
 
 

令和３年８月２６日 

 

 

 
非営利型法人制度一般研修会 

～NPO法人の会計と税務～ 

 

 

 

 

 

 
 

税理士・NPO 法人会計基準協議会専門委員 

 中尾 さゆり（名古屋中村支部所属） 

 

主催：名 古 屋 税 理 士 会 



2021/8/26

1

目次

 昨今のNPO法人をめぐる状況

 特定非営利活動促進法 概要／NPO法員の定款のポイント

 NPO法人会計基準
策定の経緯と特徴、活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記

 NPO法人の税務
法人税を中心に

 事業区分のしかた

2

昨今のNPO法人をめぐる状況

 1998年12月のNPO法施行から20年経過。民間公益の担い手の多様化

認証法人数50,829法人、認定法人数1,205法人（2021年5月31日現在）

全国で法人数としては減少傾向、認定NPO法人数は増加傾向

 新たな財源の活用

・民間公益活動促進のための休眠預金等活用
⇔経理処理、ガバナンス・コンプライアンス

・中小企業向けの施策・補助金等の対象になるものも増加
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 連携・協働による社会課題の解決

⇔「コンソーシアム」での事業実施に伴う会計処理、経費負担などの整理が必
要。

⇔一方、利益相反取引への対応が求められる。

 ネットバンキングの活用、クラウド会計システム導入、電子納税など、

業務効率化志向の高まり

4

特定非営利活動促進法 概要
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特定非営利活動促進法（NPO法）とは

■特定非営利活動促進法とは

1995年の阪神淡路大震災を契機に、ボランティア活動や市民活動を促進する
ために議員立法で成立した法律です。1998年3月に「特定非営利活動促進法」
として国会で成立し12月1日施行されました。通称、NPO法と呼ばれています。

■関係法令

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）

6

NPO法の立法趣旨・理念

１．法人の自立性

２．市民の自発性

３．自由な活動を保障し、法人の自主性を尊重→行政（所轄庁）の関与を抑制

●認証主義の採用 法人要件の透明性の確保（裁量の余地を排除）

●市民によるチェック（活動の選択・監視）と情報公開制度の導入

（NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得
て、市民によって育てられるべきとの考え方に立脚）
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特定非営利活動促進法のあらまし

■法律 (特定非営利活動促進法) の目的

(法第１条) 特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組

織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の
認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が
行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与すること。

■法人格取得の効果

○法人名で、契約、不動産の登記、銀行口座の開設等ができるようになります。
○会計書類の作成や書類の閲覧など、法に定められた法人運営や情報公開
を行うことにより、組織の基盤がしっかりして、社会的信用が得られやすくなり
ます。

8

■法人格を取得することができる団体(法第２条、第１２条)
○目的に関する要件

(1)営利を目的としないものであること。

(2)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。

9
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＊特定非営利活動とは？

次に掲げる活動に該当する活動
であって、

不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とする
もの

10

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救援活動

(9) 地域安全活動

(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11) 国際協力の活動

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13) 子どもの健全育成を図る活動

(14) 情報化社会の発展を図る活動

(15) 科学技術の振興を図る活動

(16) 経済活動の活性化を図る活動

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18) 消費者の保護を図る活動

(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(20) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

○活動に関する要件

(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主た
る目的とするものでないこと。

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす
るものでないこと。

(3)特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職

にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするも
のでないこと。
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○組織等に関する要件

(1)１０人以上の社員を有するものであること

※社員とは、特定非営利活動法人の運営に参与する権利を有する構成員を
意味し、一般的に用いられる意味の社員（職員）とは異なる。

(2)社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

(3)役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の３分の１以下であること

(4)暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと 等

12

Ｑ：NPO法上の「役員報酬」とは、どのような報酬を指すものですか？

Ａ：役員報酬とは、役員としての活動に対して払われる報酬をさします。

役員が、法人の職員を兼ねていて、事務局職員としての労働の対価として給
与を得ている場合には、役員報酬には当たりません。また会議に出席するた
めの交通費などは、費用弁償であり、同じく役員報酬には当たりません。

