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土地改良区会計検査指導基準

第１ 総則

１ 目的及び適用範囲

土地改良区の会計経理については、土地改良区及び土地改良区連合の収支予

算等の様式について（昭和25年６月15日付け25地局第1331号農林省農地局長通

知）において財務に関する帳簿等（収支予算書、収支決算書、財産目録及び事

業報告書）の様式例及び記載の留意点等を定めているが、同通知の内容は単式

簿記方式による会計におけるものであった。

今回、土地改良区の会計において複式簿記方式による会計を導入するに当た

って、新たに複式簿記方式による会計処理の方法について指導することが必要

となったことから、単式簿記方式、複式簿記方式のいずれの土地改良区にも適

用される通知として、新たに土地改良区会計検査指導基準を制定する必要があ

る。

この土地改良区会計検査指導基準は、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全ての土地改良区の会計経理の基準として、

土地改良区規約例（昭和40年10月５日付け40農地B第3081号（管）農林省農地

局長通知 ）第47条の規定に基づく会計細則例（以下「会計細則例」という ）。 。

をはじめ、土地改良区が会計処理を行う際の基準を定め、土地改良区会計の円

滑な指導に資することを目的とする。

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。

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、会計経理を実施しなけれ

ばならない。

（１）真実性の原則

財務にかかる書類は、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

財務にかかる書類は、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。

（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。
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（４）継続性の原則

会計処理の原則及び手続並びに財務にかかる書類の表示方法は、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。

（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。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による処理を認

める。

第２ 会計細則等

１ 会計細則

土地改良区は、総則、予算事務、収入支出事務、帳簿組織、決算事務、帳簿

記帳上の注意事項、固定資産会計事務、物品会計事務に関する事項並びに財務

状況の公表について、別添会計細則例(単式、複式)に準拠して、会計細則にお

いて定めるものとする。

２ 会計年度

土地改良区の会計年度は、定款に定められた事業年度とする。

（注１ （注２-１ （注２-２）） ）

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

（注３）

４ 会計帳簿の科目

会計帳簿の科目は、会計細則例(単式、複式)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 会計帳簿（注４）

１ 主要簿

土地改良区は、次の主要簿を備え、全ての取引を記帳しなければならない。

（１）金銭出納簿（単式簿記方式の場合のみ）

（２）現金預金出納帳（複式簿記方式の場合のみ）

（３）収入整理簿

（４）支出整理簿

（５）仕訳帳（複式簿記方式の場合のみ）

（６）総勘定元帳（複式簿記方式の場合のみ）

２ 補助簿

土地改良区は、原則として次に掲げる補助簿を備え、関係事項を記帳しなけ
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ればならない。

（１）賦課金台帳

（２）賦課金徴収原簿

（３）夫役現品台帳

（４）夫役現品徴収原簿

（５）補助金（交付金及び助成金）台帳

（６）受託金台帳

（７）その他未収金台帳

（８）未払金台帳

（９）小口現金出納帳

（10）工事総括簿

（11）請負工事簿

（12）直営工事簿

（13）事業用地買収補償簿

（14）工事用資材受払簿

（15）労務者出役簿

（16）土地改良施設台帳

（17）固定資産台帳

（18）区債及び借入金台帳

（19）その他資産負債台帳

（20）備品台帳

（21）消耗品受払簿

（22）積立金台帳

（23）退職給与金要支給額台帳

３ 会計帳簿

会計帳簿は、会計細則例(単式、複式)別添２に準拠して、作成するものとす

る。

第４ 収支予算書

収支予算書は、次に掲げる事項に留意して作成するものとする。

（注５ （注６））

（１）収支予算書は、当該事業年度において見込まれる全ての収入及び支出の内

容を明瞭に表示するものでなければならない。

（注５-１ （注５-２ （注５-３ （注５-４）） ） ）

（２）収支予算書の科目は、会計細則例(単式、複式)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。

（注７）

（３）収支予算書は、会計細則例（単式、複式）別添２に準拠して作成するもの
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。 、 、 、とする なお 複式簿記方式の場合において 特別会計を設けているときは

