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昭和六十年郵政省令第二十六号
電気通信事業会計規則
電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第三十三条の規定に基づき、電気通信事業会計規則を次のように定める。
目次
第一章 総則（第一条―第六条の二）
第二章 資産及び負債・純資産（第七条―第十四条）
第三章 収益及び費用（第十五条）
第四章 雑則（第十六条―第十八条）
附則
第一章 総則
（目的）
第一条 この省令は、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者（以下「基礎的電気通信役務提供事業者」という。）及び指定電気通
信役務を提供する電気通信事業者（以下「指定電気通信役務提供事業者」という。）の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及
び経営成績を明らかにし、もつて基礎的電気通信役務及び指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資すること並びに特定ドメイン
名電気通信役務を提供する電気通信事業者（以下「特定ドメイン名電気通信役務提供事業者」という。）並びに電気通信事業法（以下
「法」という。）第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者及び法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設
置する電気通信事業者（以下「禁止行為等規定適用事業者」という。）の会計の基準を確立するとともに、その財政状態及び経営成績を
明らかにすることを目的とする。
（遵守義務）
第二条 基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用
事業者（以下「事業者」という。）は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由があ
る場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
（事業年度）
第三条 事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及
び十月一日とする。
２ 特定ドメイン名電気通信役務提供事業者（当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が基礎的電気通信役務提供事業者、指定電気通
信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。）に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期
は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする」とあるのは、「とする」とする。
（会計原則）
第四条 事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。
一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
三 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
四 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
（勘定科目及び財務諸表）
第五条 事業者（次項に規定するものを除く。）は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式により貸借対照表、損
益計算書その他の財務諸表（基礎的電気通信役務損益明細表については基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明
細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された
電気通信事業者に限る。）を作成しなければならない。この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次に
掲げるものとする。
一 固定資産等明細表
二 関係会社投資明細表
三 有価証券明細表
四 社債明細表
五 借入金等明細表
六 引当金明細表
七 資産除去債務明細表
八 電気通信事業営業費用明細表
九 基礎的電気通信役務損益明細表
十 指定電気通信役務損益明細表
十一 移動電気通信役務損益明細表
十二 その他重要事項明細表
２ 第三条第二項に規定する特定ドメイン名電気通信役務提供事業者は、別表第一の二によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の二
の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。
（電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業）
第六条 電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内
容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
２ ドメイン名関連事業（入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を
電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取
次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。）以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別
表第一の二及び別表第二の二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。
（金額の表示の単位）
第六条の二 財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。
第二章 資産及び負債・純資産
（有形固定資産の評価）
第七条 有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。
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前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務（有形固定資産の取得、建
設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。）の額
に相当する額（資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。）によらなければならない。
（工事負担金）
第八条 ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材（以下「工事負担金」という。）を
充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の
額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額（資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。）を加算
した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。
（建設仮勘定）
第九条 建設により有形固定資産を取得するときは、その取得に直接要した有効な支出の額、適正な基準に基づいて算出した間接費及び当
該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額（資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。）を建設仮勘定に
計上し、左に掲げる時期に、遅滞なく精算して、当該有形固定資産勘定に振り替えなければならない。
一 建設工事完了前に使用を開始した資産（使用を開始した部分に限る。）については、その使用を開始したとき。
二 その他の資産については、建設工事が完了したとき。
２ 建設が短期間であり、かつ、建設に関する経理が容易な有形固定資産については、前項の規定にかかわらず、建設仮勘定に計上すべき
額を直接、当該有形固定資産勘定に整理することができる。
（減価償却）
第十条 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固
定資産については定額法により行わなければならない。
２ 電気通信事業固定資産及びドメイン名関連事業固定資産に対する減価償却費の額は、その計上の都度、個々の資産に適正に配賦しなけ
ればならない。ただし、個々の資産に配賦することが困難な場合は、耐用年数の異なる資産の区分ごとに配賦することができる。
（共用固定資産の整理）
第十一条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、
適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、そ
の全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。
（固定資産の除却）
第十二条 有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
２ 前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り
替えなければならない。
３ 第一項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用（貸借対
照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。）は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
（たな卸資産の受払い）
第十三条 たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。
２ たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。
（予定受払単価法）
第十四条 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定し
た受払単価をもつて整理することができる。
第三章 収益及び費用
（関連収益及び関連費用）
第十五条 電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそ
れぞれの事業に配賦しなければならない。
２ ドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに関連する収益及び費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に配賦しなけれ
ばならない。
３ 二以上の種類（別表第二様式第１４の表から様式第１６の表までの役務の種類の欄に掲げる種類をいう。）の電気通信役務に関連する
収益及び費用は、別表第二に掲げる基準によるほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。
４ 前三項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業又は役務に整理す
ることができる。
第四章 雑則
（財務諸表の提出）
第十六条 事業者は、この省令の定めるところに従つて作成した財務諸表を、毎事業年度経過後三月以内に総務大臣に提出しなければなら
ない。
（電磁的方法による提出）
第十七条 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した電磁的方法（電子的方法、磁気的方法そ
の他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下この条において同じ。）に係る記録媒体により提出することができ
る。
２ 前項の規定により電磁的方法に係る記録媒体により提出する場合には、事業者の氏名及び住所並びに申請又は提出の年月日を記載した
書類を添付しなければならない。
（収支の状況その他会計に関する事項の公表）
第十八条 法第三十条第六項の総務省令で定める事項は、別表第二の様式による次に掲げる財務諸表（基礎的電気通信役務損益明細表につ
いては基礎的電気通信役務提供事業者に限り、指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通
信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。）に記載する事項とする。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 個別注記表（株主資本等変動計算書に関する注記を除く。）
四 固定資産等明細表
五 関係会社投資明細表
六 基礎的電気通信役務損益明細表
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七
八
九
十