☆NPO法人が事業年度終了後に提出する「全事業年度の年間役員名簿」に
おいて、「報酬を受けた期間」を記載することになっている。

☆法人税法、NPO法人会計基準の「役員報酬」の定義とは異なる。

13
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■法人の管理・運営

〇役員（法第15条～第24条）

(1)理事３人以上、監事１人以上を置かなければなりません。

(2)監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができません。

(3)法第２０条の欠格事由に該当する場合は、特定非営利活動法人の役員に
なることができません。

(4)役員の親族（配偶者、三親等以内の親族）は、一定数（役員総数が６人以上

の時は本人以外に１人は可、５人以下の時は含まれてはならない）の制限が
あります。

(5)役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、所轄庁に届け出
なければなりません 等

14

○ その他の事業 (法第５条)
(1)特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、

その収益を特定非営利活動事業に充てるため、その他の事業を行うことがで
きます。

※特定非営利活動促進法上のその他の事業と法人税法上の収益事業は、異
なります。

(2)その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計
から区分しなければなりません。

15
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○ 会計の原則 (法第２７条)
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなければなりません。

(2)財産目録、貸借対照表及び活動計算書は、会計簿に基づいて活動に係る

事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとしなけ
ればなりません。

(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、みだ
りにこれを変更してはいけません。

16

○ 情報公開と年次報告（法第２８条～第３０条）

(1)特定非営利活動法人は、情報公開として、毎年（毎事業年度）、事業報告書、

貸借対照表などの書類を作成し、定款などとともに、関係者が閲覧できるよう
法人の事務所に備え置くことになります。

(2)特定非営利活動法人は、毎年（毎事業年度）、事業報告書、貸借対照表な

どの書類を所轄庁に提出しなければなりません。所轄庁では、法人から提出さ
れたこれらの書類を閲覧及び謄写することができます。

○ 所轄庁への申請、届出(法第２３条、第２５条、第２６条、第３１条～第３４条)
特定非営利活動法人は、役員変更、定款変更、解散、合併のときには、所轄
庁への認証申請、届出等の法定の手続きが必要となります。

17
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情報公開等
 ＮＰＯ法人は毎事業年度開始日から3ヶ月以
内に、事業報告書等を作成し、これを約5年
間、右記の書類とともに、すべての事務所
に備え置かなければなりません。

 また、社員その他の利害関係人からの閲覧
の請求があった場合には、正当な理由があ
る場合を除いて、閲覧させなければなりま
せん。

 所轄庁においても5年間閲覧されます。
 貸借対照表の公告

作成備置き書類
事業報告書
活動計算書
貸借対照表
（注記）
財産目録
年間役員名簿
社員名簿
役員名簿
定款等
認証書の写し
登記に関する書類の写し

18

■所轄庁による法人運営の監督

(法第41条～43条、第78条～81条）

(1)所轄庁は、法令違反等一定の場合に、

特定非営利活動法人に対し、

1.報告徴収、

2.検査、

3.改善命令、

4.設立認証の取り消しをすることができます

(2)本法に違反した場合は、罰則の規定があります。
19
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NPO法人の定款のポイント

