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《略称について》 

 

 基準：学校法人会計基準 

 

《第２章について》 

  第２章は、公益財団法人東京都私学財団   

 学校法人会計Ｑ＆Ａ（2016年版）から支出編 

 として人件費（Q76～１２３）、経費（Q１２４ 

 ～１９９）の中から講師が任意で抽出したもの 

 です。下線や強調などの加工は追加しています 

 が、原文をそのまま引用（出典部分も含む）して 

 います。 



第１章 平成30年度決算の留意事項 

Ⅰ 計算書類の様式・記載科目について  

 １．大科目の省略不可 

 
   
 

 

 

【ポイント】 
  

大科目の省略と変更は不可という考え方で処理を統一 
    
        （※貸借対照表は大科目と中科目の省略と変更が不可） 
 
 

 
（H26年2月「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集Q9） 

 



２．基本金組入額合計・基本金取崩額の省略不可 

 

   
 
   
   
 

 

 

  

  

基本金組入額合計・基本金取崩額は省略不可 

   

  ⇒ 基本金組入額合計がなくても「０」として記載   

 

  ⇒ 基本金取崩額がなくても「０」として記載 

 

  ⇒ 基本金組入額合計と基本金取崩額は両方記載 

 

 

 

 

 

（１）基準改正後の様式に則った科目設定を行うこと 

                   

 （例）資金収支計算書「付随事業・収益事業収入」 

   大科目については様式で示しているもの以外の科目の設定は 

  認められておらず、また省略もできない。 

 

  ⇒ 寄附行為上の収益事業を行っていない場合にも 

   「付随事業・収益事業収入」の科目名を用いることになる。 

 
 

３．会計システム上の科目設定の注意点  1/2 

特に大科目
に注意！ 



（２）大科目ゼロでも大科目だけ出力ということができるか   

  従来大科目で予算決算とも金額がない場合に、実務上は大科目を 

 省略する法人も多かった。 

 ⇒ 会計システムでもそのような設定になっている場合には、 

  小科目だけ省略し 大科目（貸借対照表は大科目及び中科目） 

  だけゼロ表示ができるか。 

 会計システム（ソフト）
の仕様は、処理標準通り
の表示ができない理由に

はなりません！ 

３．会計システム上の科目設定の注意点  2/2 

  

 

 

 

 

 

 

   

  ※ 作成する場合には、「１部門」＋「総額」欄を記載 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．単数の学校のみを設置している場合の内訳表 

内訳表の種類 
学校法人部門 

 の省略  

作成の省略 

※ 

資金収支内訳表 〇 〇 

事業活動収支内訳表 〇 〇 

人件費支出内訳表 〇 × 

「１部門」のみはＮＧ！ 



（１）東京都補助金（私学部のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．補助金の計上区分          1/6         

30年度補助金名 区分 備 考 

１ 産業・理科教育

施設設備整備費補
助金 

産振：施設 

 
理振：経常費等 

産業教育設備は500千円以上。
理科は小学校1万円、中学校2

万円、高等学校4万円以上の
設備 

２ 園務改善のための
ICT化支援事業補
助金 

施設 

３ 私立幼稚園等環境
整備費補助 

経常費等 遊具・運動用具・教具・保健
衛生用品・防犯設備等 

４ 私立幼稚園教育振
興事業費補助金 

経常費等 

５ 私立特別支援学校
等経常費補助金 

経常費等 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年度補助金名 区分 備 考 

６ 私立幼稚園特別支援教育補助 経常費等 

７ 私立通信制高等学校経常費補助金 経常費等 

８ 私立幼稚園等特色教育等推進補助金 経常費等 

９ 私立高等学校都内生就学促進補助金 経常費等 

10 私立幼稚園預かり保育推進補助金 経常費等 

11 私立学校安全対策促進事業費補
助金 

施設 耐震対策工事・アス
ベスト囲い込み工事 

12 安心こども基金による幼稚園耐
震化促進事業補助金 

施設 耐震化促進事業 

13 認定こども園への円滑な移行のため
の準備支援事業補助金 

経常費等 事務職員の人件費 

５．補助金の計上区分          2/6         



  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年度補助金名 区分 備 考 

14 私立学校運動場芝生化事業補助金 施設 

15 私立幼稚園等自然体験支援事業費
補助金 

経常費等 平成30年度新規 

16 私立専修学校教育振興費補助金 経常費等 

17 私立専修学校職業実践専門課程推
進補助金 

経常費等 平成30年度新規 

５．補助金の計上区分          3/6         

（２）東京都私学財団助成金 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年度補助金名 区分 備 考 

１ 私立専修学校等耐
震化事業費助成金 

施設 

２ 私立学校非構造部
材耐震対策工事費
助成金 

施設 

３ 私立専修学校教育
環境整備費助成金 

施設 

４ 私立学校ICT教育
環境整備費助成金 

施設 

５ 私立学校災害時対応
環境整備費助成金 

経常費等 非常用食糧の購入 

５．補助金の計上区分          4/6         



  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年度補助金名 区分 備 考 

６ 私立学校省エネ設備等導入事業
費助成金 

施設 省エネ設備の設計・
設備・工事費 

７ 私立学校外国語指導助手活用事業費
助成金 

経常費等 

８ 私立高等学校外部検定試験料助成 経常費等 

９ 私立学校研究助成金 経常費等 

10 私立学校教員海外派遣研修事業費助
成金 

経常費等 

11 私立高等学校等授業料軽減助成金 経常費等 

12 私立高等学校定時制及び通信教育振
興奨励費助成金 

経常費等 

13 私立学校ブロック塀等安全対策
工事費助成金 

施設 平成30年度新規 

５．補助金の計上区分          5/6         

（３）国庫補助金 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年度補助金名 区分 備 考 

１ 私立大学等研究設
備整備費等補助金
（私立高等学校等
ＩＴ教育設備整備
推進事業費） 

施設 

５．補助金の計上区分          6/6         



第２章 学校法人会計Ｑ＆Ａ（支出編） 
 

出典：公益財団法人東京都私学財団 学校法人会計Ｑ＆Ａ（2016年版） 

Ⅰ 人件費  

Ｑ77 教員免許を所持している事務職員の処理科目 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》高等学校で、教員免許を持っているが、事務の 
 仕事をしている場合の人件費は職員人件費となるか。 

Ａ》教員免許の有無にかかわらず、事務職員として任用された者 

 に係る人件費は、職員人件費となる。 

  教員として任用された者が、教員と職員とを兼務している場  

 合は、それぞれの担当時間、職務内容、責任等によって、主た 

 る職務と考えられる方に分類する。 

 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ２）〕 



Ｑ７８ 大学教授が高校の教員を兼務する場合の人件費 

   の計上部門 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》大学の教授が、高校の教員を兼務する場合の人件費は、 
 全て大学部門に計上しなければならないのか。 

Ａ》大学の教授として発令されていて、教授の職務の傍ら高校の 

 授業科目を一部分担しているような場合は、主たる勤務が大学 

 であり、給与の支給も一般に大学から支払われる場合が多いと  

 考えられる。 

  このような場合は、発令基準により、すべて大学に計上され 

 ることになる。しかし、大学の給与は大学で、高校分は高校で  

 支給していれば、その実態に即して、それぞれの支出額をそれ 

 ぞれの部門に計上することとなる。 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ13）〕 

ポイント！ 

Ｑ７９ 大学教員が併設高校で行った講演に対する報酬 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》大学教員が併設高校で年に１、２回程度の講演を休日に 

  行っているが、これにかかる講演料は当該教員の給与として 

  大学部門の人件費に計上すべきか。 

Ａ》本来の業務以外の講演が雇用関係から生じる業務以外であれば、当該  

 業務に対する報酬は、同じ学校法人の者に対して支払われたものでも、  

 給与とは性格を異にするものであることから、人件費処理するのは妥当  

 ではない。 

  したがって、質問の講演料は、講演を行った高校部門（大科目）の教 

 育研究経費に属する科目として、例えば「（小科目）報酬・委託・手数 

 料」等で処理すべきである。なお、この場合の源泉徴収については「報  

 酬・料金」とし、給与所得には含まれない。 

  また、同じ学校法人の教職員として職務命令の一環で講演を行った場 

 合には、給与規程に定める諸手当などで処理すべきであるので、当該講 

 演に関する業務の依頼の根拠について留意されたい。 



Ｑ８１ 定額支給される研究手当の処理 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》本学では教員に年間一律４万円の研究手当を支給している。 

 これは研究活動にあたり、使途制限のある公的研究費等で賄えない 

 支出にも幅広く充当し、教員の研究活動を支援することを目的として 

 いるため、使途は教員の裁量に委ねられている。 

  そのため、この支出は課税対象として源泉徴収の対象としているが、 

 この支出を「（大科目）教育研究経費（支出）」 「（小科目）研究 

 費（支出）」に計上することは妥当か。 

Ａ》質問の例は、税法上の所謂「渡切定額研究費」とみなされる支出で 

 あろう。教員へ一律に支給される研究費のうち、使途の明細が明らかで 

 ない場合や、本来は大学が直接執行すべきところ教員を通じて支出した 

 ものと認められない場合、係る支出は課税対象となる。この場合は「教 

 育研究経費（支出）」ではなく「人件費（支出）」として計上すること 

 が妥当である。なお、この支出は人件費支出内訳表においては「その他 

 の手当」に計上することとなる。 

             〔出典：実務問答集改正会計基準対応版66〕 

Ｑ８１ 定額支給される研究手当の処理 2/2 

なお、こうした研究手当と源泉所得税の関連については、以下のＱ＆Ａも参考にされたい。 

Ｑ》個人研究費として年間予算を決め、教員に研究費の補助として１人 

  当り年額５万円以内を交付している。この場合「みなし給与」として 

  課税されるか。 

Ａ》一律に年額５万円を支給し、明細書・領収書等を提出させない「渡切定額研究費」 

 の場合には、たとえ研究上必要なものであっても、税法上では「定額旅費」に準ずる 

 特殊な給与として課税される。（所得税基本通達28-３） 

  ただし、次のような条件が充たされる場合に限り、所得税として課税されない。 

（所得税個別通達昭33直所２-59） 

（１）大学が当該教授等からその費途の明細を徴していること 

（２）購入に係る物品がすべて大学に帰属するものであること 

（３）大学が直接支出すべきであったものを当該教授等を通じて支出したと認められる 

  もの 

 なお、（２）については、図書台帳や備品台帳を整備して大学に帰属している事実  

 が確認できるようにしておく必要がある。 

                   〔出典：実務問答集改正会計基準対応版394〕 



Ｑ８２ 教員の個人研究のために支給した図書費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》個人研究の目的のため、図書費を教員に支給している。経費 
 科目で処理するのか。人件費とするのか。 