指定電気通信役務損益明細表
移動電気通信役務損益明細表
附帯事業損益明細表
その他重要事項明細表（取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。）
２ 法第三十九条の三第三項の総務省令で定める事項は、別表第二の二の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 個別注記表（株主資本等変動計算書に関する注記を除く。）
３ 法第三十条第六項又は第三十九条の三第三項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業
年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日
以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。
４ 前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、行わなければならない。
附 則
１ この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以降に開始する事業年度から適用する。
２ 事業者の作成する附属明細書については、当分の間、第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定は、適用しない。
３ 前項の規定により第五条第一項第九号、第十号及び第十一号の規定が適用されないこととなる間、事業者は、第十七条の規定による財
務諸表の提出の際、併せて、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表がこの省令
の規定に基づいて適正に作成されていることの職業的に資格のある会計監査人による証明書並びに当該基礎的電気通信役務損益明細表、
指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を作成する際に準拠した収益及び費用の配賦の基準及び手順を記載した書
類を総務大臣に提出するとともに、当該基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表
を総務大臣が別に告示する方法により開示しなければならない。
附 則 （昭和六〇年一一月七日郵政省令第八〇号）
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 （昭和六三年七月三〇日郵政省令第四五号）
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、施行の日以後に終了する事業年度に係る役務別損益明細表から適用
する。
附 則 （平成二年三月九日郵政省令第九号）
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条、第十六条及び附則第二項の規定は施行の日以降に終了する事業年度に係る財務諸
表から、改正後の附則第三項の規定は平成三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成三年三月二九日郵政省令第二〇号）
この省令は、公布の日から施行し、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成六年一〇月一二日郵政省令第七三号）
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 （平成八年三月二八日郵政省令第三二号）
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項中専用役務損益明細表に係る部分の規定は平成八年四月一日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成一〇年三月三一日郵政省令第二五号）
１ この省令は、公布の日から施行する。
２ この省令による改正後の別表第一、別表第二の規定はその施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終
了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 （平成一〇年一一月二〇日郵政省令第九八号）
１ この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
２ この省令による改正後の別表第二様式第二十三及び様式第二十四の表の規定は平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸
表については、なお従前の例によることができる。
附 則 （平成一一年三月三〇日郵政省令第三〇号）
（施行期日）
１ この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一剰余金（又は欠損金）の表の改正規定、同表の注の改正規定（「事業税 営業利益額（費用については、事業税を除いた額
とする。）比」を削る部分を除く。）、別表第二様式第一の記載上の注意の改正規定（記載上の注意６中繰延税金資産を加える部分及び
記載上の注意中９を１０とし、８を９とし、７の次に８を加える部分を除く。）、別表第二様式第二の改正規定（自己株式消却額を加え
る部分に限る。）並びに同表様式第三の改正規定、同表様式第二十二、様式第二十三及び様式第二十四の改正規定（次号に規定する部
分及び「事業税 営業利益額（費用については、事業税を除いた額とする。）比」を削る部分を除く。） 公布の日
二 別表第二様式第二十二、様式第二十三及び様式第二十四の改正規定（業務委託費に係る部分に限る。） 平成十二年四月一日
（経過措置）
２ この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の改正後も、なお従前の例（前項第一号に規定する部
分を除く。）によることができる。
３ この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定を適用す
ることができる。
附 則 （平成一一年一一月一一日郵政省令第九五号）
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成一二年九月一一日郵政省令第五二号） 抄
（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 （平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号）
（施行期日）
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
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（経過措置）
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。こ
の場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
２ この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替
払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみな
す。
附 則 （平成一二年一〇月四日郵政省令第六一号）
１ この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日以降終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
２ この省令の施行の日以降平成十三年三月三十一日までに終了する事業年度に係る財務諸表については、この省令による改正後の別表第
一、別表第二様式第一、様式第九、様式第十三及び様式第十六の規定を適用することができる。
附 則 （平成一四年三月二八日総務省令第三八号）
この省令は、公布の日から施行し、平成十四年三月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成一五年五月七日総務省令第八二号）
（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条 この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
２ 前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適
用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附 則 （平成一六年三月二二日総務省令第四四号） 抄
（施行期日）
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第
一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
（電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置）
第三条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日
前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則 （平成一八年一〇月三〇日総務省令第一二五号）
この省令は、公布の日から施行し、施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
附 則 （平成一九年九月一九日総務省令第一〇三号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二様式第７の記載上の注意３の改正規定は、証券取引法の一部を改正する法律
（平成十八年法律第六十五号）の施行の日（平成十九年九月三十日）から施行する。
附 則 （平成二〇年三月二一日総務省令第二七号）
（施行期日）
１ この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ 平成二十年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る財務諸表及び接続会計報告書等については、この省令による改正後の電気通信
