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簿記の基礎知識から組合特有の処理まで幅広くカバー!
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世の中には色々な法人（団体）があり、各々の特性によって会計基準が設けられています。

● 一般企業会計
（損益計算を管理）

● 公益法人会計
（正味財産増減・収支を管理）

● 学校法人会計
（資金収支・事業活動収支を管理）

● 社会福祉法人会計
（事業活動収支・資金収支を管理）

● 労働組合会計
（活動目的別に分けて管理）

会計基準が法律で
定められています

会計基準が法律で定められていません
▶但し、運営の財源である「組合費」の計画に基づいた
適正な支出が求められる。
また、基盤となる資産状況等の保全。そのために、
適正な会計処理に基づいた財政報告が求められる。

日本公認会計士協会が「労働組合会計基準」というガイドラインを作成しています。
しかし、ガイドラインという特性から強制力はなく、現在も労働組合ごとの処理方法が多く存在しています。

非
営
利
法
人

営
利

平成20年制度改革
会計基準改正

平成24年会計基準改正

平成27年～会計基準改正

諸法人(団体)と各々の会計基準
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「労働組合会計基準」

真 実性 の 原則・・・企業会計原則をはじめ、どの会計基準にも唱えられている。
計算書類は、会計帳簿に基づいて収支及び財産の状況に関する真実な内容を明瞭に表示する。

複式簿記の原則・・・会計帳簿は、複式簿記の原則に従って正しく記帳する。▶

継 続性 の 原則・・・会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法は、毎年度これを継続して適用し、
みだりに変更してはならない。

※「計算書類」とは、収支計算書、貸借対照表、附属明細書（例:組合費収入明細表、現金・預金明細表等）

収支計算書・貸借対照表の作成

労働組合の収支・財産の状況を適正に把握し報告することにより、活動状況を明らかにする。
【 目 的 】

【 原 則 】

【 各種規定 】

▶本部・支部会計による会計区分の規定。
▶活動または事業毎に資金を分けて管理する点に対し、特別会計等についても規定。

▶予算及び予算書の規定。
▶収支計算書の様式。貸借対照表の様式。貸借対照表の区分。

昭和60年（1985年）10月
日本公認会計士協会よりガイドラインとして公表。
公表された唯一の会計基準となり、各組合が会計規定・改廃の際に参考にすべき基準です。

