相当額が支払われているか。

　・実費相当額を支払っている場合は、報酬額に含まれない

　・実費相当額でない場合は、報酬額に含まれる

－２４－



9 認定法の
財務基準

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)

1 収支相償 ①　事業報告等に係る提出書類の別表A(１)又はＡ(２)の「２欄　経常収

（別表Ａ） 　　益計（３欄　経常費用計）」の金額は、正味財産増減計算書内訳表の

　　公益目的事業会計の該当事業の経常収益計（経常費用計）の金額と一

　　致しているか。

②　前年度に同表「６欄」がプラスの事業がある場合、その剰余金を「２

　　欄」に加算しているか。

③　別表Ａ(１)又はＡ(２)の「８欄」の収入欄（費用欄）の金額は、正味

　　財産増減計算書内訳表の公益目的事業会計の共通欄の経常収益計（経

　　常費用計）の金額と一致しているか。

④　収支相償の計算は、第一段階、第二段階ともにゼロかマイナスとなっ

　　ているか。

⑤　第一段階でプラスの事業がある場合又は第二段階で剰余金が発生して

　　いる場合は、その理由を明確にするとともに剰余金解消計画を立てて

　　いるか。

2 公益目的 ①　公益目的事業の経常費用額は、法人全体の経常費用額の50％以上とな

事業比率   っているか。

（別表Ｂ） ②　50％未満の場合は、翌年度には50％以上となるように対策を考えて

　　いるか。

3 遊休財産額 ①　別表Ｃ(２)に記載している控除対象財産は、財産目録と一致している

の保有制限 　　か。

（別表Ｃ） ②　別表Ｃ(１)の計算の結果、遊休財産額は保有上限額を超えていない

　　か。

公益法人の経理業務全般の自主点検項目

－２５－



9 認定法の
財務基準

Ｎｏ． 項　目 内　　　　容
チェック
(○,×,－)
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3 遊休財産額 ③　資産取得資金がある場合、以下の要件のすべてを満たしているか。

の保有制限 　（イ）当該資金の目的である財産を取得し、又は改良することが見込ま

（別表Ｃ） 　　れること

　（ロ）他の資金と明確に区分して管理されていること

　（ハ）当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すこ

　　とができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別

　　の手続きが定められていること

　（ニ）当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額が合理

　　的に算定されていること

　（ホ）（ハ）の定め並びに当該資金の目的である財産の取得又は改良に

　　必要な最低額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が

　　講じられていること

④　特定費用準備資金がある場合、以下の要件のすべてを満たしているか。

　（イ）当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること

　（ロ）他の資金と明確に区分して管理されていること

　（ハ）当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すこ

　　とができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別

　　の手続きが定められていること

　（ニ）積立限度額が合理的に算定されていること

　（ホ）（ハ）の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置

　　き及び閲覧等の措置が講じられていること

－２６－
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