事業会計規則及び第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
３ 平成二十一年三月三十一日以前に終了する事業年度に係るこの省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第１４の表特定
電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、ＦＴＴＨアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略することができる。
４ 前項の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第１４の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役
務の欄についてＦＴＴＨアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、この省令による改正前の電気通信事業会計規則
別表第二様式第１４の記載上の注意２の規定は、なお効力を有する。
附 則 （平成二一年一月五日総務省令第二号）
（施行期日）
１ この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
（電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置）
２ この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に
終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第
１４の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役務の欄については、ＦＴＴＨアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略するこ
とができる。
３ 前項の規定に基づき、この省令による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第１４の表特定電気通信役務以外の指定電気通信役
務の欄についてＦＴＴＨアクセスサービスの欄及びその他の欄の記載を省略する場合は、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省
令（平成二十年総務省令第二十七号）による改正前の電気通信事業会計規則別表第二様式第１４の記載上の注意２の規定は、なお効力を
有する。
附 則 （平成二一年一一月九日総務省令第一〇七号）
（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置）
第二条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則（以下「新電気通信事業会計規則」という。）の規定は、次の各号に掲げる改正規
定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
一 別表第二様式第１の記載上の注意の改正規定（同一の工事契約に係る部分に限る。） 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度
に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する
事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により
作成することができる。
二 別表第二様式第４の改正規定（金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る。） 平成二十二年三月三十一
日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
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ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信
事業会計規則の規定により作成することができる。
三 第五条、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十二条第三項の改正規定、別表第一固定負債の表及び流動負債の表の改正規定
（資産除去債務に係る部分に限る。）、別表第二様式第１及び様式第４の改正規定（資産除去債務に係る部分に限る。）並びに別表第二中
様式第１７を様式第１８とし、様式第１１から様式第１６までを一ずつ繰り下げ、同様式第１０の次に様式第１１を加える改正規定
平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、な
お従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのす
べての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
四 第十三条を削る改正規定及び第十四条の改正規定（「、後入先出法」を削る部分に限る。） 平成二十二年四月一日以後に開始する事
業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開
始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会
計規則の規定により作成することができる。
五 別表第一固定負債の表の改正規定（負ののれんに係る部分に限る。）、別表第一特別利益の表の改正規定、別表第二様式第１の改正規
定（負ののれんに係る部分に限る。）及び別表第二様式第２の改正規定 平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸
表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係
る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により
作成することができる。
附 則 （平成二三年四月二七日総務省令第四二号） 抄
（施行期日）
１ この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置等）
６ この省令による改正後の電気通信事業会計規則別表第二様式第１４は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用
し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則 （平成二四年四月一八日総務省令第四四号）
（施行期日）
１ この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表及び接続会計財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によ
ることができる。
附 則 （平成二八年三月二九日総務省令第三〇号） 抄
（施行期日）
１ この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十八年五月二十一日）から施行
する。
（経過措置）
２０ 第二条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行
日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則 （平成三一年三月一九日総務省令第一九号）
（施行期日）
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条 この省令による改正後の電気通信事業会計規則（以下この条において「新電気通信事業会計規則」という。）の規定は、次の各号
に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
一 別表第一及び別表第一の二の改正規定並びに別表第二様式第１及び別表第二の二様式第１の改正規定 平成三十年四月一日以後に開
始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平
成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新電気通信事業会計規則の規定を適用することができ
る。
二 別表第二様式第４及び別表第二の二様式第４の改正規定 平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適
用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度
に係る財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、新電気通信事業会計規則の規定を適用
することができる。
第三条 この省令による改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則（以下この条において「新接続会計規則」という。）の規定は、平
成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについて
は、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新接続会計規則の規定を適用す
ることができる。
附 則 （令和元年六月二八日総務省令第一九号）
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
別表第一（第５条、第６条及び第１５条関係）
勘定科目表
資産
固定資産
科目
備考
１ 電気通信事業固定資産
（１） 有形固定資産
機械設備
電気通信事業の用に供する機械設備で交換設備、搬送設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備（電力
設備及び公衆電話設備を含む。）
空中線設備
無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備
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通信衛星設備
端末設備
市内線路設備
工事負担金（貸方）
市外線路設備
土木設備