労働組合会計基準とは



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ 4

単式簿記とは・・・

複式簿記とは・・・

いつ現金が入って、いつ現金が出ていったのかを知るための簿記となります。

これを「現金主義」と言い、収入と支出の状態を見る事はできますが、財政状態が分からない

簿記となります。

国や地方公共団体などが主に利用しています。

借方と貸方のある簿記となり、何の原因で？ その結果どうなったか？を表し、収入と支出の

状況と、その時点の財政状態も見ることができる簿記となります。

近年では省庁や税務署の指導なども影響して、増加傾向にあります。

一般企業・公益法人・学校法人・社会福祉法人の会計がこれに当たります。

収支計算書を作成

収支計算書と貸借対照表を作成

単式簿記と複式簿記の違い
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入金伝票

日付 20XX年7月8日 伝票番号 １

委員長 書記長 書記

勘定科目 摘要 金額

組合費収入 ７月分の組合費 1,000,000

合計 ￥1,000,000

この場合、収入を知ることはできますが、普通預金の増加を把握

できません。従って貸借対照表のある複式簿記が必要となります。

例題①
7月分の組合費1,000,000円が普通預金に振り込まれた。

収支計算書（報告式）

支出

次年度繰越金 1,000,000

収入

組合費収入 1,000,000

次年度繰越金

1,000,000

収入

組合費収入

1,000,000

支出

収支計算書（勘定式）

いつ現金が入って、いつ現金が出ていったのかを知るための簿記となります。

入金伝票を起票した場合

単式簿記
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収入

次年度繰越金

支出

負債資産

正味財産

次年度繰越金

収入支出

正味財産

負債

資産

【報告式】 【勘定式】

【貸借対照表】

資産－負債＝正味財産

【収支計算書】

収入－支出＝次年度繰越金

労働組合では、「収支計算書」は「報告式」、「貸借対照表」は「勘定式」で作成しているケースが多い。

仕訳の際には「勘定式」をベースに考えた方が分かりやすいと思います。

Ｐ

複式簿記①
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【収支計算書】 【貸借対照表】

支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

収入と支出の状況と、その時点の財政状態も見ることができる簿記となります。

会計期間

●

複式簿記は、この期間内の収入支出及び正味財産をいつでも明確に表す事ができます。

期首 期末

複式簿記②



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ 8

勘定科目は各労働組合が規約などに定めて継続して使用する必要があります。すべての勘定科目は借方と貸方

に分かれ、科目ごとに元の位置が決まっています。仕訳によって元の位置で増加し、反対側で減少します。

※複式簿記の基礎となりますので、ご自分の組合で実際に使用している科目を振り分けてください。

繰越金の部

当期収支差額

次年度繰越金

収入の部

組合費収入

加入金収入

雑収入

など

支出の部

人件費

大会費

事務所費

旅費交通費

消耗品費

水道光熱費

雑費

など

負債の部

預り金

仮受金

前受金

借入金

など

資産の部

現金

普通預金

仮払金

立替金

定期預金

出資金

什器備品

など
正味財産の部

積立金

次年度繰越金

借方（左側） 貸方（右側） 借方（左側） 貸方（右側）

【収支計算書】 【貸借対照表】

Ｐ

◆決算書と勘定科目の例 （※皆様が実際に使用している決算書や勘定科目とは異なります。）

複式簿記③



ＳＣＣＥＳ Ｃｏ.,ＬＴＤ 9

会計上では商品を購入して現金を支払ったり、組合費を受け取った時など、「資産・負債・正味財産・収入・支出の
各勘定で増減を生じる事柄」のこと。

仕訳とは、取引内容の対象となる科目を左側(借方)と右側(貸方)にわける作業

① 取引に伴う２つの「勘定科目」の選定
現金・預金や組合費収入・人件費・支部交付金など。

③ 左側(借方) と 右側(貸方) に、規則に従い分ける。

② 勘定科目は、５つのグループのどれかに含まれる。

資産 負債 正味財産 支出収入

仕訳のルール

取引とは

※取引に含まない事例 契約書を交わした・・・等、現金やその他資産の増減・減少が伴わない取引

仕訳とは

例：電気代を支払った（電気代は事務所費という科目を使い、預金口座から支払った場合）

借方（左） 貸方（右）

事務所費 預金

仕訳の仕方

グループ 借方（左） 貸方（右）

資産 増える（＋） 減る（－）

負債 減る（－） 増える（＋）

正味財産 減る（－） 増える（＋）

収入 減る（－） 増える（＋）

支出 増える（＋） 減る（－）

科目の分類と規則
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支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

例題①

7月分の組合費2,000,000円が普通預金に振り込まれた。

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金 2,000,000円 組合費収入 2,000,000円

普通預金

2,000,000

組合費収入

2,000,000

借方 貸方

貸借対照表

収支計算書

仕訳を起こしてみよう①
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支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

借方（左側） 貸方（右側）

旅費交通費 5,000円 現金 5,000円

例題②

タクシー代5,000円を現金で支払った。（現金は100,000円あったものとする。）

旅費交通費

5,000

現金 100,000現金 95,000
貸借対照表

収支計算書

借方 貸方

仕訳を起こしてみよう②
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現金 100,000

仮払金 0

現金 80,000

仮払金 20,000

支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

借方（左側） 貸方（右側）

仮払金 20,000円 現金 20,000円

例題③

仮払金を現金で20,000円手渡した。（現金は100,000円あったものとする。）

貸借対照表

収支計算書

借方 貸方

仕訳を起こしてみよう③
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旅費交通費

18,000

支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

例題④ （例題③の続きとする。）

後日仮払金の清算を行った（電車代18,000円しか掛からなかったケース）

現金 80,000

仮払金 20,000

現金 100,000

仮払金 0

現金 82,000

仮払金 0

借方（左側） 貸方（右側）

旅費交通費 18,000円 仮払金 20,000円

現金 2,000円

貸借対照表

収支計算書

借方 貸方

仕訳を起こしてみよう④
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支出 収入

次年度繰越金

資産 負債

正味財産

借方（左側） 貸方（右側）

現金 20,000円 預り金 20,000円

現金 20,000

例題⑤

保険料を現金で20,000円預った。

預り金 20,000
貸借対照表

収支計算書

借方 貸方

仕訳を起こしてみよう⑤
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取 引 借方（左側） 貸方（右側）

