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別紙

土 地 改 良 区 会 計 基 準

第１ 目的及び適用範囲

この会計基準は、土地改良法（昭和24年法律第195号）第５条の規定に基づき設

立された土地改良区（複式簿記方式による会計処理を行う土地改良区に限る。以下

同じ。）の財務諸表の作成等の基準を定め、土地改良区の健全な運営に資すること

を目的とする。

第２ 一般原則

土地改良区は、法令及び次に掲げる原則に従って、財務諸表（貸借対照表、正味

財産増減計算書をいう。以下同じ。）及び財産目録（以下「財務諸表等」という。）

を作成しなければならない。

なお、この基準に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる会計

基準、会計の慣行によるものとする。

１ 原則

（１）真実性の原則

財務諸表等は、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に

関する真実な内容を明瞭に表示するものでなければならない。

（２）正規の簿記の原則

財務諸表等は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づい

て作成しなければならない。（注１）

（３）明瞭性の原則

土地改良区会計は、土地改良区の運営状況をできるだけ明瞭な形で反映するも

のでなければならない。（注１-２）（注１-３）（注１-４）

（４）継続性の原則

会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の表示方法は、毎事業年度これを継

続して適用し、みだりに変更してはならない。（注２）

（５）重要性の原則（例外的原則）

土地改良区会計は、本来、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行

うべきものだが、土地改良区会計が目的とするところは、土地改良区の運営状況

に関して組合員をはじめとする利害関係者の判断を誤らせないようにすることに

ある。そこで、これに影響を及ぼさないような重要性の乏しいものについては、

本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法を認める。（注１）

２ 事業年度

土地改良区の事業年度は、定款に定められた期間とする。

３ 会計の区分

土地改良区は、一般会計の他に規約に基づき特別会計を設けることができる。
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４ 財務諸表等の科目

財務諸表等の科目は、土地改良区会計検査指導基準（平成23年４月１日付け22農

振第2411号農林水産省農村振興局長通知）別添会計細則例（複式簿記方式）（以下

「会計細則例」という。）別添１に準拠して、その性質を示す適当な名称で表示す

るものとする。

第３ 貸借対照表

１ 貸借対照表の内容

貸借対照表は、土地改良区の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日（会計

年度末日）における全ての資産、負債及び正味財産を記載し、組合員、債権者その

他の利害関係者にこれを正しく明瞭に表示するものでなければならない。

（１）資産、負債及び正味財産の記載の基準

資産、負債及び正味財産は、適当な区分、配列、分類及び評価の基準に従って

記載しなければならない。

（２）総額主義の原則

資産、負債及び正味財産は、総額によって記載することを原則とし、資産の項

目と負債又は正味財産の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸

借対照表から除去してはならない。（注３）

（３）繰延資産の計上

将来の期間に影響する特定の費用は、次期以降の期間に配分して処理するため、

経過的に貸借対照表の資産の部に記載することができる。

（４）資産と負債及び正味財産の一致

貸借対照表の資産の合計金額は、負債と正味財産の合計金額に一致しなければ

ならない。

２ 貸借対照表の区分

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分け、さらに、資産の部

を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を

指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。なお、正味財産の部に

は、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び

特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。（注４）（注５）（注６）

３ 貸借対照表の配列

資産及び負債の項目の配列は、原則として、流動性の高いものから配列する方法

（流動性配列法）によるものとする。

４ 貸借対照表科目の分類

資産、負債及び正味財産の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければ

ならない。

（１）資産

資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する

資産に区別しなければならない。仮払金、未収金等の勘定を貸借対照表に記載す

るには、その内容を示す適当な科目で表示しなければならない。(注６)
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ア 流動資産の内容と表示

