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１．はじめに 

 消費生活協同組合（以下「生協」という。）は消費生活協同組合法（以下「生協法」

という。）第 10 条第１項により、購買事業、利用事業、生活文化事業、共済事業等を行

うことができる（注１）。このうち、共済事業（注２）については共済専業生協もある

が、購買事業等（本研究報告では、共済事業以外の事業を総称して「購買事業等」とい

う。）と共済事業を同時に行う生協も多く存在する。同一の生協で、物品販売事業等の

購買事業等と金融サービスたる共済事業を行う場合は、生協の財務の透明性・健全性、

共済事業を利用する組合員と共済事業を利用しない組合員との間における公平な利害調

整の観点から損益面での区分経理（注３）が求められており、元受共済事業（注４）か

ら他の事業への資金運用等は禁止されている（注５）。 

 生協法がこのように共済事業について厳しい規定を置くのは、以下の理由によるもの

と考えられる。 

(1) 事業の性質が異なる購買事業等と共済事業はそれぞれ別個の事業体として運営し経

営成績及び財政状態を表す方が、それぞれの事業を利用する組合員間の利害調整の観

点から望ましい。しかし、現実には生協を利用する組合員の利便に資するため、両事

業を同一の生協内で行っている例が多く、共済事業の規模も大きなものとなってきて

いる。このような場合であっても購買事業等と共済事業はそれぞれで財務諸表等を作

成し、その上で生協全体の経営成績及び財政状態を表す財務諸表等を作成するのが望

ましい。 

(2) 共済事業はその利用者たる組合員に継続的・安定的に共済金の給付を行うことによ

って組合員の利便を図り、結果として組合員から事業に対する信頼を得ることができ

る。このため、共済事業の資金を厳格に区分経理し、組合員から付託された共済事業

資産の保全を図り、共済金の円滑な給付のため資金の流動性を高めるためにも、高い

水準での財務の健全性及び透明性を保持する必要がある。 

 外部報告として一生協の財務諸表等を公表する場合であっても、事業区分ごとに損益、

資金を厳格に区分し、混同のないようにすることにより、それぞれの事業を利用する組

合員間の利害調整を図ることができる。特に、購買事業等を主として行う生協（以下「購

買生協」という。）が共済事業を行う場合においては、区分経理を厳格に行い、事業別

の貸借対照表及び損益計算書を組合員に公表することにより、生協の理事者が組合員に

対しそれぞれの事業ごとの説明責任（アカウンタビリティー）を果たすことができる。

そして、説明責任を果たすという意味から共済事業に係る財務諸表等の透明性の水準は、

事業の類似性がある保険業におけるものと同程度なものであるべきと想定される。 
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 しかし、生協の経理実務では、共済事業の区分経理及び購買事業等への資金流用禁止

をどの程度まで厳格に考えるべきかの明確な指針は存在しない。このため、消費生活協

同組合財務処理規則（以下「財務処理規則」という。）第７条第７項第８号及び第９号

で開示される附属明細書における共済事業の事業経費の明細及び共済事業の損益の明細

がどの程度厳格に区分経理されたものか明らかではない。また、生協法第 50 条の３に規

定される区分経理とは損益計算書のみであるのか、あるいは貸借対照表も含むものかな

ども明らかではない。 

 以上のように、共済事業に係る会計慣行は必ずしも明確でないことから、当協会では、

同一の生協で共済事業と購買事業等を行う場合の実務上の個別問題を検討した。本研究

報告は、様々な意見のある共済会計について、一定の方向性を示すものとして取りまと

めたものである。 

 