Ａ》渡切で支給している研究手当であれば、人件費支出のその他 

 の手当として処理する。手当については、給与規程などで支給 

 の根拠、支給方法、支給額等について明確にしなければならな 

 い。また、教員が研究のための図書を購入し、この実費を学校 

 が負担し、図書を貸与する方法による場合には、固定資産（図 

 書支出）又は経費（出版物費支出）処理することになる。 

Ｑ８３ キャンパスが複数ある教員の通勤費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》今年度、新学科の設置に伴い短期大学のキャンパスが２つになり、 

 両キャンパスで授業を担当する専任教員がいる。通勤手当については、 

 どのように処理すべきか。 

Ａ》この場合の通勤手当については、主たる勤務先までを「（大 

 科目）人件費（支出）」、「通勤手当」として支給し、もう一 

 方のキャンパスまでの交通費は、実費に基づいて支出されるな 

 らば、「（大科目）教育研究経費（支出）」の「（小科目）旅 

 費交通費（支出）」として処理することが妥当である。 

 

             〔出典：実務問答集改正会計基準対応版67〕 



Ｑ８４ 遠隔地在住の専任教員に係る通勤手当 

 

 

 

 

 

  

Ｑ》遠隔地に在住する専任教員が、毎週講義を行なうために来校 

 する。これらの電車賃等の交通費は、「（大科目）教育研究費 

 （支出）」、「（小科目）旅費交通費（支出）」に計上するこ 

 とは妥当か。 

Ａ》遠隔地であっても勤務する場所に出勤するための支出である 

 ので、それに係る交通費は、「（大科目）人件費（支出）」、

「通勤手当」として処理するのが妥当である。 

 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版68〕 

Ｑ８６ 産休補助教員の給与の支出科目 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》産休補助教員を雇用したが、給与の支出科目は何で処理すれ 

 ばよいか。雇用期間が３か月で、辞令は交付されている。 

Ａ》短期間の臨時の雇用であり、兼務教員人件費として処理する。 

  東京都においては、私立学校経常費補助金交付要綱において、本務教 

 職員とは、正規の教員又は職員として雇用され、当該学校法人が加入し 

 ている私立学校共済組合等に加入している者で、教員の場合、学校に１ 

 週間あたり５日（定時制にあっては４日）以上勤務し、当該学校種の普 

 通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者（平常勤務の際におけ 

 る給与の２割相当額以上の給与の支給を受けないものを除く）となって  

 いる。したがって、産休補助教員は、臨時に採用された者であり、一般 

 には兼務教員となろう。 

  なお、「本務・兼務の区分」については本Ｑ＆Ａ97を参照されたい。 



Ｑ８８ 講師の人件費の計上部門 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》１人の講師が、授業時間数で高校10、中学５の割合で勤務 

 する場合の人件費は、どの部門に計上すべきか。 

Ａ》常勤講師であれば、採用の発令基準によることが原則で、発令され 

 た主たる勤務学校部門に計上する。〔「資金収支内訳表等の部門別計 

 上及び配分について（通知）」（昭55.11.4文部省管理局長通知 文管 

 企第250号）：参照〕 

  非常勤講師であれば、それぞれの部門との契約に基づいて、授業時間、  

 給与等の勤務内容が定められるので、当該契約の内容に応じて各部 

 門ごとに計上することとなる。 

       〔「人件費関係等について」 

        （平26.9.3 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ14）：参照〕 

Ｑ８９ 二部門以上を受け持つ非常勤講師の人件費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》１人の非常勤講師が、二つ以上の部門に関係している場合、 

 人件費の部門別計上は、按分計算を行うことになるのか。 

Ａ》非常勤講師は、それぞれの部門との契約に基づいて、授業時間、給 

 与等の勤務内容が定められるので、当該契約の内容に応じて部門ごとに 

 人件費を負担すべきである。したがって、各部門ごとに支給していれば、 

 各支給額が当該部門に計上されることになるが、本部事務局等で一括支 

 給している場合にも、各部門ごとの当該講師の授業時間数などに 

 より負担すべき額を各部門に計上することになる。 

 

  〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ14）〕 



Ｑ９０ 非常勤講師の旅費の科目 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ｑ》非常勤講師に支払う旅費はどのような費目に計上 

 するか。 

Ａ》講師として出校するための交通費は通勤手当となる。人件費 

 支出内訳表の様式は、学校法人会計基準第三号様式に従うこと 

 とされており、非常勤講師等兼務教員に係る人件費支出につい 

 ては、本務教員と異なり、その細分科目が示されていないので、 

 この通勤手当については、本来の報酬に合算して記載する。 

  学務、校務等のための出張費は、旅費交通費として、その用 

 務の内容に従い、教育研究経費又は管理経費として処理される 

 こととなる。 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ６）〕 

Ｑ９１ 企業派遣による講師への支出 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》本学では、正課外で任意の学生を対象に情報処理教育を行って 

おり、その担当講師の派遣をコンピュータ会社に依頼した。同社に

月額15万円支払うことになるが、この経費は「人件費（支出）」

または「教育研究経費（支出）」のいずれの科目に計上すべきか。 

Ａ》人件費とは、学校法人の教職員として発令された者に支給される給与 

 である。一方、学校法人と企業との委託契約に基づき、企業から人材を 

 派遣し、所定の業務に従事する場合は、学校法人と本人の間には雇用契 

 約がないため「人件費（支出）」に計上することは適切ではない。 

  仮に他の教員も類似の職務内容を担当している場合であっても、異な 

 る契約関係に拠っている点に着目すべきである。したがって、「（大科 

 目）教育研究経費（支出）」、「（小科目）実技指導委託費（支出）」 

 または「（小科目）報酬・委託・手数料（支出）」等に計上することが  

 妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版75〕 



Ｑ９４ 銀行からの出向者へ支払う出向料の科目  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》事務長は銀行からの出向者であるが、この出向料は職員人件 

  費でよいか。 

Ａ》出向職員は、出向元の身分を留保したまま、出向先との雇用 

 関係に入るものであって、出向料は、この雇用契約に基づく役 

 務の提供に対する対価と考えられる。 

  したがって、出向職員である事務長に係る出向料は、職員人 

 件費に該当する。 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ７）〕 

 

 

Ｑ９５ 出向事務従事者の出向元経費の負担  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学校事務を行う出向者の給料は、出向元が本人に支給している 

 が、学校が出向元に支払う給料相当額の支出科目はどのようにす 

 ればよいか。 

Ａ》職員人件費支出で処理する。 

 一般に出向とは、出向元法人の命によって、出向元法人における使用人 

 としての身分を保持しながら出向先法人に転勤し、出向先法人の指揮、 

 命令、監督に従って労務の提供を行う形態をいう。給与の支払方法につ 

 いては、出向先法人が直接本人に支給する場合と、質問のようなケース 

 とがある。いずれの場合も出向先との雇用契約に基づく労務の対価であ 

 り、その給与負担額は出向者に対する給与にかわりはない。 

  なお、似たケースとして、例えばコンピュータ入力など特定の業務に 

 ついて学校が業者と業務処理委託契約を締結し、専門者の派遣を受ける 

 ことがある。この場合には、出向とは異なり、報酬・委託・手数料支出 

 で処理することになる。 



Ｑ９６ 常務理事兼務の事務局長の給与科目  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》常務理事が事務局長を兼務しているが、給与は、一括して支給して 

 いる。役員報酬と職員人件費との区分はどのように行うか。 

Ａ》当該学校法人の職員給与表又は職員給与の支給実態から、事 

 務局長として妥当とされる額を職員人件費とし、これを超える 

 額については役員報酬として取り扱うことが妥当と考えられる。 

 この計算によって役員部分の給与が生じない場合には役員報酬  

 の支給がないものとして取り扱うこととなる。 
 

〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ８）〕 

Ｑ９７ 本務・兼務の区分     1/2  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》本務教員と兼務教員、又は本務職員と兼務職員の区分はどの 

 ような基準で行うか。 

Ａ》本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用され 

 ているか否かによる。 

  私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発  

 令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとと 

 もに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員とし  

 ている。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務  

 者となる。 



  
 

 

 

 

 

 

  知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助  

 金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等  

 の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なる 

 ため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準とな  

 し得ない場合が考えられる。 

  例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えた者で  

 あっても学校法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本 

 務者ではない旨を定めている。 

  したがって本務、兼務の区分は基本的には学校法人との身分関係 

 が正規であるかどうかによることが妥当と考えられる。 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ12）〕 

Ｑ９７ 本務・兼務の区分     2/2  

Ｑ９９ 非常勤理事に対する手当の表示科目1/2  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》現在、非常勤理事に月額７万円の役員報酬を支給している。 

 このたび学内自己評価委員会（月２回開催）を発足させるに 

 あたり、この非常勤理事に委員長を委嘱することとなった。  

  他の非常勤理事に比べ、大学に出校して業務に従事する負 

 担が増すことから、この非常勤理事に通常の役員報酬に加え、 

 月額５万円を支払うこととなった。 

  この支出は「（大科目）管理経費（支出）」、「（小科  

 目）報酬・手数料（支出）」、または「人件費（支出）」の 

 いずれに計上すべきか。 



Ｑ９９ 非常勤理事に対する手当の表示科目2/2  

 

 

 

 

 

 

Ａ》「基準」別表第一および第二によると、「役員報酬（支出）」とは 

 「理事及び監事に支払う報酬」とされている。非常勤理事に対して報酬 

 を支払うかどうか、またその金額の水準については、業務遂行の程度や 

 貢献度等を勘案して個々の学校法人の判断によって決定することとなる。 

   役員報酬として支出する場合には「役員報酬規程」を整備し、「非常勤 

 役員の報酬は月額○円とする」といった定めに基づいて支出すべきである。 

   設問の様に学内の委員に就任して通常の非常勤理事としての職務に加え

て別途業務を担当する場合の支給額についても、「役員報酬規程」に定め

ておくことが望ましい。 

 したがって、設問の非常勤理事に対しては、従来支払われていた役員報

酬７万円に５万円を合算し、「人件費（支出）」の「役員報酬（支出）」

に計上することが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版63〕 

Ｑ１００ 教員が役員を兼務している場合の共済掛金の表示科目  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教員が常務理事を兼務しており、給与は、主に「教員人件費」として 