（ア）現金預金、賦課金等の債権、市場性のある有価証券で一時的所有のもの、

工事原材料、消耗品等の棚卸資産及び期限が１年以内に到来する債権は、流

動資産に属するものとする。

（イ）前払金で１年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。

（ウ）賦課金、補助金、交付金、その他土地改良事業における流動資産に属する

債権は、その他の債権と区別して表示しなければならない。

イ 固定資産の分類及び内容

（ア）固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他固定資産に区分しな

ければならない。

（イ）所有土地改良施設、土地改良施設用地等、機械及び装置、車両運搬具、工

具及び器具等並びに土地改良施設建設仮勘定等は、有形固定資産に属するも

のとする。

（ウ）受託土地改良施設使用収益権（国及び都道府県等からの管理受託施設に係

るもの）、地上権等は、無形固定資産に属するものとする。その他流動資産

に属しない有価証券、出資金、長期貸付金並びに有形固定資産、無形固定資

産及び繰延資産に属するもの以外の長期資産は、その他固定資産に属するも

のとする。(注７)

ウ 繰延資産の内容と表示

土地改良区設立費、区債発行費及び土地改良事業調査設計費は、繰延資産に

属するものとする。これらの資産については、償却額を控除した未償却残高を

記載する。(注８)

（２）負債

負債は、流動負債に属する負債と固定負債に属する負債に区別しなければなら

ない。仮受金、未払金等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適

当な科目で表示しなければならない。(注６)

ア 流動負債の内容

（ア）土地改良事業によって生じた負担金等の債務及び期限が期末日の翌日から

１年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

（イ）負担金その他流動負債に属する債務は、土地改良事業上の債務とその他の

債務に区別して表示しなければならない。

（ウ）引当金のうち、賞与引当金、工事補償引当金及び修繕引当金のように、期

末日の翌日から通常１年以内に使用される見込みのものは流動負債に属する

ものとする。(注９)

イ 固定負債の内容

（ア）長期借入金等（区債を含む）の長期債務は、固定負債に属するものとする。

（イ）引当金のうち、退職給与引当金及び更新事業引当金のように、期末日の翌

日から通常１年を超えて使用される見込のものは、固定負債に属するものと

する。(注９)

（３）正味財産
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正味財産は、指定正味財産に属するものと一般正味財産に属するものに区別し

なければならない。(注５)

５ 資産の貸借対照表価額

資産の貸借対照表価額は、原則として、当該資産の取得価額を基礎として計上し

なければならない。交換、受贈等によって取得した資産の取得価額は、その取得時

における公正な評価額とする。

資産の取得原価は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に

配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、

定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分し、

無形固定資産は、当該資産の有効期間にわたり、一定の減価償却の方法によって、

その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。繰延資産についても、これ

に準じて、各事業年度に均等額を配分しなければならない。(注10)

（１）棚卸資産の評価

工事原材料、消耗品等の棚卸資産については、原則として購入代価又は製造原

価に引取費用等の付随費用を加算した取得原価をもって貸借対照表価額とする。

(注11)

（２）債権の評価

債権の貸借対照表価額は、原則として債権金額をもって貸借対照表価額とする。

(注12)

（３）有価証券の評価

満期まで所有する意思をもって保有する社債その他の債券（以下「満期保有目

的の債券」という。）については、取得価額をもって貸借対照表価額とする。満

期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価を

もって貸借対照表価額とする。（注13）（注14）（注15）

（４）有形固定資産の評価

有形固定資産については、その取得原価から減価償却累計額を控除した価額を

もって貸借対照表価額とする。有形固定資産の取得原価には、原則として当該資

産の取引費用等の付随費用を含める。償却済の有形固定資産は、除却されるまで

残存価額又は備忘価額で記載する。(注16)