海底線設備
建物
構築物
機械及び装置
車両及び船舶
工具、器具及び備品
休止設備
減価償却累計額（貸方）
土地
リース資産

建設仮勘定
（２） 無形固定資産
海底線使用権
衛星利用権
施設利用権
ソフトウェア
のれん
特許権
借地権
リース資産

通信衛星本体（空中線設備に含まれるものを除く。）
電気通信事業法第５２条第１項の端末設備
ケーブル及びその支持物並びにこれらに附帯する設備（加入者線路及び市内中継線路を構成するものに限る。）
第８条の工事負担金
市内線路設備以外の線路設備（市内線路設備を有しない場合は「線路設備」として記載することができる。）
ケーブル等を収容又は保護するために設けられた管路、とう道、マンホール及びハンドホール並びにこれら
に附帯する設備（金額がきん少なものについては「市内線路設備」又は「市外線路設備」に含めることが
できる。）
海底ケーブル及び中継器並びにこれらに附帯する設備
附属設備を含む。
機械設備に含まれるものを除く。
船舶を有しない場合は「車両」として記載することができる。
電気通信事業の用に供していない遊休固定資産
有形固定資産に対する減価償却の累計額
事業者がファイナンス・リース取引（リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リー
ス契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（当該リース契約により使用
する物件をいう。以下同じ。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受する
ことができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをい
う。以下同じ。）におけるリース物件の借主である資産（有形固定資産に属するものに限る。）
設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。
海底ケーブル系の回線使用権
衛星系の回線使用権（インテルサット及びインマルサットに対する資本拠出額並びに衛星の製作費用、打ち
上げ費用等の分担金を含む。）
他所有者に属する施設の利用権
電子計算機又は交換機用のプログラム等
会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第１１条の規定により資産に計上するもの
有償取得したものに限る。
同上（地上権を含む。）
事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産（無形固定資産に属するものに限
る。）