 支給し、一部を「役員報酬」としても支給している。私立学校教職員共済 

 掛金は、本人に支給された「教員人件費」と「役員報酬」を合算した金額 

 を基礎に支払っている。この場合掛金を、「教員人件費」と「役員報酬」 

 とに按分する必要があるか。また、「役員報酬」に按分された掛金は「人  

 件費支出内訳表」において、どのように計上すべきか。 

Ａ》「教員人件費」と「役員報酬」とがそれぞれ支給されている場合、原則として、 

  掛金はそれぞれの支出科目に按分して計上することとなる。この場合、人件費 

  支出内訳表（「基準」第三号様式）の「役員報酬支出」には、細分科目として 

  「所定福利費」がないので、按分された掛金は、支給される報酬に合算して表 

  示することになる。 

   なお、給与が主に「教員人件費」として支給され役員を兼務していることか 

  ら「役員報酬」も支給されているのであれば、会計処理の簡便を図るため、掛 

  金は、「教員人件費支出」の「所定福利費」として一括して計上して差しつか 

  えない。            〔出典：実務問答集改正会計基準対応版312〕 



Ｑ１０２ 労災保険料および雇用保険料の表示科目  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教職員に係る労災保険料および雇用保険料は、「人件費（支 

 出）」「経費（支出）」のいずれの科目に計上すべきか。 

Ａ》「人件費（支出）」として処理するのが妥当である。人件費 

 支出内訳表の記載に当たっては、教員に係る支出と職員に係る 

 支出とを明確に区分し、それぞれの「所定福利費」欄に計上す 

 ることが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版69〕 

Ｑ１０３ 子ども・子育て拠出金の表示科目  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》当法人は「子ども・子育て拠出金」として、教職員の標準給 

 与額の1.5/1,000を負担している。この拠出金はどのような科 

 目に計上すべきか。 

Ａ》「子ども・子育て拠出金」とは、平成27年度より施行された 

 「子ども・子育て支援法」に基づき、従来の「児童手当拠出 

 金」が名称変更したもので、年金の被保険者を雇用する事業主 

 が全額負担している。 

  この拠出金は「人件費（支出）」の「所定福利費」に計上し、 

 負担の対象によって教員人件費と職員人件費とに区分して計上 

 することが妥当である。 
〔出典：実務問答集改正会計基準対応版70〕 



Ｑ１０４ 所定福利費を小科目表示することの是非  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》資金収支計算書および事業活動収支計算書記載科目（別表第一および  

 第二）によれば、「所定福利費」はそれぞれ「教員人件費（支出）」 

 および「職員人件費（支出）」に含めることになっているが、「所定福 

 利費」のみをとりだして小科目として表示することは可能か。 

Ａ》「基準」別表第一および第二注において「小科目については、適当な科目を追 

  加し、又は細分することができる」ことになっているので、「所定福利費（支 

  出）」として小科目を設けてもよいとも見受けられる。 

   しかし、人件費支出内訳表との関係に鑑みると、人件費支出内訳表では小科 

  目である「教員人件費（支出）」および「職員人件費（支出）」の細分科目  

  （又は内訳科目）として所定福利費を記載する様式となっているため、仮に資 

  金収支計算書および事業活動収支計算書の様式上で所定福利費に係る支出を小 

  科目として設けようとすれば、人件費支出内訳表の記載様式を変更する必要が 

  生じてしまう。このような変更は会計基準に抵触することになるので、資金収 

  支計算書および事業活動収支計算書において「所定福利費（支出）」を小科目 

  として表示することはできない。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版345〕 

Ｑ１０６ 短大と高校の私学退職金団体に対する負担金の処理 1/2  

 

 

 

 

 

 

Ｑ》短大と高校を設置している学校法人であるが、高校の私学退職金団 

 体に対する負担金等に関する会計処理と、短大の私立大学退職金財団 

 に対する負担金等に関する会計処理とが異なっている。同様の会計事 

 実について異なる会計処理が行われることになるが矛盾はないか。 

Ａ》私立大学退職金財団も都道府県の私学退職金団体も、私学教職員の退職金の最 

 低を保障する制度の確立を図ることを目的として設立された退職金共済団体であ 

 ることにおいては、両者は同質のものと見ることができる。 

  しかし、その財政方式の相違は掛金の計算原理を異にするため退職給与引当金 

 についても異なる会計処理を取らざるを得ないこととなった。 

  退職金団体の財政方式には、事前積立方式と賦課方式があるとされている。 

  事前積立方式は、登録された全教職員について将来必要とされる交付金を賄う 

 に足る掛金を予測し交付金に要する資金を事前に積み立てていく方式であり、こ 

 の場合に掛金を毎年度費用化することは発生主義に基づく退職金費用の期間配分 

 の思考と相通じるものがある。したがって、このような退職金団体に加入した場 

 合、その掛金の計上をもって退職給与引当金の設定に替えることには特に異論は 

 ない。 



  

 

 

 

 

 

 

  これに対して、賦課方式は年度ごとに実際に退職する教職員に対して必要とされる交 

 付金の額に見合うだけの資金を加入学校法人に配分し徴収する方式であって、ここには 

 退職金費用の期間配分の思考はない。私大退職金財団が採用している修正賦課方式は、 

 賦課方式に一定の積立金を保有して運営する財政方式であり、財政運営上の安全性を確 

 保するため、退職資金交付額の１年分に相当する額を積み立てることとし、更に若干の 

 安全率を加味した方式である。したがって、賦課方式も修正賦課方式も原則として将来 

 必要とされる交付金に対する資金を準備するものではない。会計上は現金基準による退 

 職金の計上とも見られるが、この場合、その掛金の計上をもって退職給与引当金の設定 

 に替えることは議論の多いところと考えられる。 

  各都道府県に設立されている私学退職金団体は、会員拠出金及び都道府県からの補助 

 金による事前積立方式を採用しているが、私立大学退職金財団は加盟学校法人の拠出金 

 のみによる賦課方式（修正賦課方式）を採用した。両者は財政方式が異なることから退  

 職給与引当金の計算方法も異なるものとなり、矛盾はない。 

 
 参考：「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関する 
    Ｑ＆Ａ」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第22号Ｑ１） 

Ｑ１０６ 短大と高校の私学退職金団体に対する負担金の処理 2/2  

Ｑ１０８ 退職金支出の表示 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》退職金支出は、教員分と職員分とに分けて表示をするのか。 

 また、役員への退職金はどのように表示するのか。 

Ａ》資金収支計算書では、教員分と職員分とは分けず、まとめて 

 退職金支出として表示し、人件費支出内訳表においては、退職 

 金支出のうちに「教員」「職員」の細分科目を設けて記載する。 

  役員への退職金も同様に、資金収支計算書上では退職金支出 

 に含め、人件費支出内訳表では退職金支出のうちに「役員」  
 の細分科目を設けて表示する。 



Ｑ１０９ 年度末退職者の退職金の処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》３月31日付退職者の場合、私学退職金団体からの交付金は  

 未収で、また、退職金も未払いである。この場合、未収入金、 

 未払金の計上は行うのか。 

Ａ》退職金団体交付金収入、退職金支出とも、教職員 

 が退職した日の属する会計年度に計上する。した 

 がって、未収入金、未払金ともに計上する。 

Ｑ１１１ 学校種をまたがる私学退職金団体の負担金の計上 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》高校以下の教職員を対象とした私学退職金団体に対する負担金につ 

 いては、従来「所定福利費」として表示してきた。このたび、大学の 

 教職員について私大退職金財団に加入したがその負担金については独 

 立の細分科目で表示するか、両者を合わせて一つの科目で表示しては 

 どうか。 

Ａ》学校法人が私大退職金財団に支払う負担金は、「（大科目） 

   人件費支出」に属する小科目のうちに適当な細分科目、例えば、 

 「私立大学退職金財団負担金支出」等を設けて処理することとさ  

 れている（学校法人委員会実務指針第44号１-１-３）。したがっ  

 て、通常は「人件費支出内訳表」において「所定福利費」と並ん 

 でその後に表示されることとなろう。 



Ｑ１１１ 学校種をまたがる私学退職金団体の負担金の計上 2/2 

 

 

 

 

 

 

  他方、学校法人が負担する私学退職金団体に対する入会金、 

  登録料及び教職員の標準給与に対する負担金等の支出については、 

「（大科目）人件費支出」に属する小科目のうちに、例えば、 

「所定福利費支出」、「私学退職金社団掛金支出」等の細分科目  

 を設けて処理する（学校法人委員会実務指針第44号１-１-４）と 

 されており、大部分の学校法人においては「所定福利費」に含め 

 て表示されている。 

   したがって、原則として私大退職金財団に支払う負担金は「所 

 定福利費」とは別個の細分科目で表示されることになる。 

 

〔出典：「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する

会計処理に関するＱ＆Ａ」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第22号Ｑ４）〕 

Ｑ１１２  退職給与引当金の処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》私学退職金団体に加入しているが、この場合の退職給与引当 

 金はどのように計算したらよいか。 

Ａ》学校の退職金規程により計算した額（退職金の期末要支給額 

 の100％）から、私学退職金団体からの交付金の額を控除した 

 学校負担要支給額を計上する。 

  私学退職金団体の財政方式は、将来の退職金の支払いに備え 

 るための積立方式を取っており、退職給与引当金の計上にとっ 

 てかわる制度となっている。したがって、自己都合による退職 

 時に支払われる退職金相当額のうち、交付金相当額を超えて学 

 校が負担する額を限度として引当金を設けることになる。 



Ｑ１１３ 退職給与引当金の戻入処理  1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》毎年の退職金支給額の増加額より、退職金団体からの交付金 