収入の場合 現金または預金 収入科目

支出の場合 支出科目 現金または預金

【振替】

預金から現金の引き出し 現金（増加） 預金（減少）

預金へ現金の預け入れ 預金（増加） 現金（減少）

仮払い 仮払金 現金または預金

仮払い精算 現金または預金 仮払金

立替え 立替金 現金または預金

立替え精算 現金または預金 立替金

預り金 現金または預金 預り金

預り金精算 預り金 現金または預金

【一取引二仕訳】

什器備品の購入 什器備品購入支出 現金または預金

什器備品 固定資産等見返正味財産

主な取引と仕訳ルール一覧

仕訳を起こしてみよう⑥

Ｐ
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取
引

伝
票

元
帳

残
高
試
算
表

予
算
実
績
表

精
算
表

収
支
計
算
書

貸
借
対
照
表

日常の処理 毎月の処理 決算の処理

日記帳や日計表を

作成している場合

もあります。

残高試算表は作成せずに、
予算実績表と現金・預金の
管理をしている場合もあり
ます。

収支計算書と貸借対照表を

作るために必要ですが、労

働組合ではあまり作成され

ません。

会計処理の基本的な流れ
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日付 相手科目 摘要 借方 貸方 残高

７/１ 前月繰越 100,000 100,000

７/８ 旅費交通費 タクシー代 5,000 95,000

残高 5,000 95,000

日付 相手科目 摘要 借方 貸方 実績

７/１ 累計実績 30,000 30,000

７/8 現金 タクシー代 5,000 5,000

累計実績 5,000 35,000

現金の元帳（現金出納帳）旅費交通費の元帳（総勘定元帳）

借方（左側） 貸方（右側）

旅費交通費 5,000円 現金 5,000円

仕訳例

取引には必ず２つ以上の科目があり、伝票では取引ごとの起票となるため、科目ごとの動きを把握する

ために総勘定元帳が必要となります。現金や預金などの元帳は「出納帳」と呼ばれています。

※「単式簿記」の組合では、貸借対照表の代わりに「出納帳」にて、現金や預金の残高を管理しています。

元帳の作成
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日付 相手科目 摘要 借方 貸方 残高

７/１ 前月繰越 100,000 100,000

７/８ 旅費交通費 タクシー代 5,000 95,000

残高 5,000 95,000

日付 相手科目 摘要 借方 貸方 実績

７/１ 累計実績 30,000 30,000

７/８ 現金 タクシー代 5,000 5,000

累計実績 5,000 35,000

科目 前月残 借方 貸方 残高/実績

現金 100,000 5,000 95,000

普通預金 3,000,000 1,000,000 4,000,000

組合費収入 2,000,000 1,000,000 3,000,000

旅費交通費 30,000 5,000 35,000

合計 1,005,000 1,005,000

現金の元帳（現金出納帳）

旅費交通費の元帳（総勘定元帳）

残高試算表

借方と貸方の数字が等しい

伝票から元帳へ正しく転記・集計されているか、科目ごとの残高を一表にまとめたものが残高試算表です。

労働組合では、収入と支出のみ予算と対比して予算実績表を作成しているところも多く見られます。

残高試算表の作成
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科目 予算 実績 予算残 執行率

前期繰越金 2,000,000 2,000,000 0 100 ％

組合費収入 26,000,000 4,000,000 22,000,000 15.38 ％

雑収入 100,000 20,000 80,000 20 ％

当期収入合計 26,100,000 4,020,000

収入合計 28,100,000 6,020,000 22,080,000 21.42 ％

人件費 12,000,000 800,000 11,200,000 11.43 ％

大会費 2,000,000 0 2,000,000 0 ％

会議費 4,000,000 800,000 3,200,000 20 ％

旅費交通費 6,900,000 1,200,000 5,700,000 17.39 ％

消耗品費 1,000,000 50,000 950,000 5 ％

雑費 100,000 0 100,000 0 ％

支出合計 26,000,000 2,850,000 23,150,000 10.96 ％

当期収支差額 100,000 1,170,000

次年度繰越金 2,100,000 3,170,000

労働組合では、その年度の活動方針や活動計画などにより、予算（年間・月間）が決められています。

ほとんどの労働組合で予算実績表は作成されていますが、表のタイトルや印字項目・レイアウトは

さまざまです。そのまま収支計算書として決算報告する労働組合もあります。

予算実績表

予算実績表の作成
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収支計算書とは、当該年度の資金の動きを明らかにするための決算帳票です。資金がどんな原因で