その他の無形固定資産
２ （何）業固定資産
（１） 有形固定資産
（何）業の用に供する有形固定資産
（何）
減価償却累計額（貸方） 有形固定資産に対する減価償却の累計額
（２） 無形固定資産
（何）業の用に供する無形固定資産
（何）
３ 投資その他の資産
投資有価証券
親会社株式、関係会社株式及びその他の関係会社投資以外のもの。流動資産に属するものを除く。
親会社株式
親会社株式（会社法（平成１７年法律第８６号）第１３５条第２項及び第８００条第１項の規定により取得
したものに限る。以下同じ。）のうち流動資産に属さないもの（その額が重要でないときは、注記によるこ
とを妨げない。）
関係会社株式
売買目的有価証券（時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。）に
該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
その他の関係会社投資
関係会社有価証券のうち、親会社株式及び関係会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
出資金
関係会社出資金を除く。
関係会社出資金
流動資産に属するものを除く。
長期貸付金
期限が決算期後１年を超える貸付金（関係会社（会社計算規則第２条第３項第２２号に規定するものをいう。
以下同じ。）、株主、役員又は従業員に対するものを除く。）
社内長期貸付金
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
関係会社に対する長期貸付金
長期前払費用
決算期後１年を超えた後に費用となるものの前払額
繰延税金資産
その他の投資及びその他の 期限が決算期後１年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引に
資産
よつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で、決算期後１年以内に弁済
を受けられないことが明らかなもの
（何）貸倒引当金（貸方） 長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額（一括して掲記することを妨げない。）
流動資産
科目
備考
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現金及び預金
受取手形
売掛金
未収入金
リース債権

期限が決算期後１年を超えるものを除く。
通常の取引に基づいて発生した手形（金融手形を除く。）上の債権
通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額
売掛金に整理されるものを除く。
所有権移転ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物
件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下同じ。）におけるもののうち、通常の取引に基づいて発
生したもの（破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後１年以内に弁済を受けられないこ
とが明らかなものを除く。）及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので決算期後１年以内に期限が到来す
るもの
リース投資資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以
外のものをいう。）におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの（破産債権、再生債権、更生債権その
他これらに準ずる債権で決算期後１年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。）及び通常の取引以外
の取引に基づいて発生したもので決算期後１年以内に期限が到来するもの
有価証券
売買目的有価証券及び１年以内に満期の到来する有価証券
親会社株式
親会社株式のうち貸借対照表日後１年以内に処分されると認められるもの（その額が重要でないときは、注記によるこ
とを妨げない。）
貯蔵品
事業の用に供するためあらかじめ貯蔵する物品
前渡金
通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金
前払費用
決算期後１年以内に費用となるものの前払額
そ の 他 の 流 動 資 １年以内に現金化される資産及び期限が決算期後１年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
産
（何）貸倒引当金 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額（一括して掲記することを妨げない。）
（貸方）
繰延資産
備考
科目
創立費
開業費
株式交付費
社債発行費等
開発費
負債
固定負債
備考
科目
社債
期限が決算期後１年を超えるもの
長期借入金
金融手形その他の期限が決算期後１年を超える借入金（関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。）
関係会社長期借入金関係会社からの長期借入金
リース債務
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの
繰延税金負債
退職給付引当金
（何）引当金
その性質により固定負債に整理することが相当なもの
資産除去債務
資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの
その他の固定負債 株主、役員又は従業員からの期限が決算期後１年を超える借入金及び期限が決算期後１年を超える債務で他の固定負
債科目に属さないもの
流動負債
備考
科目
１年以内に期限到来の固定負債
期限が決算期後１年以内となつた固定負債（関係会社に対するものを除く。）
１年以内に期限到来の関係会社長期借 期限が決算期後１年以内となつた関係会社長期借入金
入金
支払手形
通常の取引に基づいて発生した手形（金融手形を除く。）上の債務
買掛金
通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額
短期借入金
金融手形その他の期限が決算期後１年以内の借入金（株主、役員又は従業員からのものを除く。）
リース債務
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後１年以内に期限が到来するもの
未払金
未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの
未払費用
利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額
未払法人税等
法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。）及び事業税の未納付額
前受金
受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
預り金
他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券（株主、役員又は従業員からのものを除く。）
従業員預り金
社内預金等従業員からの預り金
前受収益
利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額
（何）引当金
その性質により流動負債に計上することが相当なもの
資産除去債務
資産除去債務のうち、決算期後１年以内に履行されると認められるもの
その他の流動負債
期限が決算期後１年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
純資産
株主資本
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科目
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金