（５）無形固定資産の評価

無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却

累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

（６）無償取得資産の評価

贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価と

する。

６ 貸借対照表の様式

貸借対照表は、会計細則例別添２に準拠して作成するものとする。この場合に

おいて、特別会計を設けている場合は、会計細則例別添２に準拠し総括表を併せ

て作成するものとする。
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第４ 正味財産増減計算書

１ 正味財産増減計算書の内容

正味財産増減計算書は、土地改良区の運営実績を明らかにするため、一会計期間

に属する正味財産の全ての増減内容を明瞭に表示するものでなければならない。

（１）発生主義の原則

正味財産増減額は、その収入及び支出に基づいて計上し、その発生した期間に

正しく割当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現増加額は、

原則として、当期の増減計算に計上してはならない。

前払金及び前受金はこれを当期の増減計算から除去し、未払金及び未収金は、

当期の増減計算に計上しなければならない。（注17）

（２）総額主義の原則

収入及び支出は、総額によって記載することを原則とし、収入の項目と支出の

項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を正味財産増減計算書か

ら除去してはならない。（注３）（注18）

（３）収入支出対応の原則

収入及び支出は、その発生原因に従って明瞭に分類し、各収入項目とそれに関

連する支出項目とを増減計算書に対応表示しなければならない。

２ 正味財産増減計算書の区分

正味財産増減計算書は、一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部に分け、

さらに、一般正味財産増減の部を経常増減の部と経常外増減の部に区分しなければ

ならない。(注５)

３ 正味財産増減計算書の構成

一般正味財産増減の部は、経常収入及び経常支出を記載して当期経常増加額（減

少額）を表示し、これに経常外増減に属する項目を加減して当期一般正味財産増加

額（減少額）を表示し、さらに、この額に一般正味財産期首残高を加算して一般正

味財産期末残高を表示しなければならない。

指定正味財産増減の部は、指定正味財産増加額（又は減少額）を発生原因別に表

示し、これに指定正味財産期首残高を加算して指定正味財産期末残高を表示しなけ

ればならない。(注５）

４ 正味財産増減計算書科目の分類

正味財産増減計算書の各科目は、一定の基準に従って明瞭に分類しなければなら

ない。

（１）一般正味財産増減の部

一般正味財産増減の部は、土地改良区の通常の事業活動から生ずる収入及び支

出を記載して、当期経常増減額を計算する。

ア 経常増減の部

経常増減の部は、土地改良区が通常の事業を行うために経常的に発生する賦

課金、利息、補助金等の経常収入や事業費、管理費、各種負担金等の経常支出

を記載する。（注19）

イ 経常外増減の部
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経常外増減の部は、基本財産等の評価収支差額、固定資産売却収支差額、売

買目的以外の目的で取得した有価証券の売却収支差額、災害等による損失等を

記載する。ただし、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

増減の部に記載することができる。(注20）

（２）指定正味財産増減の部

寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途につい

て制約が課されている場合は、当該受け入れた資産の額を記載する。なお、その

受け入れた資産について制約が解除される場合等については、一般正味財産増減

の部に振替えて記載される。

５ 正味財産増減計算書の様式

正味財産増減計算書は、会計細則例別添２に準拠して作成するものとする。この

場合において特別会計を設けているときは、会計細則例別添２に準拠して総括表を

併せて作成するものとする。

第５ 財務諸表に対する注記

１ 財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。（注１-４）

（１）資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等

財務諸表の作成に関する重要な会計方針

（２）重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影

響額

（３）基本財産及び特定資産の増減額並びにその残高

（４）基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（５）担保に供している資産

（６）固定資産等の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（７）満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

（８）補助金、助成金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

（９）換地清算金徴収金（土地改良法第54条の３の規定に基づき徴収した金額（同法

第89条の２第10項で準用する場合を含む。））の当期徴収額、換地清算金交付金

（同法第89条の２第11項の規定により都道府県等から支払われた金額）の当期支

払額及び換地清算金の当期末残高

（10）指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（建設仮勘定及び有形土地改

良施設に係るものを除く。）（注21）

（11）関連当事者との取引の内容（注22）

（12）重要な後発事象（注１-３）

（13）その他土地改良区の収支及び財産の状況を明らかにするために必要な事項

２ 財務諸表に対する注記の様式

財務諸表に対する注記事項は、会計細則例別添２に準拠して記載するものとする。

第６ 財産目録

１ 財産目録の内容
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財産目録は、当該事業年度末現在における全ての資産及び負債につき、その名称、