20

定款のポイント（名古屋市「手引き」の雛形をもとに）

 第1章 総則

 第2章 目的

 第3章 会員

 第4章 役員及び職員

 第5章 総会

 第6章 理事会

 第7章 資産及び会計

 第8章 定款の変更、解散及び合併

 第9章 公告の方法

 第10章 雑則

 附則

NPO法人の定款・事業報告を

検索してみましょう ⇒⇒⇒
21

20

21
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NPO法人の組織図（例）

22

総会
正会員10名以上

理事会
理事3名以上

事務局

A事業 B事業 C事業

監事
監事１名以上

並行して、
事業計画、予算作成

役員変更の検討
定款変更の検討

等、理事会・総会議案の準備

決算確定までの段取り

事
業
報
告
書
等
作
成

監事監査 理事会 社員総会

税務申告等

法務局

所轄庁へ提出

情報公開

資料整理・保管

23

3か月

2か月

22

23
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事業報告書等作成

 事業報告書
＜基準等はない、「手引き」や前年度資料を参考に＞

 財務諸表、計算書類＜NPO法人会計基準＞
・活動計算書（収支計算書）
・貸借対照表
・財務諸表、計算書類の注記
・財産目録

24

理事会の議決内容（雛形第32条）

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

25

24
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総会の議決事項（雛形第23条）

(1)定款の変更 (2)解散 (3)合併

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 ※再任でも議決は必要

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

26

社員総会への事業報告と承認

 「社員」は、社員総会において「議決権」をもつ人のことであり、ＮＰＯ法人の活
動に関する基本方針を決定する権限をもっています。ＮＰＯ法人では通常、社
員のことを会員と呼ぶことが多いようです。社員の範囲については、定款に明
示することになっています。

 所轄庁に提出する事業報告書等や法人税の申告書は、社員総会の承認を
受けて確定した決算に基づいて作成する必要があります。

 多くのNPO法人の定款において、事業報告書等の承認は社員総会議決事項
となっているため、総会承認後正式な書類になります。

27

26

27
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年度末からのスケジュール例①

28

年度末からのスケジュール例②

29

28
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NPO法人会計基準

30

NPO法人会計基準策定の経緯

 NPO法第27条（会計の原則）
「真実性」「明瞭性」「継続性」「正規の簿記の原則」

⇒より詳細な会計基準等の規定が必要

 NPO法制定後の動き

1998.12 経済企画庁国民生活局「特定非営利活動法人の会計の手引き」公表
2009.3.31「NPO法人会計基準協議会」発足

2010.7.20「NPO法人会計基準」公表

2011.6「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」成立。計算書類のうち
収支計算書が活動計算書へと変更。2012.4.1施行。

31

30

31
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2011.11.20 NPO法人会計基準一部改正

2011.11.22内閣府「特定非営利活動の会計の明確化に関する研究会」最終報告書
「現段階において『NPO法人会計基準』は特活法人の望ましい会計基準であると
考える」

2017.12.12NPO法人会計基準改正

2020.7.20NPO法人会計基準10周年

※随時、NPO法人会計基準Webサイトの質問掲示板で、オープンに質問と回答の
やり取りをしている

32

NPO法人会計基準について（NPO法人会計基準協議会HP）
 NPO法人会計基準とは何ですか？

ＮＰＯ法人会計基準とは外部に対する会計報告書の作成指針です。

ここでいう「外部」とはみなさんの団体に寄付をする一般市民の方、助成団体、
お金を借りる際の借入先、協働事業をする場合はそのパートナーなどが想定
されます。

33

32

33
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 NPO法人会計基準は誰が作ったのですか？

ＮＰＯ法人会計基準は全国各地のＮＰＯ支援センターからなるＮＰＯ法人会計
基準協議会を主体に、会計専門家、学識経験者、助成財団、金融機関など民
間の力を結集して策定されました。

詳しくは「ＮＰＯ法人会計基準の公表と普及に向けて」および「ＮＰＯ法人会計
基準の性格と基本的考え方」をご覧ください。
http://www.npokaikeikijun.jp/about_npocas_top/

34

みんなで使おう！NPO法人会計基準
（http://www.npokaikeikijun.jp/）

35

34

35

http://www.npokaikeikijun.jp/about_npocas_top/
http://www.npokaikeikijun.jp/
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NPO法人会計基準の構成

ⅠNPO法人会計基準の目的

Ⅱ一般原則

Ⅲ財務諸表等の体系と構成

Ⅳ収益及び費用の把握と計算ーその１

Ⅴ収益及び費用の把握と計算ーその２

Ⅵその他の事業を実施する場合の区分経理

ⅦNPO法人に特有の取引等

Ⅷ財務諸表の注記

36

NPO法とNPO法人会計基準

NPO法 NPO法人会計基準 NPO法（2012年改正前）

計算書類 財務諸表 計算書類

活動計算書
貸借対照表
財産目録

＊「注記」は本文中にないが、
「手引き」のひな型には記載あり
（所轄庁による）

活動計算書
貸借対照表
財務諸表の注記
＊財産目録は付属明細書扱い

財産目録
貸借対照表
収支計算書

37

36

37
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ＮＰＯ法人会計基準と会社法における財務諸表・計算書類