会計細則例(複式)別添２に準拠して総括表を併せて作成するものとする。ま

た、他の会計区分との間において生ずる内部取引高は、総括表において相殺

消去するものとする。

（４）収支予算書には、次の事項を注記するものとする。

ア 借入金限度額

イ 債務負担額

第５ 収支決算書

収支決算書は、次に掲げる事項に留意して作成するものとする。

（１）収支決算書は、当該事業年度における全ての収入及び支出の内容を明瞭に

表示するものでなければならない。

（２）収支決算書の科目は、会計細則例（単式、複式）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。

（３）収支決算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならな

い。

（４）収支決算書は、会計細則例(単式、複式)別添２に準拠して作成するものと

する。

なお、複式簿記方式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(複式)別添２に準拠して総括表を併せて作成するものとする。また、他

の会計区分との間において生ずる内部取引高は、総括表において相殺消去す

るものとする。

（５）収支決算書には、会計細則例（単式、複式）別添２に準拠して次の事項を

注記するものとする。

ア 資金の範囲

イ 資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響額

ウ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

エ 予算額と決算額との差異が著しい科目については、その科目及びその理

由

オ 科目間の流用及び予備費の使用があった場合には、当該科目及び金額

カ その他土地改良区の収支の状況を明らかにするために必要な事項

第６ 財産目録

財産目録は、次に掲げる事項に留意して作成するものとする。

（１）財産目録は、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）財産目録は、貸借対照表の区分に準拠し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。
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（３）単式簿記方式における財産目録の科目は、会計細則例（単式）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。

また、複式簿記方式における財産目録の科目は、会計細則例（複式）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。

（４）単式簿記方式による財産目録は、会計細則例（単式）別添２に準拠して作

成するものとする また 複式簿記方式における財産目録は 会計細則例 複。 、 、 （

式）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 書類の保存

土地改良区は、会計帳簿（主要簿及び補助簿）収支予算書、収支決算書（複

式簿記方式を適用する場合にあっては、貸借対照表及び正味財産増減計算書を

含む ）及び財産目録をその最終記入日の属する年度の翌年度から最低10年以。

上保存しなければならない。

第８ 指導基準注解

前記第２から第４において附した注記は、別紙によるものとする。

第９ 適用

本基準の施行の際に、土地改良区及び土地改良区連合の収支予算書等の様式

について（昭和25年６月15日付け25地局第1331号農林省農地局長通知）及び土

地改良区の会計について（昭和29年４月24日付け29地局第2383号農林省農地局

長通知）に基づき、既に作成されている年度事業報告書、収支予算書、収支決

算書及び財産目録等の取扱いについては、なお従前の例によることができる。
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別紙

指導基準注解

（注１）会計年度の意義について

土地改良区の会計は、一定の期間を区切って収支均衡のとれた予算を編成

し、これに基づく予算の執行を行わなければならない。

、 、このため 人為的に設定した一定の期間が会計年度と称されるものであり

土地改良区の場合、通常４月１日から翌年３月31日までの１ヶ年とされてい

る（会計年度は事業年度と一致させている。したがって、土地改良法施行規

則（昭和24年農林省令第75号）第20条第２項により、９月１日から翌年８月

31日までを事業年度とする土地改良区の会計年度は、当該期間となる 。。）

（注２－１）会計年度独立の原則について

各会計年度における支出は、その年度の収入をもって充てなければならな

い。これを会計年度独立の原則という。

会計年度独立の原則は、土地改良区規約例（昭和40年10月５日付け40農地

B第3081号（管）農林省農地局長通知。以下「規約例」という ）第32条第。

２項において明定しているが、この原則を厳格に適用した場合、不用額を生

じても当該年度の支出としてこれを使用しなければならないなど、会計経理

運営上支障を生ずるおそれがあるため、繰越、過年度収入、過年度支出、翌

年度収入繰上充用等の例外が認められる。これらの例外については以下のと

おりである。

（１）歳計剰余金の繰越

一会計年度において、実際に収入した金額から実際に支出した金額を差引

いた残額、すなわち歳計剰余金は、原則として、これを繰越して翌年度の歳

入に編入することになっている。これを翌年度から見ると、前年度の収入で

財源の一部が賄われることになる。

（２）過年度収入

過年度収入とは、既往の年度に属する収入を現年度の収入として扱うこと

である。

（３）過年度支出

過年度支出とは、既往の年度に属する支出又は戻出金が債権者の請求がな

かったなどの理由により支払い未済であった場合において、それらを現年度

において支出することをいう。

（４）翌年度収入繰上充用

歳入不足になれば赤字が出たことになり、既に発生している支出の義務を
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果たせなくなる。この場合にはその額を把握し、翌年度歳入を繰り上げて使