数量、価額等を詳細に表示するものでなければならない。

２ 財産目録の区分

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部に分け、正味財産の

額を示さなければならない。

３ 財産目録の価額

財産目録の価額は、貸借対照表に記載の価額と同一とする。

４ 財産目録の様式

財産目録の様式は、会計細則例別添２に準拠して作成するものとする。

なお、財産目録は特別会計を設けている場合においても、当該土地改良区全体に

ついて作成するものとする。

第７ 会計基準注解

前記第２から第６において附した注記は、別紙１によるものとする。

第８ 会計方式の移行措置

会計方式について、単式簿記方式から複式簿記方式へ移行を行う土地改良区にお

いては、別紙２によるものとする。
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別紙１

会 計 基 準 注 解

（注１）重要性の原則の適用について

土地改良区会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべき

ものであるが、土地改良区会計の目的とするところは、土地改良区の財務内容を

明らかにし、土地改良区の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにす

ることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によ

らないで他の簡便な方法によることも正規の簿記の原則に従った処理として認め

られる。

重要性の原則は、財務諸表等の表示に関しても適用される。

重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。

（１）消耗品、消耗工具、器具、備品その他の貯蔵品等のうち、重要性の乏しいも

のについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用するこ

とができる。

（２）前払金、前受金、未払金及び未収金のうち、重要性の乏しいものについては、

経過勘定項目として処理しないことができる。

（３）引当金のうち、重要性の乏しいものについては、これを計上しないことがで

きる。

（４）棚卸資産の取得原価に含められる引取費用等の付随費用のうち、重要性の乏

しいものについては、取得原価に算入しないことができる。

（５）分割返済の定めのある長期債権又は債務のうち、期限が１年以内に到来する

もので重要性の乏しいものについては、固定資産又は固定負債として表示する

ことができる。

（６）取得価額と債券金額との差額について、重要性が乏しい満期保有目的の債券

については、償却原価法を適用しないことができる。

（７）寄付によって受け入れた金額に重要性が乏しい場合、寄付者等（組合員等を

含む。以下同じ。）からの制約が課される期間に重要性が乏しい場合、又は寄

付者等からの制約に重要性が乏しい場合、当該寄付によって増加した正味財産

を指定正味財産の増加額としないで、一般正味財産の増減額として処理するこ

とができる。

（注１－２）重要な会計方針の開示について

財務諸表には、財務諸表に対する注記として重要な会計方針を記載しなけ

ればならない。

会計方針とは、土地改良区が貸借対照表及び正味財産増減計算書の作成に

当たって、その財政状態及び運営状況を正しく示すために採用した会計処理

の原則及び手続並びに表示の方法をいう。

会計方針の例としては、次のようなものがある。
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ア 有価証券の評価基準及び評価方法

イ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ウ 固定資産の減価償却の方法

エ 繰延資産の減価償却の方法

オ 引当金の計上基準

代替的な会計基準が認められていない場合には、会計方針の注記を省略す

ることができる。

（注１－３）重要な後発事象の開示について

財務諸表には、貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成する日までに発

生した重要な後発事象を財務諸表に対する注記に記載しなければならない。

後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以降の財政状態及

び運営状況に影響を及ぼすものをいう。

重要な後発事象を注記事項として開示することは、当該土地改良区の将来

の財政状態及び運営状況を理解するための補足情報として有用である。

重要な後発事象の例としては、次のようなものがある。

ア 火災、洪水等による重大な損害の発生

イ 多額の区債の発行又は繰上償還

ウ 土地改良区の合併、重要な施設の譲渡又は譲受

エ 重要な係争事件の発生又は解決

（注１－４）注記事項の記載方法について

重要な会計方針に関わる注記事項は、貸借対照表及び正味財産増減計算書

の次に財務諸表に対する注記として、まとめて記載する。

なお、その他の注記事項についても、重要な会計方針の注記の次に記載す

ることができる。

（注２）継続性の原則の適用について

いったん採用した会計処理の原則又は手続は、正当な理由により変更を行う場

合を除き、財務諸表等を作成する各時期を通じて継続して適用しなければならな

い。

なお、正当な理由によって、会計処理の原則又は手続に重要な変更を加えたと

きは、これを財務諸表に対する注記に記載しなければならない。

（注３）総額主義について

貸借対照表における資産、負債及び正味財産は、総額をもって記載することを

原則とし、資産の項目と負債又は正味財産の項目とを相殺することによって、そ

の全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。総額主義の原則は、正味

財産増減計算書においても適用するものとする。
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（注４）特定資産の表示について