２．購買事業等と共済事業との区分経理 

(1) 貸借対照表の区分経理 

 生協法第 50 条の３第１項で生協における区分経理について規定している（注３）。

また、財務処理規則第４条第１項で事業の種類ごとに収支を明示することを規定して

いる（注６）。具体的には、①共済事業と購買事業等との区分経理、②共済事業の中

で元受共済事業と受託共済事業との区分経理及び③元受共済事業を種類別に区分経理

することを求めている。 

 以下の３点から、区分経理は、損益計算書のみならず、貸借対照表も対象とするこ

とが望ましい。 

① 組合員間の利害調整 

 同一の生協が購買事業等と元受共済事業を行う場合、組合員の共済掛金が継続的

・安定的に給付のために用いられ、果実たる共済事業の剰余金を共済利用者へ適正

に還元するとともに、生協全体として購買事業等を利用する組合員と共済事業を利

用する組合員の利害調整を行う必要がある。これによって、共済事業のみならず生

協全体の継続的な発展に繋がる。したがって、合理的な基準を用いて区分経理を行

うことにより、共済事業のみならず生協全体の決算の透明性を高め、組合員間の利

害調整が容易になり、もって理事者の説明責任（アカウンタビリティー）を果たす

ことが可能となる。 

② 事業ごとの資金の区分管理と開示 

 生協法第 50 条の４第１項において、共済を図る事業に係る経理の他の事業への資

金運用等の禁止を規定している（注５）。この規定を遵守するためには、まず資金

そのものを共済事業と購買事業等とに区分する必要がある。財務処理規則第 19 条の

「資産運用体制」に規定されるとおり、業務管理においてそれぞれの事業ごとに財

産を区分し、その区分に基づき資金を開示することが望まれる。 

③ 共済事業の財産の保全状況と共済金の給付余力の開示 

 共済事業の場合、単年度の収支のみならず、共済金の給付に備えて、資産（現金

預金等）を自らの事業のために保全することが必要とされる。さらに資産と、将来

の共済金の給付のために計上される共済契約準備金等の負債を開示することにより
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共済金の給付余力を組合員に説明することができる。しかし、多くの生協では、負

債項目の共済契約準備金等は開示しているが、それに対応する資産の金額は貸借対

照表だけでは把握できないのが現実である。したがって、共済事業のみの貸借対照

表を作成することによって、共済事業の財産の保全状況を示し、かつ共済金の給付

余力を組合員に開示することが望ましい。 

 なお、貸借対照表を区分経理の対象とする場合、共済事業貸借対照表は開示の対象

とはされていないので、管理資料として作成されることとなるが、組合員出資金をい

かに区分するかが問題となる。購買生協の場合、組合員は、購買事業等を利用するた

めに、出資金を拠出して組合に加入していると考えられる。また、共済事業単独では、

出資金を利用して多額の投資を行うことは考え難い。このように考えると、組合員出

資金は、購買事業等に区分されるのが自然である。しかし、あくまで管理資料である

ため、上述した以外の適切な考え方で組合員出資金を区分する方法も考えられる。た

だし、共済事業貸借対照表を開示する場合は、組合員出資金の区分方法を注記する必

要があると考えられる。 

 