ＮＰＯ法・ＮＰＯ法人会計基準 会社法

【計算書類・財務諸表】

 活動計算書

 貸借対照表

 財務諸表の注記（ＮＰＯ法に明示無）

 財産目録（ＮＰＯ法人会計基準外）

【区分】＊貸借対照表、財産目録の区分要しない

 特定非営利活動／その他の事業

 注記における事業費の内訳、事業別損益

【計算書類】

 貸借対照表

 損益計算書

 株主資本等変動計算書

 個別注記表

 製造原価明細書

 販売費および一般管理費の
明細

38

活動計算書

39

38

39
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活動計算書

活動計算書は当該事業年度に発生した収益と費用および損失を計上することによ
り、NPO法人の正味財産の増減と活動の状況を表すものである

経常収益：受取会費、受取寄付金、受取助成金等、事業収益、その他収益に区分

経常費用：事業費と管理費に区分した上で、それぞれ人件費とその他経費に区分

経常外収益：NPO法人の通常の活動以外によって生じる収益 例：固定資産売却益

経常外費用：NPO法人の通常の活動以外によって生じる費用
例：固定資産売却損、災害損失

当期正味財産増減額：企業会計の当期純利益に相当するもの

前期繰越正味財産額：

次期繰越正味財産額：貸借対照表の正味財産合計と一致

40

経常収益：収益の区分

１．受取会費

２．受取寄付金

３．受取助成金等

４，事業収益

５．その他収益

自前性

支援運動性 事業対価性

外来性

受取会費
受取寄付金

自主
事業収益

受取補助金
受取助成金

受託収益

41

40

41



2021/8/26

21

（例）持続化給付金を受け取った場合の収入は
どの区分に計上するか？

42

費用の区分～事業費と管理費

事業費

法人が目的とする事業のために直接要する人件費および
その他の経費

・事業遂行のために支出した人件費
・チラシやポスター等の印刷費
・講師への謝金や会場の賃借料

管理費

法人の各種の事業を管理するための費用
・総会や理事会の開催・運営費用
・管理部門に係る役職員の人件費
・経理/人事労務にかかる費用

43

42

43
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「その他の事業」がある場合

 定款に「その他の事業」を掲げている場合は、活動計算書の中で「特定非営利活
動に係る事業」と「その他の事業」の会計を区分表示する。

 税務上の収益事業・非収益事業の区分とは異なる

 定款にその他の事業について掲げていても、実際に事業を実施していない場合
は区分不要（その他の事業を実施していない旨を記載）

 貸借対照表上における区分表示は任意

44

貸借対照表

45

44

45
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貸借対照表の区分表示[注解2]

46

資産の部
１．流動資産

２．固定資産
(1)有形固定資産
(2)無形固定資産
(3)投資その他の資産

正味財産

負債の部
１．流動負債

２．固定負債

特定資産とは何ですか（Q27-3)
 特定資産とは、特定の目的に使用するために保有している資産をいいます。特定

の目的とは、単に法人の活動のためという幅広い目的ではなく、例えば、具体的な
○○事業を行うために保有している資産であり、そのような資産であることを財務
諸表を通じて表明することにもなります。

 特定の目的を持つ場合には、

（1）外部の寄付者が寄付する時点で使途を制限することにより特定の目的を持つ場

合や助成団体等の助成がそもそも特定目的となっており特定目的の資産として受入
れる場合
（2）ＮＰＯ法人自ら特定資産として指定する場合があります。

47

46

47
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財務諸表の注記

48

財務諸表の注記

財務諸表の注記

（１）重要な会計方針

（２）重要な会計方針の変更

（３）事業費の内訳又は事業別損益の状況
を注記する場合には、その内容

（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には、受入
れたサービスの明細及び計算方法

（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
場合には、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）固定資産の増減内訳