当該土地改良区が特定の目的のために、預金、有価証券等を保有する場合には、

当該特定資産の保有目的を示す独立の科目をもって、貸借対照表上、特定資産の

区分に記載するものとする。

（注５）指定正味財産の区分について

土地改良区が所有又は管理をしている土地改良施設（国又は地方公共団体が造

成した土地改良施設のうち土地改良区が建設費用の一部を負担して造成されたも

のであって、土地改良区に譲与されたもの及び土地改良区が国若しくは地方公共

団体の補助金又は地方公共団体からの助成金の交付を受けて造成したものであっ

て建設仮勘定以外の施設に限る。）については、当該施設に係る補助金等の交付

額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分には記載しないで、財務諸表に対する

注記に記載するものとする。

また、寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途

について制約が課されている場合には、原則として当該受け入れた資産の額を、

貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとする。さらに、当期中に寄

付によって受け入れた資産の額は、正味財産増減計算書における指定正味財産増

減の部の区分科目に記載するものとする。

（注６）流動及び固定区分の基準について

（１）賦課金、負担金、前受金、前払金等の土地改良区の目的たる土地改良事業に

より発生した債権及び債務は、流動資産又は流動負債に属するものとする。た

だし、これらの債権のうち、期末日の翌日から１年以内に回収されないことが

明らかなものは、固定資産に属するものとする。

（２）貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、土地改良区の目的以外の取引に

よって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、期末日の翌日から１年以

内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するも

のとし、入金又は支払の期限が期末日の翌日から１年をこえて到来するものは、

投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

（３）現金預金は原則として流動資産に属するが、預金については、期末日の翌日

から１年以内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとし、期限が期

末日の翌日から１年を超えて到来するものはその他の資産に属するものとす

る。

（４）前払金については、期末日の翌日から１年以内に支出となるものは、流動資

産に属するものとし、期末日の翌日から１年を超える期間を経て費用となるも

のは、その他の資産に属するものとする。未収金は流動資産に属するものとし、

未払金及び前受金は、流動負債に属するものとする。

（５）土地改良区がその事業目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定しな

い財産は、固定資産に属するものとする。

なお、固定資産のうち残存耐用年数が１年以下となったものも流動資産とせ
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ず固定資産とし、棚卸資産のうち消耗品、工事原材料等在庫品として保有する

もの又は余剰品として、長期間にわたって所有するものは流動資産に属するも

のとする。

（注７）減価償却累計額の控除について

減価償却累計額は、その債権又は有形固定資産が属する科目ごとに取得原価か

ら控除するものとし、減価償却累計額を財務諸表に対する注記に記載する。

（注８）繰延資産の計上について

「将来の期間に影響する特定の費用｣については、すでに対価の支払が完了し

又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、そ

の効果が将来にわたって発現することから、これらの費用については、その効果

が及ぶ数期間に合理的に配分するため、貸借対照表上「繰延資産」として計上す

ることができる。償却年数は５年とする。

（注９）引当金について

将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発

生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当

期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、当該引当金

の累計額を貸借対照表の負債の部に記載するものとする。具体的には、転用決済

金引当金、職員退職給付引当金等がこれに該当する。

なお、備荒積立金、財政調整積立金等将来の費用が特定されないもの及び発生

可能性の低い偶発事象に関わる費用又は損失については、引当金を計上すること

はできない。

（注10）減価償却の方法について

固定資産の減価償却の主な方法としては、次のようなものがある。

（１）定額法

固定資産の耐用期間中、毎期均等額の減価償却費を計上する方法

（２）定率法

固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を

計上する方法

（注11）棚卸資産の貸借対照表価額について

棚卸資産については、取得原価をもって貸借対照表価額とする。なお、期末棚

卸品の価額を算定する方法としては、その個々の も古く取得されたものから順

次払出しが行われたものとみなして算定するものとする。

（注12）債権の貸借対照表価額について

債権については、債権金額より低い価額で取得したとき、その他これに類する
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場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合には、

