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改 正 後 

［令和元年度から適用］ 

（令和２年３月１７日付 学事第１４３７号） 

改 正 前 

（平成２７年９月２５日付 学事第７５０号） 

１  資金収支計算書 

【収入の部】 

 （大 科 目）                （ 説   明 ） 

     （中 科 目） 

        （小 科 目） 

 学生生徒等納付金収入       在園条件として義務的かつ一律に徴

収するものをいう。したがって、これ

らの費用の徴収に関する事項は園則に

記載されていなければならないこと。 

   一方、在園条件とならず任意徴収と

するものは「学生生徒等納付金収入」

に当たらないものとする。 

 なお、減免規程による減免の場合は、

徴収すべき金額を総額で計上し、減免し

た額は、減免の態様によって｢備考１」

のように「奨学費支出」等に計上する。 

また、減免を園則で定めている場合は 

純額表示とし、奨学費支出等は行わな

いこと。 

１  資金収支計算書 

【収入の部】 

 （大 科 目）              （ 説   明 ） 

   （中 科 目） 

     （小 科 目） 

 学生生徒等納付金収入       在園条件として義務的かつ一律に徴

収するものをいう。したがって、これ

らの費用の徴収に関する事項は園則に

記載されていなければならないこと。 

   一方、在園条件とならず任意徴収と

するものは「学生生徒等納付金収入」

に当たらないものとする。 

 なお、減免規程による減免の場合は、

徴収すべき金額を総額で計上し、減免し

た額は、減免の態様によって｢備考１」

のように「奨学費支出」等に計上する。 

また、減免を園則で定めている場合は 

                 純額表示とし、奨学費支出等は行わな 

                 いこと。 

  

財務計算書類標準記載科目（新旧対照表） 
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      保育料収入 

           入園料収入 

      施設設備資金収入     施設設備の拡充、維持等のために徴

収するもの。 

教材費収入              絵本、保育教材等のために徴収する 

もの。 

           冷暖房費収入 

その他の納付金収入       定期的な行事のために徴収するもの

を含む。 

     施設等利用給付費収入   子ども・子育て支援新制度未移行園 

                  が市町村から代理受領する施設等利 

                  用費（入園料・保育料）。 

 

 （略） 

 

  補助金収入                        交付決定者名により区分すること。 

           国庫補助金収入           日本私立学校振興・共済事業団から

の補助金を含む。 

           埼玉県補助金収入        運営費補助金以外の補助金を含む。 

           その他の都道府県補助金収入 

           市町村補助金収入        就園奨励費事務手数料を含む。 

      施設型給付費収入       子ども・子育て支援新制度移行幼稚 

                 園が市町村から受領する施設型給付 

                 費（幼児教育無償化に伴い増額された 

                 分を含む。） 

       保育料収入 

           入園料収入 

      施設設備資金収入     施設設備の拡充、維持等のために徴

収するもの。 

教材費収入              絵本、保育教材等のために徴収する 

もの。 

           冷暖房費収入 

その他の納付金収入       定期的な行事のために徴収するもの

を含む。 

     （新設） 

 

 

 

 （略） 

 

  補助金収入                       交付決定者名により区分すること。 

          国庫補助金収入           日本私立学校振興・共済事業団から

の補助金を含む。 

           埼玉県補助金収入        運営費補助金以外の補助金を含む。 

           その他の都道府県補助金収入 

           市町村補助金収入        就園奨励費事務手数料を含む。 

          （新設） 
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 （略） 

 

  付随事業・収益事業収入 

    補助活動収入                教育活動に付随する活動に係る収入

であって「学生生徒等納付金収入」に

該当しない収入をいい、総額で表示す

ること。 

           給食費収入               牛乳代、おやつ代を含む。  

           用品代収入               園児に交付する制服、教材用品等の

ために徴収するもの。 

 ただし、単に当該物品の代金を業者へ

仲介するのみの場合は「預り金受入収入」

に記載すること。 

           特別活動費収入           遠足、観劇、宿泊保育、キャンプ等

及び音楽教室、水泳教室等で園主催の

活動のために徴収するもの。 

           通園バス維持費収入 

保育所収入 

           その他の補助活動収入   預かり保育、未就園児教室等に係る

収入(施設等利用給付費収入を除く)。 

施設等利用給付費収入   子ども・子育て支援新制度未移行園が 

             市町村から代理受領する施設等利用費 

           （預かり保育事業利用料）。 

 

 

 （略） 

 

  付随事業・収益事業収入 

    補助活動収入                教育活動に付随する活動に係る収入

であって「学生生徒等納付金収入」に

該当しない収入をいい、総額で表示す

ること。 

           給食費収入               牛乳代、おやつ代を含む。  

           用品代収入               園児に交付する制服、教材用品等の

ために徴収するもの。 

 ただし、単に当該物品の代金を業者へ

仲介するのみの場合は「預り金受入収入」

に記載すること。 

           特別活動費収入           遠足、観劇、宿泊保育、キャンプ等

及び音楽教室、水泳教室等で園主催の

活動のために徴収するもの。 

           通園バス維持費収入 

保育所収入 

           その他の補助活動収入   預かり保育、未就園児教室等に係る 

                 収入。 

     （新設） 
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    受託事業収入                外部から委託を受けた事業に係る

                 収入。 

        収益事業収入                収益事業として寄附行為上認可さ

れた事業からの収入。 

   

 （略） 

 

３  事業活動収支計算書 （説明については、資金収支計算書の説明を参照

のこと。） 

 

【教育活動収支】 

 

《事業活動収入の部》 

 

 （大 科 目）                  （ 説   明 ） 

      （中 科 目） 

                 （小 科 目） 

  学生生徒等納付金   

                      保育料 

                      入園料 

                      施設設備資金 

                      教材費 

                      冷暖房費 

                      その他の納付金 

           施設等利用給付費 

    受託事業収入                外部から委託を受けた事業に係る 

                 収入。 

        収益事業収入                収益事業として寄附行為上認可され

た事業からの収入。 

 

 （略） 

 

３  事業活動収支計算書 （説明については、資金収支計算書の説明を参照の

こと。） 

 

【教育活動収支】 

 

《事業活動収入の部》 

 

 （大 科 目）                  （ 説   明 ） 

      （中 科 目） 

                 （小 科 目） 

  学生生徒等納付金   

                      保育料 

                      入園料 

                      施設設備資金 

                      教材費 

                      冷暖房費 

                      その他の納付金 

           （新設） 
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 （略） 

 

  経常費等補助金 

                      国庫補助金 交付決定者によ 

                      埼玉県補助金          り区分する。施 

           その他の都道府県補助金    設設備の拡充等 

           市町村給付金         のための補助金 

           施設型給付費         は特別収支にお 

                          いて整理するこ 

                          と。 

  

 付随事業収入 

      補助活動収入 

                 給食費 

           用品代 

                      特別活動費 

                      通園バス維持費 

           保育所収入 

                      その他の補助活動収入 

           施設等利用給付費 

 

 （略） 

 

 

 （略） 

 

 経常費等補助金 

                      国庫補助金 交付決定者によ 

                      埼玉県補助金          り区分する。施 

           その他の都道府県補助金    設設備の拡充等 

           市町村給付金         のための補助金 

           （新設）           は特別収支にお 

                          いて整理するこ 

                          と。 

 

 付随事業収入 

      補助活動収入 

                 給食費 

           用品代 

                      特別活動費 

                      通園バス維持費 

           保育所収入 

                      その他の補助活動収入 

           （新設） 

 

 （略） 