（８）借入金の増減内訳

（９）役員及びその近親者との取引の内
容

（10）その他ＮＰＯ法人の資産、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

※（3）、（4）、（5）は任意

他は該当ある場合、記載必須

49

48

49
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(3)複数事業の開示

複数の事業を行う場合には、財務諸表の注記で

①事業の種類ごとに事業費の内訳を表示する、

②収益も含めて事業別および管理部門別に損益の状況を表示する、

の2つの方法が推奨されています。

①事業費の内訳

科目  A 事業  B 事業  合計  
 1 .人件費     
  給料手当  ×××  ×××  ×××  
臨時雇賃金   ×××  ×××  
法定福利費  ×××  ×××  ×××  

  …  ×××  ×××  ×××  
  人件費計  ×××  ×××  ×××  
 2 .その他経費     

業務委託費  ×××  ×××  ×××  
  旅費交通費  ×××  ×××  ×××  

  …  ×××   ×××  
  その他経費計  ×××  ×××  ×××  

合 計  ×××  ×××  ×××  50

科目 A 事業 B 事業 事業部門計 管理部門 合計 

Ⅰ経常収益     

1.受取会費    ××× ×××

2.受取寄付金 ×××  ××× ××× ×××

3.受取助成金等  ××× ×××  ×××

4.事業収益 ××× ××× ×××  ×××

5.その他収益    ××× 

経常収益計 ××× ××× ××× ××× ×××

Ⅱ経常費用     

1.人件費     

役員報酬    ××× 

給料手当 ××× ××× ××× ××× ×××

  …  ××× ××× ××× ××× ×××

人件費計 ××× ××× ××× ××× ×××

2.その他経費     

旅費交通費 ××× ××× ×××  ×××

  …  ××× ××× ××× ××× ×××

経常費用計 ××× ××× ××× ××× ×××

当期経常増減額 ××× ××× ××× ××× ×××

  
51

②事業別損益の状況

50

51
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(4)無償又は著しく低い価格で施設の提供等の物的サービス
を受けた場合（NPO法人会計基準Q25-1)
①無償又は著しく低い価格で提供された物的サービスについては、特に会計
上の処理や財務諸表への表示は行わない（※事業報告書等にその事実や恩
恵等を表示することが望ましい）

↓但し

②財務諸表への表示を行うことができる

②－１ 物的サービスの金額を「合理的に算定できる」場合には、「財務諸表に
注記」することができる（※注記するか、しないか、を選択できる）

↓さらに

②－２ 物的サービスの金額を「客観的に把握できる場合」には、注記をしたう
えで「活動計算書に計上」することができる。（※活動計算書に計上するか、し
ないか、を選択できる。もちろん、注記だけにすることも選択できる）

52

(5)ボランティアによる役務の提供を受けた場合
（NPO法人会計基準 Q26-1)

①ボランティアによる役務の提供につい
ては、特に会計上の処理や財務諸表へ
の表示は行わない（※事業報告書等に
ボランティア参加の事実や恩恵等を表示
することで活動の様子を伝えることがで
きる）

↓但し

②財務諸表への表示を行うことができる

②－１ ボランティアによる役務の提供
が「活動の原価の算定に必要な受け入
れ額である場合」か？

↓

②－２ ボランティアによる役務の提供の
金額を「合理的に算定できる」場合には、
「財務諸表に注記」することができる（※
注記するか、しないか、を選択できる）

↓さらに

②－３ そのボランティアによる役務の提
供の金額を「客観的に把握できる場合」
には、注記をした上で「活動計算書に計
上」することができる。（※活動計算書に
計上するか、しないか、を選択できる。も
ちろん、注記だけにすることも選択でき
る）

53

52

53
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(6)使途等が制約された寄付等の扱い

（原則）寄付金等を受け取った年度に計上し、期末残高を含めた使途ごとの寄
付等の明細を注記します。

54

未使用額の返還義務がある使途が制約された補助金等につ
いて、対象事業の途中で決算期末を迎えた場合（Q28-1)
＜×年の会計処理＞

助成金入金時

（借）現金預金 10,000,000 （貸）受取助成金 10,000,000

期中処理

（借）××事業費（具体的には、該当する勘定科目） 6,000,000
（貸）現金預金 6,000,000

期末処理

（借）受取助成金 4,000,000 （貸）前受助成金 4,000,000

55

54
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＜×年の注記例＞
６.使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は○○円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