 の増加額が多い場合の会計処理は、どのように行えばよいか。 

Ａ》退職金団体からの交付金の給付率は、加入後の勤続年数に応じて高く 

   なるように定められているが、ある期間についてこの給付率の増加割合 

   が、学校法人の退職金規程の定める支給率の増加割合よりも、高い場合 

   がある。都道府県別の退職金団体に加入している学校法人において、こ 

   のような場合には、毎年の退職金要支給額の増加額よりも、退職金団体 

   からの交付金の増加額の方が多いため、法人負担額が前年度よりも減少 

   するケースがまれに見られることがある。 

      この場合には、退職給与引当金の取崩しを行うこととなる。例え 

 ば、期末現在における退職金要支給額等が次のような場合には差引100 

 万円の引当金戻し入れを行う。 

Ｑ１１３ 退職給与引当金の戻入処理  2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ１１５  過年度に支給した退職金の修正 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》過年度において退職金の算定に誤りがあったので、支給額が 

   不足していたことが判明し追加支給することとなった。この場 

   合、どのように処理すべきか。 

Ａ》過年度に支給した退職金に不足があり、追加で支給する必要が生じた場合、当年度 

   に別途、過年度修正額として処理することとなる。 

      本問の場合、資金支出を伴う修正であるため、資金収支計算書では「（大科目）管 

   理経費支出」「（小科目）過年度修正支出」として計上し、活動区分資金収支計算書 

   においては「その他の活動による資金収支」の区分に計上する。事業活動収支計算書 

   においては「特別収支」の区分の「（大科目）その他の特別支出」「（小科目）過年 

   度修正額」に計上することが妥当である。 

     なお、本問とは逆に本来の支給額を超過して支給した分を返還させる場合には、係 

   る返還金は資金収支計算書では「（大科目）雑収入」「（小科目）過年度修正収入」 

   に計上し、活動区分資金収支計算書においては「その他の活動による資金収支」の区 

   分に計上する。事業活動収支計算書においては「特別収支」の区分の「（大科目）そ 

   の他の特別収入」「（小科目）過年度修正額」に計上することとなる。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版157〕 

Ｑ１１６ 懲戒免職に伴う退職給与引当金の扱い 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》職員が、ある事件で懲戒免職となった。この者に退職金を支払わな 

  いので、過年度から設定している退職給与引当金は不要となった。こ 

  の場合、どのように処理すべきか。 

Ａ》退職給与引当金のうち、不要となった当該職員に係る金額を戻し入れ 

   する必要がある。 

     この仕訳は下記のとおりである。資金収支計算は、必要としない。 

 

 

 

      なお、退職給与引当金戻入をすることなく、当年度末に在職している 

   教職員の期末要支給額と期末の退職給与引当金の残額との差額を当該年 

   度の繰入額とする方法もある。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版237〕 

 



Ｑ１１７ 法人本部を置かない場合の人件費の計上 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》組織上法人本部を置いていない学校法人においては、発令基準に従 

   えば「学校法人」部門の職員人件費が計上されないことになるように 

   考えられるがそれでよいか。 

Ａ》法人本部（法人事務局）を設置せず、大学事務局等が法人事 

   務局の業務を行っている場合にも、「学校法人」部門の業務と 

   して定められた業務に主として従事する職員に対して支払われ 

   る人件費は「学校法人」部門に計上されることとなる。 

      ただし、「学校法人」部門の業務として定められた業務の範 

   囲は、極めて限られたものであるため、理事長等役員の秘書等 

   を除けば、主として「学校法人」部門の業務に従事する場合は   

   まれなケースと考えられる。 
〔出典：「人件費関係等について」（平26.7.29 学校法人委員会研究報告第26号Ｑ17）〕 

Ｑ１１８ 人事異動に伴う人件費の部門別計上 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》会計年度の中途で大学から高等学校、あるいは高等学校から 

 大学へと職員の異動が発令された場合、その者の人件費の計上 

 はいずれの部門で行うことになるのか。 

Ａ》人件費の処理にあたっては発令によるのが妥当である。人事 

 異動に伴って勤務する部門が変わるのであり、人件費を負担す 

 べき部門も移るので、年度内でどちらか一方の部門に片寄せす 

 るのは妥当とはいえず、発令に応じて各部門に計上する。 



Ｑ１２０ 新学部開設準備室への異動による人件費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》翌年度開設される新設学部事務を担当するために10月１日 

 付で学務課職員を新学部開設準備室に配置換えした。この場 

 合、人件費の計上はいずれの部門で行うことになるか。 

  また、既存学部に学科を新設するための準備室も設置した 

 が、この場合の人件費の計上部門はどうなるか。 

Ａ》人事異動に伴う人件費の部門別計上にあたっては、発令基準 

 に従い、４月から９月までは大学部門（○○学部）に、10月か 

 ら３月は学校法人部門に計上することとなる。 

  既存学部の新学科準備室に発令された人件費は、既存の大学 

 部門（○○学部）に計上する。 

参考：実務問答集改正会計基準対応版303 

Ｑ１２１ 人件費と支払報酬（経費）の区分  1/3 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》人件費と支払報酬（経費）の区分について具体的に示して 

    ほしい。 

Ａ》人件費と支払報酬（経費）の区分は雇用契約にもとづいて支 

 出されたか否かによる。この場合の雇用契約を民法623条の条文

（「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事すること  

 を約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約するこ 

 とによって、その効力を生ずる。」）に則して考えると、雇用者 

 である学校法人の命に服して労務を提供し、対価を受け取る契約 

 ということになる。人件費と支払報酬（経費）の区分は具体的に 

 は下記のような例が考えられる。 



Ｑ１２１ 人件費と支払報酬（経費）の区分  2/3 

 

 

 

 

 

 

  （１）データの入力、入試補助員のようなアルバイトは、一 

              般に時給または日給いくらという対価を受けるかわりに、    

              学校法人の命に服して労務を提供するので、たとえ期間は 

              短くても人件費になる。医局又は研究室等の研究補助員等   

              のアルバイト・臨時職員なども同様である。 

       （２）人材派遣会社から人員を派遣してもらい、一定の作業 

              を行わせる場合のように、学校法人と会社との間の派遣契 

              約が元となる場合は、学校法人と本人との間には雇用契約 

              は発生しないため支払報酬になる。 

       （３）一般企業から講師を派遣してもらう場合は企業と学校 

              法人との委託契約となるので支払報酬となる。ただし、 

             本人に対して非常勤講師の発令をするなど雇用契約が生じ   

             れば人件費となる。 

Ｑ１２１ 人件費と支払報酬（経費）の区分  3/3 

 

 

 

 

 

 

  （４）原稿料・翻訳料・設計料などのように依頼された仕事 

            の完成（成果物）に対して対価を支払うのは、いわゆる 

            請負契約にあたり、支払報酬となる。 

      （５）個人の公認会計士や弁護士などと監査契約や顧問契約 

            を結ぶ場合も一定の業務を委託することになるので委託  

            契約となり、支払報酬になる。医師や看護婦に健康診断 

            を依頼する場合も同様である。ただし、雇用契約に基づ         

            いて校医を非常勤職員として雇用する場合は人件費とな 

            る。 
〔出典：実務問答集改正会計基準対応版60〕 



Ｑ１２２  校医に支払う手当                1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》校医に対する手当を「その他の人件費」という小科目を設けて計上 

   することは妥当か。 

      また源泉徴収の取扱いはどうなるか。 

Ａ》校医に対して支払う手当については、次のようなケースが考えられ 

 る。それぞれの事例に合わせて、手当に係る源泉徴収の方法も異なる点 

 に留意されたい。 

（１）医師と直接契約を結び、学校の医務室に特定曜日あるいは特定時間 

  のみ勤務し、手当を勤務状況に応じて支給する場合は、校医の身分は 

  兼務職員となるため、係る支出は「職員人件費（支出）」となる。 

   この場合の源泉徴収の処理は、支給期、金額があらかじめ定めてあ 

  るので「給与」となり、ふつう月額表の乙欄（従たる給料）を適用す   

  ることになる。 

Ｑ１２２  校医に支払う手当                2/2 

 

 

 

 

 

 

  （２）学校と病院との委託契約に基づき、病院等が医師を派遣し、学 

        校の医務室等で一定の日数で診療にあたる場合は、学校と本人と 

        の間には雇用関係がないため「（大科目）教育研究経費（支出）」、 

      「（小科目）報酬・委託・手数料（支出）」等に計上することが妥当 

       である。 

         この場合、医師の手当に係る源泉徴収は、医師の所属元である病院 

       が行うため、学校において源泉徴収を行う必要はない。 

 

   （３）学園の近隣にある診療所（医院）の経営者たる医師（開業医）と、 

         学生等に傷病が起こった場合等に医療行為を受けることを目的に一 

         定額を支払っている場合は、顧問料に類似した支出と考えられるた 

         め、「報酬・委託・手数料（支出）」等として計上した上で、学校 

         において一定率を源泉徴収することとなろう。 

 

〔出典：実務問題集改正会計基準対応版146〕 

 

 



第２章 学校法人会計Ｑ＆Ａ（支出編） 
 

出典：公益財団法人東京都私学財団 学校法人会計Ｑ＆Ａ（2016年版） 

Ⅱ 経費  

Ｑ１２４ 文部省通知（雑管第118号）の解釈 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について（通  

    知）」（昭46.11.27 雑管第118号、以下「通知」という。）の「次の各 

    項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、 それ以外の 

    経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに 

    含めるものとする。」は、どのように解釈するのでしょうか。 

Ａ》通知の文言は、次のように解釈するのが妥当である。 

（１）通知の報告別紙に限定列挙されている１から７までの各項に該当することが 

      明らかな経費は必ず管理経費（支出）とする。 

         したがって、１から７までに列挙されている経費で、例えば光熱水費のよう 

      に教育研究用及び管理用の双方に関連しているものについては、それぞれ直接  

      把握するか、その使用割合など合理的な配分基準によって按分する。 

（２）１から７までに列挙されていない経費、例えば私学団体関係費のようなもの 

       は、その主たる使途に従って教育研究経費（支出）か管理経費（支出）のい 

       ずれかに処理する。 
〔出典：「教育研究経費と管理経費の区分に関するＱ＆Ａ」 

（平26.9.3 学校法人委員会研究報告第30号Ｑ１）〕 

ポイント！ 



Ｑ１２４ 文部省通知（雑管第118号）の解釈 2/2 

 

 

 

 

 

 