内訳科目

（何）積立金（又は（何）準備金）
繰越利益剰余金

備考

任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。

自己株式（借方）
自己株式申込証拠金
評価・換算差額等
科目
内訳科目 備考
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
土地の再評価に関する法律（平成１０年法律第３４号）第７条第２項に規定する再評価差額金
新株予約権
科目
内訳科目
備考
新株予約権
費用
営業費用
科目
備考
１ 電気通信事業営業費用
営業費
電気通信役務の提供に関する申込みの受理、電気通信役務の料金の収納及び電気通信役務の販売活動並びにこ
れらに関連する業務に直接必要な費用
運用費
電話等の通話の受付及び交換、電報の受付、通信及び配達並びにこれらに関連する業務に直接必要な費用
施設保全費
電気通信設備の保全のために直接必要な費用
共通費
営業所等における共通的作業（庶務、経理等）に必要な費用
管理費
本社等管理部門において必要な費用
試験研究費
研究部門において必要な費用
研究費償却
繰延資産に計上した研究費の償却額
減価償却費
有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
固定資産除却費
固定資産の除却損及び撤去費用（毎事業年度経常的に発生するもの）
通信設備使用料
他の事業者に対してその設備を使用する対価として支払う費用
租税公課
固定資産税、事業所税等の租税（法人税、住民税及び事業税（利益に関連する金額を課税標準として課される
事業税をいう。以下同じ。）を除く。）及び道路占用料等の公課
２ （何）業営業費用
（何）業に係る営業費用
（何）
営業外費用
備考
科目
支払利息
借入金に係る利息
社債利息
社債の支払利息
社債発行費等償却
繰延資産に計上した社債発行費等の償却額
株式交付費償却
繰延資産に計上した株式交付費の償却額
創立費償却
繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却
繰延資産に計上した開業費の償却額
開発費償却
繰延資産に計上した開発費の償却額
有価証券売却損
有価証券の売却差損
有価証券評価損
有価証券の評価差損
雑支出
他の営業外費用科目に属さないもの
特別損失
科目
備考
固定資産売却損
固定資産の売却差損
減損損失
固定資産の評価差損
臨時損失
災害その他特別な事由による臨時損失
固定資産除却損
固定資産の除却損及び撤去費用（毎事業年度経常的に発生するものを除く。）
（何）
法人税、住民税及び事業税
科目
備考
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
収益
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営業収益
科目
備考
１ 電気通信事業営業収益
電気通信事業に係る営業収益
（何）収入
（何）役務の提供に係る収益
その他の収入
他の収益科目に属さないもの
２ （何）業営業収益
（何）業に係る営業収益
（何）
営業外収益
科目
備考
受取利息
預貯金及び貸付金に係る利息
有価証券利息
国債、地方債、社債等に係る利息
受取配当金
株式の配当金、出資金の分配金等
有価証券売却益
有価証券の売却差益
雑収入
他の営業外収益科目に属さないもの
特別利益
科目
備考
固定資産売却益
固定資産の売却差益
負ののれん発生益
負ののれんの発生益
（何）
（注）
第１５条第１項に規定する基準は次のとおりとする。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業とに関連する費用は、原則として次の基準によつてそれぞれの事業に配賦する。
共通費
関連する固定資産価額（取得原価をいう。管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。）比又は管理・共通部門
以外の部門の人件費比若しくは支出額比
管理費
関連する固定資産価額比又は管理部門以外の部門の人件費比若しくは支出額比
試験研究費
営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比
研究費償却
同上
減価償却費
関連する固定資産価額（帳簿価額をいう。以下この別表において同じ。）比
固定資産除却費 関連する固定資産価額比
租税公課
固定資産税等 関連する固定資産価額比
事業所税
管理部門等の人件費比
別表第一の二（第５条及び第６条関係）
勘定科目表
資産
流動資産
備考
科目
現金及び預金
期限が決算期後１年を超えるものを除く。
受取手形
通常の取引に基づいて発生した手形（金融手形を除く。）上の債権
売掛金
通常の取引に基づいて発生した事業上の未収額
リース債権
所有権移転ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引（リース取引のうち、リース契約に基づく期
間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件（当該
リース契約により使用する物件をいう。以下同じ。）の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を
実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することと
なるものをいう。以下同じ。）のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転する
と認められるものをいう。以下同じ。）におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの（破産更生債
権等で決算期後１年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。）及び通常の取引以外の取引に基づ
いて発生したもので決算期後１年以内に期限が到来するもの