用することがある。

（注２－２）出納整理期間について（※単式簿記方式の場合に限る ）。

会計年度終了後、それまでに行った予算執行の残務整理をするため、引き

続き一定期間（年度経過後２ヶ月）を設けることとされている。これを出納

整理期間という。この期間は、前年度の予算執行(収入命令又は支出命令)の

結果から生じたものの整理に属するものに限って金銭の出納ができる。

（注３）会計の区分について

土地改良区の会計は、単一のものとして、統一的に経理することが予算内

容の把握上適切であるが、予算の単一主義を貫くとすると、受益地域を異に

する複雑な事業を実施する場合等は、予算内容が複雑となり、明確性をかえ

。 、 、って失わせる場合がある このため 特定の収入をもって特定の支出に充て

一般の収入及び支出と区分して経理する必要がある場合には、総（代）会の

議決により、特別会計を設置することができるものとされている（規約例第

33条第２項 。）

ただし、特別会計をみだりに増設することは、予算全体の統一性及び通覧

性を乱すことになるばかりか、経理手続を煩雑なものとするおそれがあるの

で、その設置については慎重を期する必要がある。

（注４）会計帳簿について

土地改良区の会計は、賦課金の徴収、補助金の受入、運営費及び工事費関

係の支払等現金の収入支出が極めて多い。したがって、土地改良区会計につ

いては、慎重かつ正確に執行されなければならない。

土地改良区会計で重要なことは、必要な帳簿を確実に備付け、現金の収入

支出をその日その日に正確に記帳整理することである。すなわち、金銭出納

簿を中心に収入整理簿、支出整理簿を整理し、これに関連する各種補助簿も

同時に整理するものとする。

（１）主要簿

ア 金銭出納簿（会計主要簿）

金銭出納簿は、会計主要簿の一つであり、必ず備付けなければならず、

また、金銭会計において欠くことのできない重要な帳簿である。金銭出納

簿においては、土地改良区の金銭の収入支出は全て記帳し、現金の動きを

常に把握できるように整理しておかなければならない。

また、金銭出納簿には、収入整理簿、支出整理簿に属する金銭の収支の

みならず、収支計算外出納の一時借入金、立替金、仮払金等全ての収支が

記帳されなければならない。

金銭出納簿は、土地改良区における金銭の状況を把握しておくものであ
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り、収入整理簿、支出整理簿、賦課金徴収原簿等と同様に年度ごとに更新