Ａ》編者注：報告別紙は下記のとおりである。 

（別紙） 教育研究経費と管理経費の区分について次の各項に該当す 

       ることが明らかな経費は、これを管理経費とし、そ 

         れ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経     

         費のいずれかに含めるものとする。 

１   役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要 

   する経費 

２   総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費 

３   教職員の福利厚生のための経費 

４  教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する 

   経費（減価償却費を含む。） 

５   学生生徒等の募集のために要する経費 

６   補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費 

７   附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費 

Ｑ１２５ 教育研究経費と管理経費の区分 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》次の諸費用は、「教育研究経費（支出）」と「管理経費（支出）」 

 のいずれで処理すべきか。 

（１）学生の負傷による治療費、レントゲン費、慶弔見舞金 

（２）入学式、卒業式の費用 

（３）トイレットペーパー代 

（４）消耗品費、通信費、暖房用重油等光熱水費、修繕費 

（５）学生用ロッカー、備付けの傘と傘立、学生用靴箱、清掃用具等 

（６）教員の個室および合同教員室の備品類（机、椅子、ストーブ、扇 

  風機、ポット、書類保管庫等） 

Ａ》（１）および（２）については「教育研究経費（支出）」として処理す 

       ることが妥当である。 

        （３）および（４）の消耗品費、通信費、光熱水費については、主たる 

       使途にしたがって区分するか使用割合によって按分すべきであり、修繕 

       費はそれぞれ修繕の場所によって区分する必要がある。教室、実験室等 

       の修繕であれば「教育研究経費（支出）」でよい。 



Ｑ１２５ 教育研究経費と管理経費の区分 2/2 

 

 

 

 

 

 

  （５）および（６）のうち備付けの傘、清掃用具、ポット等消耗品扱いと 

 なるものは、（５）は学生に係るものであるため「教育研究経費（支出）」、   

  （６）は教員の福利厚生に係るものであるため「管理経費（支出）」とな 

  るが、固定資産の扱いが求められるものは、資金収支計算書で使途に応じ 

  て「教育研究用機器備品」「管理用機器備品」に計上し、これに係る減価 

  償却費も機器備品の使途に応じて事業活動収支計算書の「教育研究経費」  

 「管理経費」で処理することとなる。 

     なお、固定資産に計上された備品相当額は、基本金組入れの対象となる 

   ので留意されたい。 
〔出典：実務問答集改正会計基準対応版78〕 

Ｑ１２６  目的分類による科目の設定  1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》「（大科目）教育研究経費（支出）」の小科目として、「厚生補導費 

    （支出）」というような科目を設けて、厚生補導に関するすべての支出 

      をこの科目に計上できるか。 

Ａ》「基準」別表第一注2では「小科目に追加する科目は、形態分類 

     による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが 

     困難であり、かつ、金額が僅少なものについてはこの限りではな 

     い。」と定めている。 

        形態分類とは、支出を取引の対象に即して整理する科目分類の  

     ことをいい、たとえば「光熱水費（支出）」や「通信運搬費（支 

     出）」などであり、質問の「厚生補導費（支出）」という小科目 

    は形態分類には該当しない。 



Ｑ１２６  目的分類による科目の設定  2/2 

 

 

 

 

 

 

    したがって、「厚生補導費（支出）」という小科目を設定する

場合は「形態分類によることが困難であり、かつ、金額が僅少な

もの」に該当する場合に限られ、関連するすべての支出を計上す

る目的で設定することはできない。 

    目的分類や機能分類により関連する支出をまとめる場合は、別

途、中科目として設定することができる（「基準」別表第一注３

参照）。したがって、予算管理等のために必要であれば「厚生補

導費（支出）」の様な中科目は設けることは可能であるが、この

場合は必ず、関連する支出を計上するために必要な小科目を併せ

て設けなければならない。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版343〕 

Ｑ１２７  校舎の修繕費等の教育研究経費と管理経費の区分 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》校舎の水道管が破損したため修理した。また、学生食堂の屋根 

   が破損したため修理した。 

      これらの支出を「教育研究経費（支出）」として処理すること 

   は妥当か。 

Ａ》校舎のうち直接教育活動に係る部分の水道管の修理について 

    は、「教育研究経費（支出）」として処理することとなる。一 

    方、補助活動である食堂に要する経費は「管理経費（支出）」 

    として処理することが妥当である。 

 

参考：「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について（通知）」

（昭46.11.27 文部省管理局長通知 雑管第118号） 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版111〕 



Ｑ１２９  各種印刷費の教育研究経費と管理経費の区分 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》印刷費のうち、入学願書、合格通知、学籍簿、誓約書、校納 

   金納付票、学生カード、卒業者名簿、各種証明書等に係る支 

   出を「教育研究経費（支出）」として処理することは妥当か。 

Ａ》質問の印刷物のうち、入学願書は学生生徒等の募集のために 

   要する経費であるため、また、校納金納付票は、経理に要する 

   経費であるため、「管理経費（支出）」として処理することが 

   妥当であるが、それ以外は「教育研究経費（支出）」として処 

   理することとなる。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版80〕 

Ｑ１３０ 移転に係る支出 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》当年度、法人本部・学校部門を含めキャンパスの全面移転を 

 予定しているが、移転に伴う支出は「管理経費（支出）」で処  

 理すべきか。 

Ａ》教育研究経費と管理経費の区分は、「教育研究経費（支出）」に含め 

 るものの範囲を広義とするか、狭義とするかによって判断が異なる。狭 

 義の解釈に拠れば、法人財産の移転は、直接教育研究の用に供さないの 

 で「管理経費（支出）」とも考えられるが、「『教育研究経費と管理経 

 費の区分について（報告）』について（通知）」（昭46.11.27 文部省 

 管理局長通知 雑管第118号）では広義の解釈に拠っている。 

  したがって法人・事務部門の移転経費は「管理経費（支出）」で、教 

 育研究部門の移転経費は「教育研究経費（支出）」で処理することが妥 

 当である。 
〔出典：実務問答集改正会計基準対応版88〕 



Ｑ１３２ 修学旅行のキャンセル料 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》海外への修学旅行を計画していたが、直前に近隣の国際情勢が悪化 

 したため、安全確保上これを中止したところ、旅行代理店からキャン 

 セル料の請求があった。教育研究経費又は管理経費のどちらで処理す 

 ればよいか。 

Ａ》教育研究経費で処理する。 

  キャンセルと言う結果だけ見ると、財務的費用として管理経 

 費とすることも考えられるが、教育事業である修学旅行を、外  

 的要因により生徒の安全確保のために中止とし、契約にした   

 がって、キャンセル料を旅行業者に支払う場合、教育事業遂行  

 上必要な経費と考えられる。 

Ｑ１３４ 大学改革等のためのコンサルタント料 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学校改革を行うにあたって、カリキュラムや教育内容について分析・ 

 検討するため、コンサルタントを依頼した。これに係る支出は「教育研 

 究経費（支出）」「管理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》大学・短期大学等のカリキュラムや教育内容の現状を分析し、その結

果を検討するためのコンサルタントであるから、教育内容充実に向けた教

育上の取組みと考えられるので、「教育研究経費（支出）」として処理す

ることが妥当である。 

 ただし、分析・検討の結果、実際に改組等を行う場合、認可申請等に要

する経費は「管理経費（支出）」として処理することが妥当である。 

 契約の内容によっては、費用の内訳を適切に把握し、必要に応じて教育

研究経費・管理経費を区分して計上することも必要となる点に留意された

い。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版134〕 



Ｑ１３６ 旅費交通費の処理が年度にまたがる場合 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教員が前年度（３月29日）から当年度（同年の４月２日）にかけて

学会出席のため出張する。この場合、全額を当年度の「旅費交通費（支

出）」として処理することは妥当か。 

Ａ》旅費交通費については、出発前に旅費規程に基づき全額概算 

 で支払い、後日、過不足が生じた時、精算を行うのが一般的で 

 ある。 

  ２会計年度にまたがって出張する場合の取扱いについては、 

 各会計年度で処理するのが原則であるが、質問のように短期の 

 出張の場合は、金額の重要性を考慮し、実務上の煩雑さを避け 

 て当年度で処理することでもよい。 

  以上の点を配慮し、いずれか一方により、毎年度継続的に処 

 理をされたい。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版149〕 

Ｑ１３７ 年度末に残ったオープンキャンパス用のボールペンの処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》オープンキャンパス用に、学校名入りのボールペンを大量に作成し、 

 期末時点でその半数以上が残ったが、これは次年度以降も配布できる  

 品物である。 

  全額を今年度の経費支出にはできないといわれたが、その場合の支 

 出科目は何で処理すればよいか。 

Ａ》生徒募集のために要する広告・宣伝費に該当するので、支出時は広報 

 費支出等で処理する。そして、すべて使い切らずに、次年度以降に利用 

 できるボールペンが残った場合は、貯蔵品となる。 

  消耗品等で、年度末に未使用のものは貯蔵品で処理することとされて  

 いるので、金額が僅少でなければ、貯蔵品で処理する。 

 

〔「学校法人会計基準の処理標準（記載科目）の改正等について（通知）」（昭56.11.2 東京

都総務局学事部長通知 56総学二第284号 最終改正 平27.1.30 東京都生活文化局私学部長通知 

26生私行第3111号）：参照〕 



Ｑ１３９ 補助金により購入した少額の物品 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》国又は地方公共団体より受けた補助金で購入した物品のうちに、 

 学校の経理規程上では一点の金額が少額のため消耗品とすべきもの 

 があります。補助金で購入した物品でも少額のものは「消耗品費」 

 として処理して差し支えないでしょうか。 

Ａ》「消耗品費」として経費処理することとなる。ただし、所轄庁等に 

  おいて特別な指示があったときには、これに従うものとする。 

   なお、補助金によって取得された物品としての性質上、その管理に   

  ついては、物品の管理台帳を整備する等、適切な管理が求められてい 

  る場合もあるので十分に留意されたい。 

 

〔出典：「固定資産に関するＱ＆Ａ」（平22.6.9 学校法人委員会研究報告第20号1-４）〕 

Ｑ１４２ 非常用保存食の購入に係る処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》災害に備えて児童生徒等のために非常用保存食を大量に購入した。