リース投資資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース
取引以外のものをいう。）におけるもののうち、通常の取引に基づいて発生したもの（破産更生債権等で決算期
後１年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。）及び通常の取引以外の取引に基づいて発生した
もので決算期後１年以内に期限が到来するもの
有価証券
売買目的有価証券（時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。）及び１
年以内に満期の到来する有価証券
親会社株式
親会社株式（会社法（平成１７年法律第８６号）第１３５条第２項及び第８００条第１項の規定により取得した
ものに限る。以下同じ。）のうち貸借対照表日後１年以内に処分されると認められるもの（その額が重要でない
ときは、注記によることを妨げない。）
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前渡金
通常の取引に基づく物品の購入、外注加工等のための手付金又は前渡金
前払費用
決算期後１年以内に費用となるものの前払額
（２） 特定の資産又は
負債に関連しない繰
延税金資産で決算期
後１年以内に取り崩
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されると認められる
もの
未収収益
社内短期債権
株主、役員又は従業員に対する短期債権
短期貸付金
期限が決算期後１年以内の貸付金
未収入金
その他の流動資産
１年以内に現金化される資産及び期限が決算期後１年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
（ 何 ） 貸 倒 引 当 金 （ 貸 短期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額（一括して掲記することを妨げない。）
方）
固定資産
科目
備考
１ ドメイン名関連事業固定資産
（１） 有形固定資産
建物
附属設備を含む。
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産（有形固定資産に属するもの
に限る。）
建設仮勘定
設備の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前渡金を含む。
その他の有形固定資産
（２） 無形固定資産
のれん
会社計算規則（平成１８年法務省令第１３号）第１１条の規定により資産に計上するもの
特許権
有償取得したものに限る。
借地権
同上（地上権を含む。）
商標権
有償取得したものに限る。
実用新案権
同上
意匠権
同上
ソフトウェア
電子計算機又は交換機用のプログラム等
リース資産
事業者がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産（無形固定資産に属するもの
に限る。）
その他の無形固定資産
２
（何）業固定資産
（１） 有形固定資産
（何）業の用に供する有形固定資産
（何）
減価償却累計額（貸方）
有形固定資産に対する減価償却の累計額
（２） 無形固定資産
（何）業の用に供する無形固定資産
（何）
３ 投資その他の資産
投資有価証券
親会社株式、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券以外のもの。流動資産に属す
るものを除く。
親会社株式
親会社株式のうち流動資産に属さないもの（その額が重要でないときは、注記によることを妨げない。）
関係会社株式
売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式以外のもの。流動資産に属するものを除く。
関係会社社債
売買目的有価証券に該当する社債以外のもの。流動資産に属するものを除く。
その他の関係会社有価証券
関係会社有価証券のうち、親会社株式、関係会社株式及び関係会社社債以外のもの。流動資産に属する
ものを除く。
出資金
関係会社出資金を除く。
関係会社出資金
流動資産に属するものを除く。
長期貸付金
期限が決算期後１年を超える貸付金（関係会社（会社計算規則第２条第３項第２２号に規定するものを
いう。以下同じ。）、株主、役員又は従業員に対するものを除く。）
社内長期貸付金
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
関係会社に対する長期貸付金
破産更生債権等
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
長期前払費用
決算期後１年を超えた後に費用となるものの前払額
前払年金費用
繰延税金資産
投資不動産
その他の投資及びその他の資産 期限が決算期後１年を超える債権で、他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取
引によつて生じた金銭債権のうち破産更生債権等で、決算期後１年以内に弁済を受けられないことが
明らかなもの
（何）貸倒引当金（貸方）
長期金銭債権の貸倒損失に備えるための引当額（一括して掲記することを妨げない。）
繰延資産
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科目
創立費
開業費
株式交付費
社債発行費
開発費
負債
流動負債
科目
支払手形
買掛金
短期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
前受収益
修繕引当金
（何）引当金
資産除去債務
社内短期借入金
従業員預り金
その他の流動負債
固定負債
科目
社債
長期借入金
関係会社長期借入金
社内長期借入金
リース債務
長期未払金
繰延税金負債
退職給付引当金
（何）引当金
資産除去債務
その他の固定負債
純資産
株主資本
科目
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金