その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に

加算することができる。

（注13）満期保有目的の債券の評価について

満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合にお

いて、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償

却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならな

い。

（注14）満期保有目的の債券以外の有価証券の評価について

満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時

価評価に伴って生ずる評価差額は、当期の正味財産増減額として処理するものと

する。

（注15）社債の貸借対照表価額について

所有する社債については、社債金額より低い価額又は高い価額で買入れた場合

には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合には、そ

の差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加

算し、又は貸借対照表価額から控除することができる。

（注16）国庫補助金等による資産の取得について

国庫補助金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその

取得原価から控除し、貸借対照表の表示は、次の方法によるものとする。

取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した残額のみを記載し、当該

国庫補助金等の金額は財務諸表に対する注記に記載する方法

（注17）経過勘定項目について

（１）前払金

前払金は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、

未だ提供されていない役務に対して支払われた対価をいう。したがって、この

ような役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の費用となるもので

あるから、これを当期の正味財産増減計算書から除去するとともに貸借対照表

の資産の部に計上しなければならない。

（２）前受金

前受金は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合において、未

だ提供していない役務に対し支払を受けた対価をいう。したがって、このよう

な役務に対する対価は、時間の経過とともに次期以降の収入となるものである

から、これを当期の正味財産増減計算書から除去するとともに貸借対照表の負

債の部に計上しなければならない。
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（３）未払金

未払金は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合において、

既に提供された役務に対して未だその対価の支払が終わらないものをいう。し

たがって、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴い既に当期の費用

として発生しているものであるから、これを当期の正味財産増減計算書に計上

するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。

（４）未収金

未収金は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合において、既

に提供した役務に対して未だその対価の支払を受けていないものをいう。した

がって、このような役務に対する対価は時間の経過に伴い既に当期の収益とし

て発生しているものであるから、これを当期の正味財産増減計算書に計上する

とともに貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。

（注18）特別会計を設けている場合の総括表における内部取引高等の相殺消去について

当該土地改良区が特別会計を設けている場合、他の会計区分との間において生

ずる内部取引高は、正味財産増減計算書総括表において相殺消去するものとする。

また、他の会計区分との間における内部貸借取引の残高は、貸借対照表総括表に

おいて相殺消去するものとする。

（注19）補助金等について

当該土地改良区が国若しくは地方公共団体から事業年度末までに目的たる支出

を行うことが予定されている補助金又は地方公共団体の助成金（以下「補助金等」

という。）の交付を受けた場合は、その受入額を一般正味財産増減の部に記載す

るものとする。

（１）当該年度の事業費用へ充当するために受け取った補助金（建設仮勘定の施設

に対する補助金を含む。）等は、当該年度受取補助金として一般正味財産増減

の部に記載するものとする。

また、当該事業年度以降複数年度にわたって目的たる支出を行うことが予定

されている補助金等を受け入れた場合には、その受入額を受取補助金等として

指定正味財産増減の部に記載し、補助金等の目的たる支出が行われるのに応じ

て当該金額を指定正味財産から一般正味財産に振り替えるものとする。

（２）当該年度に指定正味財産から一般正味財産へ振替した補助金等は、当該年度

受取補助金として一般正味財産増減の部に記載するものとする。

（注20）一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目について

一般正味財産増減の部における経常外増減に属する項目には、臨時的項目及び

過年度修正項目がある。なお、経常外増減に属する項目であっても、金額の僅少

なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常増減の区分科目に記載することが

できる。
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（注21）指定正味財産の部から一般正味財産の部への振替について