増加（減少）したのかを明らかにするため、収入または支出の仕訳内容がこの帳票に反映されます。

支出 収入

繰越金

組合費収入 2,000,000旅費交通費 50,000

什器備品購入支出 1,000,000

当期収支差額 950,000

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金 2,000,000 組合費収入 2,000,000

現金 100,000 普通預金 100,000

旅費交通費 50,000 現金 50,000

什器備品購入支出 1,000,000 普通預金 1,000,000

什器備品 1,000,000 固定資産等見返正味財産 1,000,000

収支計算書の作成
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貸借対照表とは、その時点でのすべての資産・負債及び正味財産の状態を明かにするための帳票です。

取引の整理分類をするために資産の部・負債の部・正味財産の部で勘定科目が区別されています。

資産 負債

正味財産

現金 100,000現金 50,000

固定資産等見返正味財産 1,000,000

次年度繰越金 950,000

普通預金 2,000,000普通預金 1,900,000普通預金 900,000

什器備品 1,000,000

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金 2,000,000 組合費収入 2,000,000

現金 100,000 普通預金 100,000

旅費交通費 50,000 現金 50,000

什器備品購入支出 1,000,000 普通預金 1,000,000

什器備品 1,000,000 固定資産等見返正味財産 1,000,000

貸借対照表の作成
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支出の部

人件費

大会費

旅費交通費

消耗品費

収入の部

組合費収入

雑収入

繰越金の部

現金

預金

収入の部

組合費収入

雑収入

前年実績 当年予算 当年実績 予算残 執行率

支出の部

人件費

大会費

旅費交通費

消耗品費

繰越金の部

次年度繰越金

繰越金の内訳を印字して財政

状態を表現しているケース。

前年度の実績を表現しているケース。

この他にも前年度の予算など表現している

ケースもあります。

労働組合では個々に色々なレイアウトの収支計算書を作成しています。

予算管理の面からも重要視している帳票となり、ほとんどの労働組合で作成しています。

収支計算書の色々なレイアウト
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資産の部

現金

普通預金

定期預金

出資金

負債の部

繰越金

預り金

資産の部

現金

普通預金

定期預金

出資金

負債の部

預り金

正味財産の部

○○積立金

△△積立金

□□積立金

次年度繰越金
資産の部

現金

普通預金

定期預金

出資金

負債の部

預り金

正味財産の部

一般会計

△△会計

□□会計

正味財産も含めて負債と

しているケース。

繰越金を会計別に表現
しているケース。
総合貸借対照表として
いるケースが多い。 一般会計内で積立金を

表現しているケース。
預金口座を併用している
ケースもあります。

労働組合では貸借対照表は収支計算書に比べて、まだまだ馴染みの少ない管理帳票となります。

負債勘定などが少ないため現金や預金のみ集計しているケースもあります。

総合貸借対照表とは・・・

複数の会計の貸借対照表をまとめたもの

貸借対照表の色々なレイアウト
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Ａ．労働組合では、予算に基づく収入や支出の処理を行うため、固定資産を購入した際などは

「一取引二仕訳」という仕訳を起こす必要があります。

例題①

什器備品を購入して普通預金から1,000,000円を支払った。

借方（左側） 貸方（右側）

什器備品購入支出 1,000,000 普通預金 1,000,000

上記仕訳では「什器備品という資産が増えた」ことにはならず、貸借対照表の固定資産に反映することが

できません。そこで、以下のような見返勘定の仕訳が必要となります。

借方（左側） 貸方（右側）

什器備品 1,000,000 固定資産等見返正味財産 1,000,000

Ｑ．パソコンを購入して固定資産に計上するにはどのようにすればよいのでしょうか？

組合特有の仕訳（固定資産計上）
Ｐ
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Ａ．固定資産は保有年数により資産価値が減少していきます。

減価償却をするためには以下のような仕訳が必要となります。

例題①

什器備品の100,000円分を減価償却した。

借方（左側） 貸方（右側）

固定資産等見返正味財産 100,000 什器備品 100,000

上記の仕訳により、什器備品の100,000円分が簿価上から償却されました。

償却額については購入時に定めて毎年実施するのが一般的です。

一般企業のような営利団体と違い、労働組合では個々に償却方法（定率・定額）を設定しています。

最近では増加傾向にありますが、まだ多くの組合で実施に至っていません。

Ｑ．固定資産の減価償却はどのようにすればよいのでしょうか？

組合特有の仕訳（減価償却） Ｐ
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Ａ．労働組合では、使用目的を明確にするために積立金を行うケースがあります。