備考

備考
通常の取引に基づいて発生した手形（金融手形を除く。）上の債務
通常の取引に基づいて発生した事業上の未払額
金融手形その他の期限が決算期後１年以内の借入金（株主、役員又は従業員からのものを除く。）
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、決算期後１年以内に期限が到来するもの
未払配当金その他買掛金又は未払費用に属さないもの
利息、賃借料、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額
法人税、住民税（都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。）及び事業税の未納付額
受注品等に対する内入金その他前受収益に属さないもの
他から預かつた現金、手形、小切手及び有価証券（株主、役員又は従業員からのものを除く。）
利息、賃貸料等の収益で、翌事業年度以後に属するものの前受額
その性質により流動負債に計上することが相当なもの
資産除去債務のうち、決算期後１年以内に履行されると認められるもの
株主、役員又は従業員からの短期借入金
社内預金等従業員からの預り金
期限が決算期後１年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
備考
期限が決算期後１年を超えるもの
金融手形その他の期限が決算期後１年を超える借入金（関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。）
関係会社からの長期借入金
株主、役員又は従業員からの長期借入金
ファイナンス・リース取引におけるもののうち、流動負債に属するもの以外のもの

その性質により固定負債に整理することが相当なもの
資産除去債務のうち、流動負債に属するもの以外のもの
期限が決算期後１年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの

内訳科目

（何）積立金（又は（何）準備金）
繰越利益剰余金

備考

任意積立金を目的別に科目を設けて整理する。

自己株式（借方）
自己株式申込証拠金
評価・換算差額等
科目
内訳科目 備考
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
土地の再評価に関する法律（平成１０年法律第３４号）第７条第２項に規定する再評価差額金
新株予約権
科目
内訳科目
備考
新株予約権
費用
営業費用
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科目
備考
１ ドメイン名関連事業営業費用
売上原価
役務原価を含む。
販売費及び一般管理費
２ （何）業営業費用
売上原価
役務原価を含む。
販売費及び一般管理費
営業外費用
科目
備考
支払利息
借入金に係る利息
社債利息
社債の支払利息
社債発行費償却
繰延資産に計上した社債発行費の償却額
売上割引
雑支出
他の営業外費用科目に属さないもの
特別損失
科目
備考
固定資産売却損
固定資産の売却差損
減損損失
固定資産の評価差損
災害による損失
（何）
法人税、住民税及び事業税
科目
備考
法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
収益
営業収益
備考
科目
１ ドメイン名関連事業営業収益
ドメイン名関連事業に係る営業収益
売上高
２ （何）業営業収益
（何）業に係る営業収益
売上高
営業外収益
備考
科目
受取利息
預貯金及び貸付金に係る利息
有価証券利息
国債、地方債、社債等に係る利息
受取配当金
株式の配当金、出資金の分配金等
仕入割引
投資不動産賃貸料
雑収入
他の営業外収益科目に属さないもの
特別利益
備考
科目
固定資産売却益
固定資産の売却差益
負ののれん発生益
負ののれんの発生益
（何）
別表第二（第５条、第６条、第１５条及び第１８条関係）
様式第１

様式第２

様式第３

様式第４

様式第５

様式第６
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様式第７

様式第８

様式第９

様式第１０

様式第１１

様式第１２

様式第１３

様式第１４

様式第１５

様式第１６

様式第１７

様式第１８

別表第二の二（第５条、第６条及び第１８条関係）
様式第１

様式第２

様式第３

様式第４