次に掲げる金額は、指定正味財産の部から一般正味財産の部に振替え、当期の

振替額を正味財産増減計算書における指定正味財産増減の部及び一般正味財産増

減の部に記載しなければならない。

（１）指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、制約が

解除された場合には、当該資産の帳簿価格

（２）指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産について、減価償

却を行った場合には、当該減価償却費の額

（３）指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた資産が、災害等により

消滅した場合には、当該資産の帳簿価額

なお、一般正味財産増減の部において、指定正味財産からの振替額は、その性

格に従って、経常収入又は経常外収入として記載するものとする。

（注22）関連当事者との取引の内容について

１ 関連当事者とは、次に掲げる者をいう。

（１）当該土地改良区を支配する法人

（２）当該土地改良区によって支配される法人

（３）当該土地改良区の役員及びその近親者

２ 関連当事者との取引については、原則として次に掲げる事項を関連当事者毎に

財務諸表に対する注記に記載しなければならない。

（１）当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の年度末におけ

る資産総額及び事業の内容

（２）当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業

（３）当該土地改良区と関連当事者との関係

（４）取引の内容

（５）取引の種類別取引金額

（６）取引条件及び取引条件の決定方針

（７）取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

（８）取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務

諸表に与えている影響の内容

３ 関連当事者との間の取引のうち次に定める取引については、２に規定する財務

諸表に対する注記への記載を要しない。

（１）一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性

格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

（２）役員に対する報酬、賞与及び退任慰労金の支払
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別紙２

１ 会計基準適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について

会計基準適用初年度においては、前事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計

算書の記載は不要とする。

２ 土地改良施設の評価方法等について

（１）評価対象の土地改良施設

土地改良区が所有する施設のうち、国営及び都道府県営造成土地改良施設に

ついては、原則として土地改良施設台帳等に登載された価額に基づき評価する

ものとする。

また、土地改良区が造成した施設については、関係の台帳に価額の登載があ

る施設はそれに基づき、価額の登載がない施設にあっては土地改良区において

重要と判断する施設について評価するものとする。

なお、土地改良区が管理する国営土地改良施設等のうち、土地改良区が建設

費の一部の負担を行っている土地改良施設については、土地改良区の負担額に

基づき評価するものとする。

（２）資産の評価額

資産の評価に当たっては、原則として造成価額又は取得価額から減価償却累

計額を控除し、土地改良区が負担した割合を乗じた価額を評価額とするが、国

営及び都道府県営造成事業によるもの以外で取得した資産については、これら

の価額が不明な場合が考えられる。

そこで、関係の台帳に価額の登載がある施設はそれに基づき、価額の登載が

ない施設には、土地改良区が今後も定期的な整備補修等を必要と判断する基幹

的な施設について資産評価するものとし、その評価方法は、土地については固

定資産税課税標準額や近傍類似の土地評価額により類推する方法、構造物につ

いては再調達価格における把握や近隣類似の施設における造成価額をもとに比

較評価する方法等、土地改良区の判断により選択できるものとする。

また、寄付によって受け入れた資産の評価については、原則として寄付時点

における評価額に基づき評価するものとするが、重要性が乏しい場合にあって

は、寄付者からの申告価額に基づく評価により処理する方法を採用することが

できるものとする。

（３）減価償却の方法

減価償却の算定方法は、定額法又は定率法のいずれかの方法によることとし、

耐用年数については関係行政機関が示している基準等を参考として施設の種類

毎に土地改良区において決定するものとする。

なお、耐用年数の決定に当たっては、個々の施設毎に決定する方法と施設グ

ループ毎に決定する方法があるが、土地改良区が施設の内容や管理形態に応じ

て、いずれかに決定するものとする。
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（４）貸借対照表の記載