この非常食の保存期間が３年から５年程度にわたるところから、これに

係る支出は資産計上すべきか。なお、支出総額は300万円ほどである。 

Ａ》非常用保存食の購入に伴う支出については、非常食の単位当たりの金 

 額も低く、経費処理が妥当である。 

  非常時が生じない限り、非常食は一定期間経過後に廃棄処分され、新 

 しい非常食と交換される。 

  したがって貯蔵品として資産計上する方法も考えられるが、非常食糧 

 としての性格から、先の理由により資産として計上する必要性はないも 

 のとみられる。 

  それゆえ、児童生徒等のための非常食の購入支出は、「（大科目）教 

 育研究経費（支出）」、「（小科目）消耗品費（支出）」に含めて処理 

 すればよい。なお、小科目について、都道府県より別途科目の指定があ 

 る場合には、それに従うこととされたい。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版188〕 



Ｑ１４３ 防災備蓄用品の購入費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》災害備蓄用の毛布、防災頭巾などの防災グッズを購入した場合、 

  会計処理はどのようにすればよいか。 

Ａ》教育研究経費の消耗品費（支出）として処理する。未使用分につい 

 て、貯蔵品とすることも考えられる。 

  毛布や防災頭巾などの備蓄品は、災害時に備える目的で取得するもので  

 あり、固定資産のように長期に亘って使用することを想定していない。 

  また、一点あたりの単価も低いので消耗品費（支出）として処理する 

 ことが妥当である。 

  しかし、例えば、梱包されたままの毛布が避難訓練などで使用される 

 こともなく、そのまま保管されているような場合は、貯蔵品に振替えて 

 計上する処理も考えられる。その場合は、毎期末、実地棚卸により在庫 

 の状況を確認して、使用分については、消耗品費等に振替えることになる。 

Ｑ１４６ 卒業記念品 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》卒業生に渡す記念品（ボールペン）の購入代を、「教育研究 

 経費（支出）」として処理することは妥当か。 

Ａ》卒業生に渡す記念品の購入代は、卒業式に係る支出に含まれる  

 ものと考えられるから、「教育研究経費（支出）」として処理す 

 ることが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版123〕 



Ｑ１４７ ホームステイで招いた生徒に係る経費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教育活動の一環としてホームステイによる交換学生を海外から受入 

 れている。受入学生のためのパーティ等の費用はどの科目で処理すれ 

 ばよいか。 

Ａ》ホームステイで呼んだ生徒は、本学校に在籍する生徒ではないが、学校 

 が教育活動の一環として国際交流事業を行うのであるから、「教育研究経 

 費（支出）」のそれぞれの形態別分類にあった小科目で処理する。金額が 

 僅少であれば、国際交流費支出などの小科目を設けることも差支えない

（Ｑ126を参照のこと）。 

Ｑ１５０ 学生生徒等の募集に要する経費の範囲 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》「学生生徒等の募集のために要する経費」は「管理経費（支出）」 

  として処理されることになっているが、入試に先立って行われた願 

  書処理あるいは入試に備えての諸会議等の費用を「教育研究経費 

  （支出）」として処理することは妥当か。 

Ａ》「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について 

 （通知）」（昭46.11.27 文部省管理局長通知 雑管第118号解説）では、 

 「学生生徒等の募集のために要する経費」には、「入学選抜試験に要す  

 る経費を含まないものとすること」とあることから、入学選抜試験に直  

 接要する経費は「教育研究経費（支出）」となると解するものであり、 

 入試に備えての諸会議費等はこれに該当すると考えられる。 

  なお、募集広告から入学願書受付までの諸費用は、募集に要する経費 

 であるから「管理経費（支出）」として処理することが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版103〕 



Ｑ１５４ 教育実習、就職活動に係る職員の旅費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教育実習や就職活動に係る職員の旅費交通費は、「教育研究 

 経費（支出）」で処理することは妥当か。 

Ａ》教育実習、保育実習、栄養士実習などの校外実習は、教育活動 

 の一環として行われるものである。 

  また、卒業予定の就職斡旋等も学生に対する厚生補導活動の一  

 環であり、学生の可能性を最大限に発揮させる重要な教育活動で 

 ある。 

  経費区分については、業務の目的・内容に応じ、実質で判断す 

 べきであり、本問については、専任職員であっても校外実習や課 

 外教育（オリエンテーション等）のための出張等に要する経費は、  

 「教育研究経費（支出）」として処理することが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版81〕 

Ｑ１５６ 外国人教員採用に伴う移籍料 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》カナダから外国人教員を採用することとなったが、在籍しているカ 

 ナダの大学から移籍料として６千ドル（約60万円程度）を要求され、 

 支払うこととした。この移籍料は「教育研究経費（支出）」「管理経 

 費（支出）」のいずれの科目で処理すべきか。 

Ａ》「管理経費（支出）」として処理することが妥当である。 

 「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について（通 

 知）」（昭46.11.27 文部省管理局長通知 雑管第118号）では、「人事 

 に要する経費」は「管理経費」に含めるとしている。 

  相手に支払う移籍料も教員を採用するための人事に要する経費である  

 ので「管理経費（支出）」に、適当な小科目を設けて計上する。 

 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版128〕 



Ｑ１５７ 職員の海外研修参加費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》生徒の海外修学旅行に、当法人の事務職員を引率者として参加させた。 

 この場合、要した経費は「教育研究経費（支出）」、「管理経費（支  

 出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》「教育研究経費（支出）」と「管理経費（支出）」の判断は、 

 その研修の目的や対象によって実質で行う必要がある。 

  したがって、教員か職員かにかかわらず、生徒の引率者とし 

 て参加したので、「教育研究経費（支出）」で処理することと 

 なる。 

Ｑ１５９ 教員公募のための新聞広告 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》大学の教育研究の活性化を求めて大学教員を広く公募することとな 

 り、新聞に募集広告を出した。この教員募集のための支出は「教育研 

 究経費（支出）」「管理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》「管理経費（支出）」が妥当である。 

 「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について（通 

 知）」（昭46.11.27 文部省管理局長通知 雑管第118号）によれば「２． 

 総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費」は 

 管理経費としている。また、このなかで「法人本部におけるこれらの業 

 務のみならず、学校その他の各部門におけるこの種の業務に要する経費 

 も含めることが適当である」としている。 

  質問の支出は、教員公募という人事に関する経費と考えられることから、 

 同通知に基づいて、「管理経費（支出）」と処理することが妥当である。 
〔出典：実務問答集改正会計基準対応版130〕 



Ｑ１６１ 樹木の手入れ等の経費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》校庭の草取り、樹木の手入れをしたが、処理科目は何がよいか。 

 また、移植した場合はどうか。 

Ａ》校庭、樹木等の構築物の手入れであるから、修繕費支出で処理 

 する。しかし、学校清掃の一環として外部業者に依頼して校庭の 

 清掃を行う場合もあり、報酬・委託・手数料支出で処理すること  

 もあろう。移植についても同様である。 

Ｑ１６３ 校地の修繕費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》教室棟の周囲の敷地がぬかるため、20万円程度の費用をかけて 

 土・砂利を敷設して補修した。この場合の支出は、「教育研究経 

 費（支出）」か「管理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》教育活動の場である校地の修繕であり、「教育研究経費（支出）」と 

 なる。 

  なお、グラウンド全体に暗渠排水溝を施工する等により、敷地の排水   

 機能が向上する内容の改修工事は、「（大科目）施設関係支出」 

 「（小科目）構築物支出」とし、「構築物」に資産計上することと 

 なる。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版114〕 



Ｑ１６４ 園庭改修工事の会計処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》園庭から、ガラスの破片など危険物が頻繁に出るので、園庭 

 土部分を20㎝ほど掘り返してこれらを撤去し、新しい土と入れ 

 替えた。この工事は「資産」とすべきか、または「修繕費」と 

 するのが妥当であるか。 

Ａ》一般に資本的支出は、有形固定資産の価値を高め、または、 

 使用期間を延長するための支出である。一方、有形固定資産の 

 通常の維持管理のため、または毀損した有形固定資産の原状回 

 復のための支出であれば、修繕費となる。質問のケースでは、 

 この土の入替え工事により、園庭としての機能回復をするに過 

 ぎないと判断されるので、「教育研究経費（支出）」の「修繕 

 費（支出）」とすることが妥当である。 

Ｑ１６５ 建物維持に係る経費の按分 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》フロアの一部に法人部門の事務室がある建物がある。この建物に係る 

 火災保険料や、防火設備の保守点検費、清掃委託費について、どのよう 

 に「教育研究経費（支出）と「管理経費（支出）」に区分すべきか。 

Ａ》火災保険料、防火設備の保守点検費、清掃委託費とも、建物 

 の維持管理のために必要な経費で、建物全体に係る経費である。 

  従って、対象となる建物の使用状況に応じて教育研究・管理 

 に属する面積を算出し、その構成割合によって按分計上するこ  

 とが妥当である。また、支出の内容に応じて適宜、学生生徒等  

 数や教職員数等の人数を按分基準として使用することも考えら 

 れる。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版113〕 



Ｑ１６７ 建物取壊しと仮設校舎の建設費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》高校の校舎を改築するに際し、次の支出については経費支出か、施設関 

 係支出のいずれとして処理すべきか。 

（１）既存建物取壊し費用１億円 

（２）２年６ヵ月使用する予定であるプレハブ仮設校舎建築費１億５千万円 

Ａ》１）について 

 取壊しの対象となった建物の使途に応じて経費として処理することが妥当

である。すなわち、教育研究関係の建物の取壊し費用は、「教育研究経費

（支出）」とし、管理関係の建物の取壊し費用は、「管理経費（支出）」と

して処理することが妥当である。 
参考：「教育研究経費と管理経費の区分に関するＱ＆Ａ」（平26.9.3 学校法人委員会研究報告第30号Ｑ２） 

（２）について 

 仮設校舎とはいえ当該建物は、１年以上使用するのであるから、「（大科

目）施設関係支出」、「（小科目）建物支出」として処理することが妥当で

ある。減価償却期間は２年６ヵ月とすればよい。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版153〕 

Ｑ１７０ 建物の減価償却もれの対応 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》昨年度の決算において、校舎の一部について減価償却が行われ 