(2) 購買事業等と共済事業とに共通して発生する費用（本部費）の処理 

① 本部費配賦額 

 共済事業を行う生協では、共済事業と購買事業等とを区分経理する必要がある。

この場合、本部機能部門（注７）で発生する費用（以下「本部費」（注８）という。）

を合理的な配賦基準で各事業に配賦する必要がある。この本部費は合理的な配賦基

準により各事業区分に「本部費配賦額」として計上されることになる。このため、

事業別損益計算書上、本部費配賦額は、本部部門でマイナス表示され、共済事業及

び購買事業等ではプラスで表示されることになり、これらの合計額はゼロとなる。 

 共済事業に振り替えられた本部費配賦額は、生協の内部取引ではあるが、資金の

帰属を明確にし、生協法第 50 条の３に定められた「区分経理」に基づき共済事業の

資産を確定し適切に資産運用するために、定期的に資金決済をすることが必要であ

る。 

② 本部費の合理的な配賦基準 

 共済事業と購買事業等それぞれの経営成績及び財政状態を適切に表すためには、

本部費の合理的な配賦基準が必要である。本部費の合理的な配賦基準と考えられる

ものを例示すると以下のとおりである。 

ア．人件費・・・購買事業等及び共済事業に直接携わる人数割合等 

イ．地代家賃・減価償却費・水道光熱費・・・購買事業等及び共済事業が直接使

用する面積比等 

ウ．ホストコンピュータのリース料・・・購買事業等及び共済事業に直接係るマ

シンの稼動時間・運用工数割合等 

③ 本部費の配賦基準の開示 

 財務処理規則では、生協が採用している本部費の配賦基準を財務諸表等、例えば、

附属明細書に開示するとの明文規定はない。しかし、購買事業等及び共済事業の事

業別損益計算書は財務処理規則第７条第７項第９号で作成が義務付けられ開示すべ
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きものであり、その作成方法は明確である必要がある。本部費の配賦基準を明らか

にすることにより、事業別損益計算書の信頼性がより高まることから、配賦基準を

注記により具体的に開示することが望ましい。 

 なお、正当な理由なく配賦基準を変更することは、共済事業の経営成績及び財務

状態を適切に表すことができなくなるため、認められない。共済事業の資産は共済

金の給付のため保全する必要がある。配賦基準を変更することにより生ずる費用決

済のため共済事業の資産が購買事業等に流用されることは厳に慎まなければならな

い。 

④ 簡便な処理方法 

 多くの購買生協では、まず購買事業等を主たる事業として開始し、その後組合員

の要望等から共済事業を導入した経緯がある。共済事業を導入することにより、区

分経理が求められるようになったため、本部費のうち、共済事業に要する費用を共

済事業に負担させる必要が生じた。このため、本部部門を区分経理せず本部費を抽

出した上で、共済事業に配賦すべき本部費配賦額を計算し計上するという実務慣行

が形成された。このような方法は原則的な方法ではないものの、最終的に共済事業

及び購買事業等の損益の状況を明らかにできるのであれば簡便な方法として認めら

れると考えられる。 

 

(3) 支払加入促進費に類似した費用の処理 

 支払加入促進費は、本来、共済事業を行う生協が、他の法人に共済加入促進業務を

委託することにより支払う費用である。 

しかしながら、共済事業を行う購買生協にあっては、購買事業等のインフラを利用

して共済加入促進を行う現実がある。このため、共済業務のうち、共済契約の加入促

進業務を購買事業等に委託することにより支払う費用を支払加入促進費として処理す

る場合がある。 

 例えば、購買事業等に所属する職員が組合員に共済加入を呼びかけた結果、組合員

が共済に加入する場合などがある。このような場合、共済事業は購買事業等に加入活

動を委託していると考えられる。このため、共済事業は新規加入や継続加入に必要な

費用を購買事業等に支払う場合がある。 

 このような内部取引は、本来的な意味で支払加入促進費ではない。しかし、何らか

の形で、共済事業が購買事業等のインフラを利用することにより、購買事業等で発生

した費用を共済事業に負担させる必要がある。そこで、附属明細書の事業の種類ごと

の損益の明細において本部管理費の項目の中で、別途、事業協力費等の名称を付して、

共済事業が購買事業等に支払う事業協力費を処理することとなる。 

ただし、このような費用の付け替えにより生じた費用であっても、共済掛金を設定

するときに想定した費用の範囲内に収めることに留意する。 

 なお、本部費の配賦基準と同様に、附属明細書の事業別損益計算書の注記として、

事業協力費等を含め支払加入促進費の計算基準を開示することが望ましい。 

 

(4) 法人税等の処理 
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 法人税等は、法人税、住民税及び事業税からなり、法人税と事業税は課税所得より

計算された所得割、住民税は法人税より計算された法人税割分と出資金（資本金）・

従業者数に基づく均等割分からなる。 

 共済事業を行う購買生協は、購買事業等と共済事業とを区分経理しなければならな

いため、法人税等についても区分経理を行う必要がある。 

 このため、法人税等は、原則として、住民税均等割額を除き、各事業別に区分して

計算した課税所得に応じて計算される必要がある。一方、住民税均等割額は、各事業

の職員数等の合理的な基準により按分計算される必要がある。 

 税効果会計を採用している場合は、当期剰余金に対応して法人税等及び法人税等調

整額を事業別に計算することになる。一方、税効果会計を採用していない場合も法人

税等を事業別で計算するが、税務上の欠損金が生じた場合に問題となる。以下、税効

果会計を採用していない場合を想定して設例を示す。 

 