○○助成団体
助成金

０ 6,000,000 6,000,000 0 ××事業用として交付を受けた助
成金1,000万円のうち、未使用で返
還義務のある400万円は前受助成
金として負債に計上しています。

56

使途が制約された寄付金等について
重要性が高い場合の会計処理（NPO法人会計基準 Q27-2)

57

56
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内 容 金 額

経常収益への振替額
当年度の被災者支援に対する振替額

・・・・・・・・・・・・

2,000 万円
×××

合 計 ×××万円

財務諸表の注記
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
1．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

58

(7)固定資産の増の内訳

59

6．

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

　 2,000,000 2,000,000 △ 500,000 1,500,000

　 300,000 300,000 △ 100,000 200,000

　 10,000,000 10,000,000 10,000,000

合　　計 10,300,000 2,000,000 0 12,300,000 △ 600,000 11,700,000

無形固定資産

Ｃ基金事業用預金

固定資産の増減内訳

科　　目

投資その他の資産

ソフトウエア

有形固定資産

車両運搬費

(単位：円)

58
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(8)借入金の増減内訳

7．借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 1,000,000 230,000 770,000

60

(9)役員及びその近親者との取引（Q31-1)
 ＮＰＯ法人に限らず、役員やその近親者あるいは役員の関係会社等を通じ

て、社会的信頼を損なうような取引が行われる恐れは往々にしてあります。
そのため役員及び近親者との取引の透明性を確保し、不公正なお金の流れ
がないかどうかを利害関係者がチェックできる仕組みを担保しようと考えまし
た。

＜財務諸表の注記＞
○役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下のようになっています。

（単位：円）

61

科目 財務諸表に計上された
金額

内、役員との取引 内、近親者及び支配法
人等との取引

（活動計算書）
業務委託費 1,500,000 ０ 1,200,000

60

61
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１．役員及びその近親者の範囲

［1］役員（役員に準ずる相談役、顧問等で役員と同様に実質的に法人の経営に従事してい
ると認められる者を含む。以下同じ。）

［2］その近親者（２親等内の血族、配偶者並びに２親等内の姻族とする。以下同じ。）

［3］役員及びその近親者が支配している法人（役員及びその近親者が支配するという場合

の支配は、理事会や総会など機関意思の決定権を有する場合を意味しています。具体的に
はＮＰＯ法人の役員及びその近親者のグループで社員総会の議決権の過半数を占めてい
る場合や、ＮＰＯ法人の役員及びその近親者が他の法人の代表取締役、代表理事など務め
る場合の当該他の法人が該当します。以下同じ。）

２．金額的重要性の判断の目安について

重要性が乏しいとして注記する必要がないのは、活動計算書に属する取引の場合は100
万円以下、貸借対照表に属する取引については、発生金額及び残高が100万円以下の取
引は金額的重要性が低いものと考えています。

３．注記を要しない役員などとの取引

なお注解第24項において役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支給については注

記を要しないとされていることに留意してください。※活動計算書に「役員報酬」と表示してい
る場合

62

63

62
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NPO法人の税務

64

NPO法人の法人税の取り扱い

 「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法
人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合（中略）に限
る。」（法法４①）

 「公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。」（法法２六）。

・・・NPO法人は含まれない

 NPO法に「特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令
の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみな
す。」（NPO法70） ⇒軽減税率の適用がないなどの差がある