補助金等の交付を受けて造成された土地改良施設を貸借対照表に記載する場

合においては、資産評価額のうち土地改良区の負担相当額について計上するも

のとする。なお、この場合の国又は都道府県等の補助金等については、財務諸

表に対する注記に当該土地改良施設の評価価額が明確となるよう記載するもの

とする。

３ 過年度分の減価償却費の取扱いについて

これまで減価償却を行っていない資産を有する土地改良区においては、原則と

して会計基準適用初年度に経過期間に応じた減価償却累計額を求めるものとす

る。この場合には、財務諸表に対する注記に記載するものとする。

４ 会計基準適用初年度における有価証券の取扱いについて

（１）時価評価が適用される有価証券

会計基準適用初年度の期首において一般正味財産を充当した資産として所有

している有価証券のうち、時価評価が適用されるものについては、当該適用の

前事業年度末の帳簿価額と前事業年度末の時価の差額は、適用初年度において

正味財産増減計算書の経常外収入又は経常外支出とするものとする。ただし、

重要性が乏しい場合には経常収入又は経常支出とすることができるものとす

る。

（２）償却原価法が適用される有価証券

会計基準適用初年度の期首において一般正味財産を充当した資産として所有

している有価証券のうち、償却原価法が適用されるものについては、次のいず

れかの方法によるものとする。

ア 取得時まで遡って償却原価法を適用する方法

なお、この方法をとる場合には、過年度分については経常外収入又は経常

外支出とするものとする。ただし、重要性が乏しい場合には経常収入又は経

常支出とすることができるものとする。

イ 会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなして、当該適用初

年度の期首から満期日までの期間にわたって償却する方法

なお、この方法をとる場合には、指定正味財産を充当した資産として所有

している有価証券についても同様に取扱うものとする。

５ 会計基準の適用時における過年度分の収入又は支出の取扱いについて

会計基準の適用時における過年度分の収入又は支出の取扱いについては、原則

として、正味財産増減計算書の経常外収入又は経常外支出とするものとする。た

だし、重要性が乏しい場合には経常収入又は経常支出とすることができるものと

する。

なお、経常外収入又は経常外支出に計上する科目が複数になる場合には、経常

外収入又は経常外支出においてそれぞれの科目として計上する方法のほか、経常

外収入又は経常外支出毎にそれぞれ「会計基準適用に伴う過年度修正額」等の科
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目として計上する方法によることもできるが、後者による場合はその内訳科目を

設け、財務諸表に対する注記に記載するものとする。

６ 特定資産、指定正味財産及び一般正味財産の会計基準適用初年度の期首残高に

ついて

特定資産、指定正味財産及び一般正味財産の会計基準適用初年度の期首残高に

ついては、当該適用の前事業年度末の貸借対照表を組替えて算定するものとする。

このうち、正味財産について過年度に受け入れたものは、会計基準適用時に寄付

者等の意思により制約されていることが明らかなものについて、指定正味財産の

期首残高とする。

７ 退職給付債務の期末要支給額による算定について

土地改良区においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算

定することができるものとする。

８ 指定正味財産として計上される額について

指定正味財産として計上される額は、たとえば、以下のような寄付によって受け

入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途、処分又は保有形態につい

て制約が課せられている場合の当該資産の価額をいうものとする。

（１）寄付者等から土地改良区の土地改良施設又は基本財産として保有することを

指定された土地

（２）寄付者等から土地改良事業のための基金として、土地改良区が元本を維持す

ることを指定された金銭

９ 補助金等の取扱いについて

別紙1、会計基準注解（注19）における補助金等とは、補助金、利子補給金及

びその他相当の反対給付を受けない給付金等をいう。なお、補助金等には役務の

対価としての委託費等については含まないものとする。

10 資産の時価が著しく下落した場合について

資産の時価が著しく下落したときとは、時価が帳簿価額からおおむね50％を超

えて下落している場合をいうものとする。

11 キャッシュ・フロー計算書について

キャッシュ・フローとは現金の流れを意味し、組織体の活動によって実際に得

られた収入から外部への支払を引いて手元に残る資金の流れのことをいう。キャ

ッシュ・フロー計算書とはその状況を表したものとなる。

土地改良区は、期中の資金収支の状況については、従来、収支計算書を作成し、

現金及び短期債権債務を資金の範囲として表示してきた。収支計算書は予算と対

比する決算の内容を示すものであり、一事業年度における全ての収入及び支出の

内容を明瞭に示すとともに、収支計算書に記載される収入及び支出は、土地改良

区の資金の増加及び減少を示すものである。

土地改良区の運営にあっては土地改良事業の性格上、国及び都道府県等からの

多額の補助金及び借入金によるところが大きく、また、制度上、その事業に要す
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る経費については、組合員に対して賦課金として強制徴収が可能であり、自己資

金に頼らずとも計画的な運営ができることとなっていることから、キャッシュ・

フローが悪化しても解散（倒産）のおそれもなく、現金収支を意識したキャッシ

ュ・フロー運営に取り組む必要性は低いものと考えられる。

したがって、キュッシュ・フロー計算書については、土地改良区の運営実務上

の負担に配慮し、実情に応じて作成することができるものとする。
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