するものとする。

① 金銭出納簿の記帳方法

前年度会計の出納整理期間（年度経過後２ヶ月）は、新旧両年度の金

銭出納簿等を記帳整理するものとする。

② 収支計算外出納について

収支計算外出納は、予算に計上されないことから収入整理簿及び支出

整備簿への記帳は要しないものである。しかしながら、一般の収支に準

（ （ ） 、 ）じて収入命令又は支出命令を要する 会計細則例 単式 第14条 23条

ほか、金銭出納簿にも記帳する必要がある。

、 、 、なお 複式簿記方式の会計においては 収入命令又は支出命令を要し

その内容を現金預金出納帳へ記帳するとともに、仕訳帳、総勘定元帳及

び貸借対照表に反映させるものとする。

③ 現金の保管

現金は原則として手元にはおかず、総（代）会で承認された金融機関

に預金しておくものとする。

イ 収入整理簿（会計主要簿）

収入整理簿は会計主要簿の一つであり、必ず備付けなければならない。

記帳については、収入命令により得た金銭を金銭出納簿に記帳するととも

に、それが予算のどの科目に該当するかを調べ、原則として、その日のう

ちに収入整理簿の該当（説明種目）の口座に記帳整理するものとする。

ウ 支出整理簿（会計主要簿）

支出整理簿も会計主要簿の一つであり、その記帳方法、集計方法、予算

補正の場合の処理方法等は収入整理簿と同様である。

（２）補助簿（賦課金徴収原簿等）

ア 賦課金徴収原簿

賦課金徴収原簿は、土地改良区の収入のうち も重要な賦課金の賦課徴

収の基本となるものであるから、この帳簿は、補助簿ではあるが必ず作成

するものとする。

イ 夫役現品徴収原簿

、 、夫役現品徴収原簿の記帳は 実際には現品の収支は行われないことから

夫役出役簿と収入整理簿、支出整理簿には記帳されるが、金銭出納簿には

記帳されない。

ただし、夫役現品を賦課された組合員が労務出役又は現品提供の代わり

に現金で納入した場合には、金銭出納簿に記帳するものとする。

（注５）予算編成の基本原則

予算は、会計年度における収入及び支出の見積りであるが、同時に当該期
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間（事業年度）における土地改良区の事業内容について示したものであるこ

とから、理事は、土地改良区の事業の執行に当たっては、総（代）会の決議

を経た予算に拘束される。予算は、計数的に収支のバランスがとれ経費の算

定においては必要な経費が合理的に計上されていることが必要である。

（注５－１）総計予算主義について

土地改良区の予算は、規約例第34条に示すとおり総計予算主義の原則が採

用されている。総計予算主義の原則とは、収入と支出を相殺した差額予算と

してはならないという意味である。

（注５－２）本予算について

毎会計年度開始前に総（代）会の議決を経た予算を一般に本予算又は当初

予算と称している。

（注５－３）補正予算（追加更正予算）について

予算の成立後に、その内容を変更した予算を補正予算という。この変更に

は予算金額を増加する場合（追加予算）と、減少し又は予算金額の範囲内で

科目の変更をする場合（更正予算）とがある。

これらにより予算の変更をすることを予算補正という。

（１）追加予算

追加予算は例外的かつ制限的に認められるものでなければならない。すな

わち、予算成立後に生じた事由に基づくことを要する。

（２）更正予算

更正予算は、予算成立後に生じた事由により、既定予算に変更を加える必

要がある場合に組まれるもので、既定予算の総額の範囲内で科目の変更、又

は金額の減少が行われるものである。

（注５－４）暫定予算について

暫定予算とは、一会計年度のうちの一部の期間だけの予算で、一会計年度

の全部の予算の成立が遅れるような場合に暫定措置として認められるもので

ある。したがって、暫定予算は必要に応じて調整されるものである。

規約例第38条第２項において「理事長は必要に応じて一会計年度のうち一

定期間に係る暫定予算を調整し総（代）会に提出できる 」としている。こ。

こに「必要に応じて」とあるのは次の場合である。

（ ） 、 、１ 土地改良区の合併の場合 また年度途中において合併することがあるため

それまでの間の一定期間の予算

（２）収入支出予算が年度の開始までに成立する見込がないため、これが成立す

るまでのつなぎとして必要な場合
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なお、暫定予算を立てる期間は月を単位とするのが通例であるが、何日か

ら何日までのように日限をもって定めることも差し支えない。

暫定予算の期間満了後になお本予算が成立しないため必要がある場合に

は、さらに必要な期間分の暫定予算を再調整することができる。

暫定予算は、本予算成立と同時に本予算に吸収されて消滅し、これ以降は

暫定予算の残額から支出することはできない。

（注６）予算の編成時期について

毎事業年度の予算は、土地改良法施行規則第26条（規約例第35条は同趣旨

を確認）の規定により、当該事業年度前に調整して総（代）会の議決を経な

ければならないとされている。したがって、当初予算の編成は、定款におい

て規定されている総（代）会の開催時期に間に合わせるよう行わなければな

らない。

なお、補正予算は、その性格上、当初予測できなかった事情の変更に応ず

るものであるので、その必要が生じた都度速やかに調整するものとする。

（注７）予算科目について

収支予算は、その性質によって 「款」及び「項」に区分しなければなら、

ない （規約例第36条）。

科目の内容は 「款」及び「項」に次いで「説明種目」により具体的に説、

明しなければならない。
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