 ていなかったことが、今年度判明した。どのように修正すべきか。 

Ａ》平成25年の「基準」改正においては、過年度の減価償却不足 

 額は、過年度修正額として、事業活動収支計算書の特別収支 

 の事業活動支出の部に計上されることとされた。 

  修正金額が多額になった場合などは、当該修正の内容等を注 

 記で対応することが考えられる。 



Ｑ１７２ 経常費補助金の一部返還 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》私立大学等経常費補助金の額の確定に伴い、過大交付があったとして 

 過大交付額の返還を求められたが、過年度修正として処理するという認 

 識でよいか。 

  また、翌年度以降も同様な返還が発生することを想定して返還金を当 

 初予算に予め計上しておくことは妥当か。 

Ａ》補助金が過年度の交付決定で一旦確定のうえ収受している点に鑑みると、その 

 一部に返還があったとしても、それは補助金の一部取消し及び返還命令に従った 

 ものであるため、過年度の修正には該当しない。 

  私立大学等経常費補助金に係る返還金は「（大科目）管理経費（支出）」 

 「（小科目）私立大学等経常費補助金返還金（支出）」として計上することが妥 

 当である。区分計上については活動区分資金収支計算書では「教育活動による資 

 金収支」に、事業活動収支計算書では「教育活動収支」に計上する。 

  なお、補助金の返還という事態は尋常でないことであり、予め補助金の返還が 

 発生することを想定して予算計上することは適切ではない。 
参考：「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について（通知）」に関する実務指針」（平

26.1.14 学校法人委員会実務指針第45号２-５）〔出典：実務問答集改正会計基準対応版156〕 

Ｑ１７３ レンタル契約によるモップの取替に係る支出 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》レンタルによってモップ、マットを使用しているが、取替えに係る 

 支出はどの科目で処理すればよいか。 

Ａ》「賃借料（支出）」又は「消耗品費（支出）」で処理する。 

  レンタルによるモップの取替えは、契約の形式からは「賃借 

  料（支出）」で処理することが適当である。しかし、消耗品 

  であるモップを定期的に取替えているという実態を重視して、 

  「消耗品費（支出）」で処理することも認められよう。 

   なお、一度採用した科目はみだりに変更してはならないこ 

  とに留意する。 



Ｑ１７４ 産業廃棄物業者への支出科目 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》粗大ごみについては有料で産業廃棄物業者に処分を依頼している。 

 この支出科目は何で処理すればよいか。 

Ａ》報酬・委託・手数料支出で処理する。 

 なお、学校祭や運動会などのあとの粗大ごみや机、ロッカー等、学校の 

 教育活動の結果発生したごみの処分は、教育研究経費支出でよい。 

  学校法人部門や食堂・売店等の補助活動部門で発生したごみの処分は、 

 管理経費支出となる。 

Ｑ１７５ 授業料収納事務の外部委託費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学生から受ける授業料の収納事務をコンピュータ処理しており、外 

 部委託している。これに要する経費は「教育研究経費（支出）」「管 

 理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》「管理経費（支出）」が妥当である。 

  「『教育研究経費と管理経費の区分について（報告）』について（通 

 知）」（昭46.11.27 文部省管理局長通知 雑管第118号）によれば、教 

 育研究経費と管理経費の区分について、総務・人事・財務・経理その他 

 これに準ずる法人業務に要する経費は管理経費としている。授業料収納 

 事務の外部委託に要する経費は経理関係事務経費と考えられると 

 ころから同通知に基づいて、「管理経費（支出）」として処理する 

 ことが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版136〕 



Ｑ１７６ 校外施設の管理委託 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》当校では校外施設の管理を外部の業者に依頼し、管理料を支払って 

 いるが、どの科目で処理すればよいか。 

Ａ》報酬・委託・手数料支出で処理する。 

 なお、管理人と学校の間には雇用契約がなく、業者と学校との 

 業務委託契約であるので報酬・委託・手数料支出で処理する。  

  また、校外施設が教育施設であれば、教育研究経費支出とな 

 る。 

Ｑ１７７ 評議員に対する報酬 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学校法人の評議員に対して支払う報酬については、報酬か役員報酬 

 のいずれとすべきか。 

Ａ》「基準」別表第一（資金収支計算書の記載科目）および別表 

 第二（事業活動収支計算書の記載科目）において、役員報酬と 

 は「理事及び監事に支払う報酬」であるとされている。 

  評議員は役員ではないため、評議員に対して支払った報酬は 

 役員報酬には含まれない。 

  したがって、「（大科目）管理経費（支出）」において、適 

 当な小科目（例えば、「報酬（支出）」等）として計上するこ 

 とが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版148〕 



Ｑ１７８ 学外ＯＢに支払うコーチ謝礼 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学外のＯＢにクラブのコーチを依頼している。謝礼を払った場合の 

 勘定科目についてご教示いただきたい。 

Ａ》コーチと学校との契約実態により判断する。教育研究経費の 

 報酬・委託・手数料（支出）又は人件費（支出）となる。 

Ｑ１７９ 顧問弁護士に係る費用と部門計上 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》顧問弁護士を委嘱したが、その費用の処理科目と部門計上はどのよう 

 にすればよいか。 

Ａ》顧問弁護士への報酬は、「総務・人事・財務・経理その他これに準ず 

 る法人業務に要する経費」にあたり、管理経費となる。〔「『教育研究 

 経費と管理経費の区分について（報告）』について」（昭46.11.27 文 

 部省管理局長通知 雑管第118号：参照）〕 

  また、科目は「学校法人会計基準の処理標準（記載科目）の改正等に 

 ついて（通知）」（昭56.11.2東京都総務局学事部長通知 56総学二第 

 284号 最終改正 平27.1.30 東京都生活文化局私学部長通知 26生私行 

 第3111号）により、報酬・委託・手数料支出で処理する。 

  なお、通常は法人部門に計上するが、特定の事件等に係る報酬で 

 あれば当該部門に計上する。 



Ｑ１８０ 理事者への顧問弁護士費用の支払い 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》当学校法人の理事は、弁護士の資格を有しており、法律顧問として 

 理事とは別に契約している。その報酬はどのように処理したらよいか。 

Ａ》法律顧問としての報酬は、役員報酬とは別に、管理経費の 

 報酬・委託・手数料（支出）として計上する。 

Ｑ１８１ 公認会計士への監査報酬の部門計上 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》公認会計士の監査報酬（管理経費）は、学校法人部門のみに計上す 

 ることでよいか。 

Ａ》各部門に計上する。個別部門毎の監査であることが明らかな額は個 

 別費として当該部門に計上するが、それ以外は共通支出として各部門に 

 配分計上する。配分基準としては補助金収入、事業活動収入計、事業活 

 動支出計等が考えられるが、全部門に配分できるよう、一定の合理的な 

 基準を設けて継続して適用すべきである。 

  なお、小科目としては、報酬・委託・手数料（支出）、支払報酬（支 

 出）、監査報酬（支出）等がある。 



Ｑ１８２ 銀行振込手数料の処理 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》銀行の振込手数料はどの科目で処理したらよいか。 

Ａ》学校が負担する振込手数料は、財務・経理に関する費用なの 

 で管理経費支出の報酬・委託・手数料支出で処理する。 

Ｑ１８３ 就職指導としての「教養試験講座」の収入と支出 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学生の就職指導の一環として業者委託の「教養試験講座」を実施し 

 たい。この講座は希望する学生から費用の一部を負担してもらう予定 

 だが、その際の収入と支出の処理はどのように処理すべきか。 

Ａ》収入については、資金収支計算書では「（大科目）付随事業・収 

 益事業収入」、事業活動収支計算書では「教育活動収支」の「（大 

 科目）付随事業収入」に適当な小科目（例えば「就職教養講座収 

 入」等）を設け、支出については、学生の就職指導は教育研究活動 

 の一環であることから「（大科目）教育研究経費（支出）」とする 

 のが妥当である。質問の場合、業者委託であるため、「（小科目） 

 報酬・委託・手数料（支出）」等で処理することが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版93〕 



Ｑ１８８ 私学団体の会費について 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》私学団体に加盟しているが、団体の活動内容が教育研究に関するもの 

 から経営に関するものまで多岐に及んでいる場合、団体の会費は「教育 

 研究経費（支出）」「管理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》私学団体の会費については、団体の設立目的・活動内容に応じて教育 

 研究・管理のいずれかに区分することが原則だが、実際には活動内容が 

 多岐に及ぶため明 確な区分が困難である場合が多い。 

  所謂「私学団体」と呼ばれる団体は一般的に学校種、地域、分野等ご  

 とに組織され、私学の教育研究の振興を中心に、教育研究条件の向上や 

 学生・教職員の福利厚生の充実や経営体制の強化等、幅広い活動目的を 

 掲げているものが一般的である。 

   

Ｑ１８８ 私学団体の会費について 2/2 

 

 

 

 

 

 

 従って、教育研究から法人運営に関する事項まで幅広い活動実態を有す

る団体については、私立学校における教育研究水準の向上と学校法人の運

営の充実が密接かつ不可分の関係にあることに鑑み、係る会費を「教育研

究経費（支出）」に計上することも許容されると考えられる。 

 なお、専ら私学経営者を会員とし法人経営上の課題解決や補助金獲得の

みを活動目的とする団体や、活動目的に教育研究の向上を掲げているが実

際は該当する活動を行っていない団体については、係る会費は「管理経費

（支出）」とすべきだろう。 

 具体的には団体の定款等に掲げられる活動目的や事業計画、予算・決算

の状況等の客観的な事実を根拠として判断することとなろう。 

 なお、上記の考え方は、私学団体以外の団体・組織の会費について「教

育研究経費（支出）」と「管理経費（支出）」の区分を判断する際にも参

考となると考えられる。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版98〕 



Ｑ１９０ 周年記念事業の実施に係る支出 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》本学校法人の○○周年記念事業の一環として、式典費（パーティ含 