65

64
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NPO法と法人税法

 「法人税法上の収益事業」に該当する事業を行っている場合のみ、法人税
の申告・納税をしなくてはなりません。

 「法人税法上の収益事業」は「販売業、製造業その他政令で定める事業で、
継続して事業場を設けて営まれるもの」と規定されています（法人税法第2条
第1項13号）

法人税法＼NPO法
特定非営利活動に係る事業

（本来事業）
その他の事業

収益事業 法人税の対象となる事業

非収益事業 法人税の対象とならない事業

66

収益事業の課税要件

事業としての性質（収益性など）

施行令３４業種（特掲事業）

継続性

事業場

法人税の申告必要

67

66

67
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★「販売業・製造業その他政令で定める事業」
1）物品販売業 2）不動産販売業 3）金銭貸付業 4）物品貸付業
5）不動産貸付業 6）製造業 7）通信業 8）運送業 9）倉庫業
10）請負業 11）印刷業 12）出版業 13）写真業 14）席貸業 15）旅館業
16）料理店業その他の飲食店業 17）周旋業 18）代理業 19）仲立業
20）問屋業 21）鉱業 22）土石採取業 23）浴場業 24）理容業
25）美容業 26）興行業 27）遊技所業 28）遊覧所業 29）医療保健業
30）技芸教授業 31)駐車場業 32）信用保証業 33）無体財産提供業
34）労働者派遣業(2008年に追加) 

☆技芸教授業の技芸とは、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、
美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、料理、工芸、デ
ザイン（レタリングを含む）、自動車操縦、小型船舶（総トン数5トン未満の沿岸小
型船）の操縦のことをいう（法人税法施行例第5条第1項第30号）。 ＊限定列挙

68

法人税法の収益事業の対象とならない事業

 無償の事業

 障害者等が２分の１以上従事している事業＋生活の保護に寄与
（法人税法施行令第５条）

 実費弁償で行う事業（法人税法基本通達１５－１－２８）

 事業廃止や相当期間保有していた固定資産の処分損益

69

68

69
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質疑応答事例より

 国税庁＞ホーム＞法令等質疑応答事例＞法人税目次一覧

18 一定の水準を満たすものとして地方公共団体の証明を受けた認可外保育
施設において公益法人等が行う育児サービス事業に係る収益事業の判定

19 NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合
の法人税の納税義務について

20 公益法人等が収益事業に使用している土地の寄附を受けた場合の課税
関係

70

文書回答事例より

 NPO法人が児童福祉法の規定及び「一時預かり事業実施要綱」に基づき実
施する乳幼児の一時預かり事業に係る税務上の取扱いについて（R2.3.31東
京国税局）

 NPO法人が児童福祉法に基づく小規模保育事業の認可を受けて行う保育
サービス事業に係る税務上の取扱いについて（H28.11.7東京国税局）

●論点整理

名古屋中村支部 鳥居翼

「特定非営利活動法人が営む障害福祉サービスにおける収益事業の論点」

税務研究 vol.26 2020年6月
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公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出

・収益事業を開始した日以後2月以内
に税務署へ提出

72

収益事業をしていない場合は「公益法人等の損益計算書等
の提出」※年間の収入金額の合計額が8,000万円超の場合

 公益法人等（収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出す
る法人を除きます。）は、

 年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、

 原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、

 その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、

 主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

73
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法人県民税・法人市町村民税の減免

収益事業を行っていない場合

 法人県民税・法人市民税は減免を受けられる。ただし、ほとんどの
市町村で4月末日までに「減免申請書」を提出しなくてはならない。

 愛知県内市町村の減免については、あいちNPO交流プラザ内に
情報が集約されている（NPO法人に対する市町村民税優遇措置
の状況）。
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事業区分のしかた
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NPO法人が作成する、さまざまな会計報告等

 NPO法人会計基準に準拠した計算書類
⇒理事会、総会、所轄庁、一般への情報公開、委託事業や助成事業申請、借入

 税務申告書用の損益計算書、貸借対照表⇒税務署、借入

 助成元・委託元等への報告のための決算書⇒助成元、委託元

 寄付者等に対する会計報告⇒寄付者等

76

（参考） 助成元等、資金提供者向けの会計報告との関係
（NPO法人会計基準Q６－１）

Q:助成事業や委託事業を行っている場合、その部分だけ区分して財務

諸表を作成することが要求されることがあります。この会計基準との関係
はどうなりますか？

Ａ：このＮＰＯ法人会計基準は、ＮＰＯ法に規定する財務諸表等の作成を念頭
においています。そのため助成金事業や委託事業の会計も含め、ＮＰＯ法人
全体の経理状況について報告することとなります。