（設例１） 

 購買事業等、共済事業ともに課税所得があり、生協全体で課税所得がある場合に、

各事業別の課税所得に応じて法人税等を計算すると次のとおりである。なお、住民税

均等割額は考慮せず、税率は 30％とする。 

 購買事業等 共済事業 生協全体 

課税所得 500 1,000 1,500

法人税等 150 300 450

 

 なお、購買事業等、共済事業ともに会計上の剰余が生じているのであれば、上記の

ように事業ごとに課税所得を計算する方法に代えて、法人全体の法人税等の額につい

て税引前当期剰余金を基に按分する方法も認められると考えられる。ただし、このよ

うな方法が認められるのは税務上の申告調整項目の額に重要性がない場合に限られる。 

 

（設例２） 

 購買事業等は課税所得がなく、共済事業は課税所得があり、生協全体では課税所得

がある場合に、各事業別の課税所得に応じて法人税等を計算すると次のとおりである。

なお、住民税均等割額は考慮せず、税率は 30％とする。 

 購買事業等 共済事業 生協全体 

課税所得 △400 1,000 600

法人税等 △120 300 180

 

（設例３） 

 生協全体で課税所得がない場合は次のとおりである。なお、住民税均等割額は考慮

せず、税率は 30％とする。 

 購買事業等 共済事業 生協全体 

課税所得 △1,300 1,000 △300
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法人税等 △300 300 0

 

 購買事業等と共済事業それぞれ法人税等の計算を行うが、生協全体の法人税等は０

であるため、購買事業等の法人税等は△390 ではなく△300 となる。 

 なお、この設例の場合には翌期に 300 の繰越欠損金が生じることになる。この繰越

欠損金は購買事業等で発生したものであるため、翌期の購買事業等の課税所得から控

除することになるが、購買事業等に十分な課税所得がなく全額を控除し切れない場合

には、残額は共済事業の課税所得から差し引くことになる。 

 

(5) 共済事業から購買事業等への資金運用禁止と共済事業の資金運用 

 生協法第 50 条の３の「区分経理」（注３）及び生協法第 50 条の４の「共済を図る

事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止」（注５）により、共済事業を行う

生協は、損益計算書だけでなく、貸借対照表も区分経理するものと考えられる。貸借

対照表を区分経理することにより、共済事業は、購買事業等と切り離して資産運用を

行うことになる。これは財務処理規則第 19 条の「資産運用体制」からも明らかである。 

 そもそも共済事業の資金の源泉は、共済掛金である。共済掛金は予定事故率、予定

事業費率等の計算基礎を用い、収支相当の原則に基づいて算定される。よって、短期

共済である共済事業が生み出す剰余は、危険差益（注９）と費差益（注 10）からなり、

これらの剰余は共済掛金の過大受取分であるため、共済契約者に利用分量割戻（注 11）

として返還すべきである。しかし、異常事故発生時の給付余力確保のため、本来返還

すべき金額の一部を共済資金として確保することは認められると考えられる。共済資

金は、将来予定事故率を上回る事故が生じたときのための資金であり、運用は適切に

行われなければならない。このため、生協法は第 50 条の７で共済事業の資産運用の定

めをしている。 

 以上のように、共済資金はあくまで異常事故発生時の給付余力確保のための資金で

あるから、共済事業から購買事業等への資金の運用は厳格に解釈されなければならな

い。 

 また一方で、共済資金は通常想定される共済事故に対する給付能力確保のための資

金でもあるので、一定の流動性が担保されている必要がある。財務処理規則第 20 条第

１項で運用対象の資産が掲げられているが、基本的に流動性が高く、低リスクで、短

期に換金可能なものが原則とされるのは、このような理由からであると考えられる。

購買生協が短期の元受共済事業を行う場合の共済資金は、購買事業等への資金運用禁

止にとどまらず、十分な流動性が担保されることが望まれる。 

 