 む）、記念品代、学術シンポジウム費、学生のクラブ活動への補助、 

 記念誌等に幅広く費用を支出したが、これらは「教育研究経費（支 

 出）」か「管理経費（支出）」のいずれで処理すべきか。 

Ａ》学校法人の周年記念事業そのものは直接に教育研究を目的とするものではない 

 ため、基本的には「管理経費（支出）」として処理することが妥当である。 

  しかし、周年記念事業の一環で実施される学術シンポジウム等の催事で、在校 

 生や研究者等を対象とした教育研究的性質を有する行事については、実施に係る 

 経費は「教育研究経費（支出）」と考えられる。学生のクラブ活動への補助も同 

 様に、学生の課外活動の充実に資する支出であるから「教育研究経費（支出）」 

 となる。 

  なお、式典費、記念品代、周年記念誌は主に管理的な業務とみなされるため 

 管理経費となると考えられる。 

  支出した科目の名称や形式に捉われず、支出の内容や目的もふまえて個別の支 
 出ごとに判断することが望ましい。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版124〕 

 

Ｑ１９１ 新校舎完成に伴って支出した記念行事費 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》新校舎完成に伴い落成記念式典を催したが、これに要した記念品代 

 およびパーティ開催費については、校舎の取得価額に算入するか、あ 

 るいは経費処理とするか、いずれの方法で処理すべきか。 

Ａ》新校舎完成後に支出されたこれら記念品代等の諸費用は、校 

 舎の取得価額には算入せず、「管理経費（支出）」として処理 

 することが妥当である。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版122〕 



Ｑ１９２ 和解金の支出科目 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》和解金の支払に伴う処理科目は何か。 

Ａ》「管理経費（支出）」の例えば「和解金（支出）」として処 

 理する。 

  和解金については、東京都の「学校法人会計基準の処理標準 

 （記載科目）の改正等について（通知）」（昭56.11.2 東京都 

 総務局学事部長通知 56総学二第284号 最終改正 27.1.30 東京 

 都生活文化局私学部長通知 26生私行第3111号）に示す記載科 

 目で処理することが困難と認められるので、適当な小科目を設 

 定する。 

Ｑ１９３ 地域社会への寄付の是非 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》キャンパスの位置する地域の自治会から、集会所建設のための寄付 

 依頼があった。従来学校法人から寄付をしたことはないが、地域自治 

 会のことでもあり、可能な限り対応したいと考えているが、寄付の支 

 出は認められるか。 

Ａ》学校の使命は、教育・研究にあり、学校法人の資産はこの目的達成の 

 ために役立てられるべきものである。したがって、学校法人がこれらの 

 目的以外に寄付を行なうことは学校法人の制度趣旨に照らしても望まし 

 いとはいいがたい。 

     しかしながら、学校法人であっても地域社会の理解と協力なくしては 

 存立することはできないことも軽視できない事実であり、相応の協力を 

 することを直ちに否定するものではないと考えられる。基本的には学校 

 法人の判断するところと考えられる。 



Ｑ１９３ 地域社会への寄付の是非 2/2 

 

 

 

 

 

 

    ただし、一方で経常費補助を受けている学校法人が、他方で多額の寄付 

を行うことは、容易に国民の納得を得られないであろう。それゆえ、500 

万円以上の寄付を行った学校法人は、私立大学等経常費補助金取扱要領12 

により、あらかじめ日本私立学校振興・共済事業団に「寄付金支出届出

書」を提出し、その寄付金支出が大学の教育研究上真にやむを得ないもの

であるか否かにつき判断を受けることとされている。 

 なお、会計処理は、「（大科目）管理経費（支出）」の「（小科目） 

 寄付金（支出）」として処理することが妥当である。 

 
 参考：私立大学等経常費補助金取扱要領 12．寄付金支出の届出 
  「補助事業者は、寄付金（学校教育法（昭和22年法律第26号）に定める学校における教育 
  又は研究に関する事業（外国におけるこれに相当する事業を含む。）に係るもの及び500  
  万円未満のものを除く。）を支出しようとする場合には、あらかじめ別紙様式３により寄 
  付の内容を記載した寄付金支出届出書に関係書類を添えて事業団に提出しなければならな 
  い。」                 〔出典：実務問答集改正会計基準対応版142〕 

  

編者注：ただし書は大学法人・短期大学法人・高等専門学校法人の取扱いであるの 

    で、中高法人は前段の回答を利用して下さい。 

Ｑ１９４ 学校法人からの寄付 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》学校法人が政治団体への寄付をすることは可能か。 

 また、他の学校法人などの諸団体へ寄付する場合の留意点はあるか。 

Ａ》補助金を受けている学校法人は、政治活動に関する寄付を行うことはできない。 

  政治資金規正法第22条の３により、国又は地方公共団体から、補助金・助成 

 金・交付金・負担金・利子補給金その他の給付金の交付若しくは資本金等の出資 

 を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄付をすることができない 

 とされているので、注意されたい。 

  また、学校法人の使命に従えば、他の組織への寄付は基本的に望ましいことで 

 はない。ただし、教育上の効果・協力関係、お互いの設立時の経緯などから、他 

 の学校法人や海外姉妹校などに寄付を行う場合がある。この寄付が「関連当事者  

 との取引」「学校法人間取引」にあたるかどうかを判断しなければならない。 

  他の団体等に寄付を行った場合、注記事項としての「関連当時者との取引」 

 「学校法人間取引」に該当する場合には、必要に応じて貸借対照表に注記するこ  

 ととなる。 



Ｑ１９５ テニスコート修繕に係る経費按分の是非 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》中高で共用しているテニスコート（構築物）を修繕することとなった。 

 テニスコートそのものは高校の資産として計上しているが、実際は中学 

 校でも使用している。修繕費を中高で按分したいが、問題はないか。 

Ａ》高校と中学校の両部門に計上する。 

  利用に伴って生じる諸費用は、購入時の資産計上部門にとら 

 われることなく、使用部門が負担し、計上しなければならない。 

  したがって、修繕費や減価償却額は在学者数、使用時間等妥 

 当と認められる基準により、使用部門に配分する。 
 

参考：日本公認会計士協会東京会 研究報告 知事所轄学校法人会計Ｑ＆Ａ（平10.1.13 Ｑ７） 

Ｑ１９７ 個人に課せられた損害賠償金の負担 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》校内で発生した事故に関して教員が訴えられ、敗訴して損害賠償が 

 課せられたが、業務関連性、学校の責任等を鑑みて、法人が負担する 

 こととした。科目はどうすればよいか。 

Ａ》事故につながった行為が、業務に関連しており、故意重過失 

 がなければ、損害賠償金を学校が負担しても、それを教員に対 

 する貸付金や人件費とするのではなく、管理経費の損害賠償金  

 （支出）等として処理する。 



Ｑ１９８ 自動車リサイクル法施行に伴う会計処理 1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》生徒用のバスを購入した際にリサイクル料を支払った。この支出にか 

   かる会計処理はどうすればよいか。 

  なお、既に保有している別の車両について、車検の際に自動車のリサ 

 イクル料金を請求され支払った。どのように会計処理すればよいか。 

Ａ》リサイクル料金は下記の五つから構成されている。 

 ａ シュレッダーダスト料金 

 ｂ エアバッグ類料金 

 ｃ フロン類料金 

 ｄ 情報管理料金 

 ｅ 資金管理料金 である。 

  ａ～ｄは車両を使用中は資産として計上し、廃車して処理業者に引き 

 渡した時点で、リサイクル費用として経費処理する。また中古車として 

 引き渡す場合はその時点で次の所有者に当該資産を引き継ぐ処理をする。 

  なお、自動車リサイクル法施工時に既に使用中の車両は、同法施行後  

 の最初の車検時にリサイクル料金を支払うシステムとなっている。 

Ｑ１９８ 自動車リサイクル法施行に伴う会計処理 2/2 

 

 

 

 

 

 

【説例】 

 ａ シュレッダーダスト料金・・・・・・ 5,000円 

 ｂ エアバッグ類料金・・・・・・・・・ 3,000円 

 ｃ フロン類料金・・・・・・・・・・・ 1,870円 

 ｄ 情報管理料金・・・・・・・・・・・    130円 

                    合計 10,000円 

ｅ 資金管理料金・・・・・・・・・・・     480円 

（１）新車の生徒用バスを取得した 

  （借方）預        託       金（支出）10,000 ／ （貸方）現              金      10,480 

              報酬･委託･手数料（支出）     480 ／ 

（２）上記のバスを廃車した 

  （借方）報酬･委託･手数料（支出）10,000 ／ （貸方）預託金（回収収入）10,000 

（３）上記のバスを下取りに出した（次の所有者に引き継ぐ） 

  （借方）現                   金          10,000 ／ （貸方）預託金（回収収入）10,000 

  なお、預託金となるａ～ｄはリサイクル券Ａ券からＤ券として車検証に付けられてい

ることが多く、下取りに出す際は次の所有者に引き渡すことになる。 



Ｑ１９９ 外貨預金の評価損益の計上区分  1/2 

 

 

 

 

 

 

Ｑ》外貨預金の円換算について、為替差益あるいは為替差損の計上につ 

 いては、どのように処理すべきか。 

Ａ》外貨預金の決済時に為替の変動により差益または差損が生じた場合、資金収支 

 計算書では為替差益については「（大科目）雑収入」に属する小科目として、為 

 替差損は「（大科目）管理経費支出」に属する小科目として計上することとなる。     

  この場合、活動区分資金収支計算書および事業活動収支計算書における活動区 

 分については、学校法人委員会実務指針第45号「『学校法人会計基準の一部改正 

 に伴う計算書類の作成について（通知）』に関する実務指針２-１」では、「外国 

 通貨及び外貨預金の本邦への交換や外貨建債権債務の決済の際に生ずる為替換算 

 差額、外貨建債権債務等につき期末日の為替相場に換算する場合に生ずる為替換 

 算差額等については、教育活動外収支に計上する」とされている。これは、代金 

 決済までの期間の為替変動が金融取引としての性格を有することを重視した処理 

 と考えられる。従って、為替差損益は以下の科目により処理するのが妥当である。 

Ｑ１９９ 外貨預金の評価損益の計上区分  2/2 

 

 

 

 

 

  上記処理において、資金収支計算書の「（大科目）雑収入」と「（大科

目）管理経費支出」は通常であれば活動区分資金収支計算書・事業活動収

支計算書とも活動区分は「教育活動」となるが、（小科目）為替差損益に

ついては、活動区分資金収支計算書上の活動区分は「その他の活動」、事

業活動収支計算書上の活動区分は「教育活動外収支」となり、通常とは異

なる活動区分に属することとなる点につき、留意されたい。 

〔出典：実務問答集改正会計基準対応版154〕 