一方、助成事業や委託事業の会計報告においては、一般に対象事業部分に
ついてのみの報告を求められます。多くの場合、報告の科目や様式について
指定があり、それにしたがって会計報告をします。会計報告においては資金使
途の制約要件を守ったかということが資金提供側の関心事項です。
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両者は目的が異なるため様式や対象期間が異なることがありますが、「単一性
の原則（ＮＰＯ法人会計基準第６項）」により両者に矛盾がないことが求められま
す。つまり、次の二つの点が必要です。

1 対象期間が違っても、基礎となる帳簿は同じものを使うこと

2 帳簿から求められる様式にあわせた報告書の数字までの合理的な説明が可
能なこと

法人の正式な帳簿としては、あくまでＮＰＯ法のものが唯一無二のものとなりま
す。助成金等の報告のために、一から帳簿を作り直す必要はありません。助成
財団等への報告については、正式の帳簿からそのまま使えるものはそのまま使
い、対象期間や勘定科目などについて加工が必要な場合は、正式の帳簿からど
のような加工をしたのかの経緯を説明できる資料を作れば問題ありません。
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事業区分の整理の仕方（例）
大区分

（NPO法）
中区分

（定款上の事業区分）
小区分

（会計報告が要求される単位等）
収益事業

特定非営利活動 通所介護 デイサービス（あさがお） 該当

デイサービス（ひまわり） 該当

子育て支援事業 乳幼児一時預かり事業委託 非該当

こども食堂 非該当

地域たすけあい活動 自主事業 該当

助成事業（人材育成セミナー） 非該当

その他の事業 駐車場 駐車場 該当

（管理部門） 非該当

（共通部門） （最終的には０） ー
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共通経費の按分プロセス

（1）事業部門と管理部門の業務を区分する
事業部門の区分を整理する

（2）期中において、直接配賦できるものと決算時に按分するものとを区分
して処理する。

（3）共通経費を洗い出し、按分割合を決める
事業費と管理費の「共通経費」、事業費間の「共通経費」

（4）実際に発生した額を按分割合で計算する

80

事業区分できる仕組みづくり

 事業ごとに通帳を区分する（事業数が多い場合、すべて区分するのは不可能）

 経費支払・精算時に事業区分を
確認できる仕組みとする

81

立替精算書
【事業区分】

申請者氏名 11 12 21 22 31

申請日

デイ（あさ
がお）

デイ（ひま
わり）

一時
預かり

こども
食堂

たすけあ
い自主

32 50 90 0

領収書は下記番号順に別紙添付

たすけあ
い助成

駐車場 管理 共通

No． 支払先 品目 事業区分 金額 備考

1

2

3

4

5

合
計

80
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（3）按分割合を決める

按分方法の例

・従事割合

・使用割合

・面積割合

・職員数比

82

NPO法人会計基準：QA22-2 共通経費の按分方法
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（4）実際に発生した額を按分割合で計算する

科目 共通経費 事業費 管理費 合計

相談/支援事業 調査/政策提言

従事割合 60% 30% 10% 100%

給与手当 5,000 3,000 1,500 500 5,000

法定福利費 600 360 180 60 600

面積割合 75％ - 25% 100%

地代家賃 900 675 - 225 900

旅費交通費 - - 100 - 100

合 計 4,035 1,780 785 6,600

出典：「税理士／公認会計士必携NPO法人実務ハンドブック」86

助成事業・委託事業の決算書との整合性

法人会計と助成金会計の区分経理を要求する助成事業報告の記載事例
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勘定科目の整理の仕方

 基本はNPO法人会計基準の科目に合わせる

 助成事業等で独特の科目分類が求められるものについては、別途管理する

 表示科目と処理科目は違ってOK

88

参考Webサイト等

 みんなで使おう！NPO法人会計基準

 NPO会計力検定

 NPO会計税務専門家ネットワーク

 Youtube： NPO会計道 税理士 脇坂誠也



89

88

89