(6) 剰余金処分案と区分経理 

 生協法第 52 条により生協は剰余金を出資配当できるとされている。 

 剰余金処分については、法人として行うものであり、事業ごとに考えるのではなく

法人全体で剰余金の処分を検討すべきとの意見もある。この意見に従うのであれば、

全体として剰余金が残れば出資配当は可能であり、その財源は共済資金であっても構

わないことになる。 

 しかし、共済事業の経理を区分し、かつ共済事業の資金も区分することを考えれば、
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損益計算書及び貸借対照表だけでなく、剰余金処分も共済事業として区分して検討す

るものと考えられる。したがって、剰余金処分を検討する場合は、生協全体だけでな

く、購買事業等、共済事業それぞれの剰余金処分を検討した上で、全体の剰余金処分

の妥当性・適法性を検討することになる。 

 共済事業に前期繰越剰余金がある場合は、共済事業の貸借対照表と剰余金処分を区

分していないと、共済事業の過去の剰余金が取り崩され、出資配当の財源とされたか

どうかが明確にならない。このような観点からも、共済事業の貸借対照表及び剰余金

処分についても区分経理することが望ましい。 

 
以  上  

 

注１ 生協が行う事業の種類 

生協法第 10 条第１項 

 組合は、左の事業の全部又は一部を行うことができる。 

一 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生

産して組合員に供給する事業 

二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業 

三 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業 

四 組合員の生活の共済を図る事業 

五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 

六 前各号の事業に附帯する事業 

 

注２ 共済事業 

 共済事業とは、組合員から共済掛金を徴収し、共済事故の発生に際し、共済金の給付を

行う事業をいう。 

 

注３ 共済事業の区分経理 

生協法第 50 条の３第１項 

 共済を図る事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理とを区分しなけれ

ばならない。ただし、共済を図る事業のうち共済事業を行っている組合からの委託契約

に基づき共済事業の一部を受託して行う事業（以下「受託共済事業」という。）のうち

厚生労働省令で定める規模以下のものは、この限りでない。 

 

注４ 元受共済事業 

 元受共済事業とは、生協自らが組合員と直接共済契約を結び、生協が責任をもって組合

員から共済掛金を徴収し、共済事故の際に生協自らが共済契約組合員に共済金の給付を行

う事業をいう。 

 

注５ 共済を図る事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止 

生協法第 50 条の４第１項 
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 組合は、共済を図る事業（前条第１項ただし書に規定する受託共済事業を除く。以下

この項において同じ。）に係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又

は共済を図る事業に係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に

属する資金を調達してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この

限りでない。 

 

注６ 共済事業の収支の明示 

財務処理規則第４条第１項 

 組合は、共済を図る事業については、その事業の種類ごとに収支を明らかにしなけれ

ばならない。ただし、生協法第 50 条の３第１項ただし書に定める受託共済事業について

は、この限りでない。 

 

注７ 本部機能部門 

 具体的には、総務部・人事部・経理部・企画部・システム部等の管理本部のみならず、

協同組合では組織部等の組合員組織本部が本部機能部門となる。 

 

注８ 本部費の認識 

 本部費を認識する場合、原則として各事業区分のみでなく、本部部門を設定する必要が

ある。本部部門で発生する費用のうち、明らかに各事業の費用と認識される費用は、各事

業に直接計上することになる。この結果、各事業に直接計上できず、本部部門で認識する

諸経費の合計額である本部費が計算されることとなる。 

 

注９ 危険差益 

 危険差益とは、共済掛金を設定する際に予測した予定事故率と、実際の事故率との差に

より生じる差益である。 

 

注 10 費差益 

 費差益とは、共済掛金を設定する際に予測した予定事業費率と、実際の事業費率との差

により生じる差益である。 

 

注 11 利用分量割戻 

 利用分量割戻とは、協同組合特有の制度であり、剰余金処分として当期剰余金の一部を

利用分量に応じて利用組合員に割り戻すものである。 