一般会計の中で積立金を行う場合には、以下のような仕訳が必要となります。

例題①

一般会計の中で1,000,000円を積み立てた。

借方（左側） 貸方（右側）

積立金支出 1,000,000 ○○積立金 1,000,000

例題②

一般会計の中で1,000,000円を別の普通預金に積み立てた。

借方（左側） 貸方（右側）

積立金支出 1,000,000 普通預金Ａ 1,000,000

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金Ｂ 1,000,000 ○○積立金 1,000,000

Ｑ．一般会計の中で積み立てを行う場合にどのようにすればよいのでしょうか？

組合特有の仕訳（積立金計上） Ｐ
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Ａ．労働組合では、使用目的を明確にするために特別会計を設けているケースがあります。

一般会計から特別会計へ繰り入れた場合には、以下の仕訳が必要となります。

例題①

一般会計から1,000,000円を別の会計に積み立てた。

借方（左側） 貸方（右側）

繰入金支出 1,000,000 普通預金（一般） 1,000,000

【一般会計側の仕訳】

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金（特別） 1,000,000 繰入金収入 1,000,000

【特別会計側の仕訳】

Ｑ．一般会計から特別会計へ資金を移動するにはどのようにすればよいのでしょうか？

組合特有の仕訳（会計間の繰り入れ） Ｐ
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Ａ．労働組合では、本部と支部に分かれて活動しているケースがあります。

本部と支部の間で活動費の送金などを行う場合には、以下のような仕訳が必要となります。

※交付金を使用している場合を除く。（最終的に本部にて決算報告する場合を想定しています。）

例題①

本部から支部に活動費500,000円を振り込んだ。（本部・支部とも普通預金とする。）

借方（左側） 貸方（右側）

本支部勘定 500,000 普通預金（本部） 500,000

【本部側の仕訳】

借方（左側） 貸方（右側）

普通預金（支部） 500,000 本支部勘定 500,000

【支部側の仕訳】

※本部と支部が同じ勘定科目で仕訳を起こすことにより、合算した際にその科目の残高が±0となります。

上記の例では「本支部勘定」としておりますが、科目名称や科目区分は各労働組合で定めてください。

Ｑ．本部から支部へ活動費を毎月送金していますが、どのような科目で処理すればよいのでしょうか？

組合特有の仕訳（本部支部の取り引き） Ｐ
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会計処理を行う上で一番注意したい点は「会計事故」の予防となります。

労働組合の会計処理もその危険性は十分に存在し、実施に「会計事故」が発生したケースも少なくありません。

会計事故の種類 内容

使途不明金 処理ミス／仮払金等の未清算／悪意の横領

決算書の改ざん 数字が合わず調整／悪意の流用

追徴課税等 申告漏れ／認識不足

会計事故の予防、または発生する可能性を低くするために様々な工夫が考えられます。

対策 内容

1人に任せない 役割分担をして組織的に会計処理を行う

ルールを決める 規約をはじめ会計処理のルールを明確にする

証拠書類を必須とする 請求書及び領収書のない支払いは絶対にしない

処理を溜めない 可能な限り迅速に処理を行う

すぐに記録・保管する 出先などでは専用メモや専用ポーチを使用する

未清算チェックをまめにする 仮払金などは短い期間でチェックする

引き継ぎを十分に行う 前任者・後任者以外の協力も必要

※上記表の対策は必ずしも会計事故を防ぐものではありません。予防に役立つものがあれば参考にしてください。

会計事故の予防
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１．収支報告は、ある程度しっかりしている。対して、財産状況が、曖昧な部分あり

１．通常の活動引継ぎに比べ、会計の引継ぎは時間が少ない

⇒会計基準で求められる複式簿記での処理がされていない。収支報告のみで、貸借対照表の作成がされていない。
顧問会計士によっては、企業会計と類似した方法で処理を指示。
決算書類が、永年の組合特有の様式となり、会計基準で推奨する区分と異なる。

⇒組合会計は、資金収支会計で出し入れだけの簡単な処理と捉われやすい。
組合費受取後の資金の流れが実際に対応してみないと分かり難い。通常1日～1週間程度。

A. 労働組合会計基準の認識が高くない

B. 簿記や経理実務ご担当経験者が少ない

C. 引継時に、苦労している

１．昭和60年に公認会計士協会にて制定されているが、浸透していない

⇒仮払金や立替金など現金・預金以外の資産管理が簿外処理。固定資産の計上。減価償却の実施。
一般会計から特別会計への繰入。実質の資産状況が合致していない。

２．内部監査のみの場合、確認漏れが多い

組合会計の課題


