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        要旨 
 
 
大学においては、学生が主催するイベントが毎年多数開催される。ところが、イベントの

会計では①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧という問

題が背景にある。これらの問題を改善するべく、本研究ではエクセルの VBA を使用したイ

ベント会計システムを提案する。 
 イベント会計システムを試作する前に、前提となる会計基準の設定や、勘定項目の設定、

イベント会計の位置付けを検討する。本イベント会計システムの会計基準では、①その都

度処理②入出金方法③会計処理方法④実査⑤真実性・明瞭性の原則⑥継続性の原則⑦費目

の設定を取り決めた。会計情報を扱う人間の行動をマネジメントすることで、イベント会

計システムを効率よく扱えるはずである。そして、本イベント会計は複式簿記を扱うもの

の、企業会計や NPO 会計よりも簡単な会計を目指している。 
 学生にとって親しみやすいエクセルを使いVBAでプログラムした本イベント会計システ

ムでは、会計管理者がレシートを入力する画面としてお金の流れや個数などの情報が書き

込める UserForm を作成したり、収入と出費のそれぞれ一覧を提示し、合計まで把握でき

るシートを作成したり、お金の立て替えの現在状況をチェックすることができるシートを

作成したり、決算報告においては、会計報告書を自動算出するだけでなく、予算との比較

や出費にどれくらいの割合を費やしていたかをグラフで認識させるなどの画面を作成した。

こうして作成したシステムを、報告者が在籍する静岡大学浜松キャンパスにおける三つの

イベント（全 J コンパ、静大祭の店舗、研究室の合宿）を対象に、それぞれのイベント関

係者にこのイベント会計システムを使用してもらい評価してもらった。本システムの目的

とする①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧の改善に関

する機能が利用できることを確認してもらうと共に、その他利用上の問題点を指摘しても

らい、さらに動作の追加や機能の充実化などを図った。それらの評価や意見に基づいて、

本イベント会計システムの考察を行った。 
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第 1 章 序論 
 
 
 1.1 研究の背景 
  大学生活を送る中では、様々な学生主体のイベントがあり、それらに参加することは

もちろん企画に加わる機会も多い。その中で、イベントを円滑に進めるためにお金の管理

は重要なものになってくる。実際のイベントでは、イベント準備中や当日に、お金の出入

りが様々な場所で発生し、お金の出所や行き先がしばしば曖昧になるという現状がある。

また、運営中どれくらい売上があるのか、また物はどれくらいあるのか知りたくとも、イ

ベント終了後までなかなか把握しきれない状況である。大学のイベントで扱う金額は、企

業活動で扱う金額と比べてわずかではあるが、学生の活動を公正かつ効率的に行うために

は会計に関して的確な方法が常に求められているのである。 
 
 1.2 研究の目的 
  本研究は大学内のイベントを効率的に行うために、イベント会計システムを提案し、

ツールとして役立ててもらうことを目的としている。この際イベント会計システムはイベ

ント関係者の誰が見てもお金の出入りが理解できるように、また毎年会計の担当者が代わ

っても継続して利用できるものを目指している。 
 
 1.3 本論文の構成 
  本論文は全 6 章から構成される。 
 第１章では、本研究の背景と本論文の構成を述べる。 
 第２章では、本研究におけるイベント会計の前提から現状と問題点を列挙し、イベント

会計の基盤を述べる。 
 第３章では、イベント会計システムを試作するにあたってのイベント会計基準を提案す

る。 
 第４章では、第３章の会計基準を踏まえた、イベント会計システムの仕様と実現方式を

提案する。 
 第５章では、試作したイベント会計システムの評価を行い、改善点を考察する。 
 第６章は結論と今後の展望を述べる。 
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第 2 章 イベント会計の前提と基盤 
 
 

2.1 イベント会計の前提 
  本節では、本研究が対象とするイベント会計の前提を述べると共に、イベント会計の

現状と問題点について述べる。 
 

2.1.1 イベントとお金の流れ 
本研究におけるイベント会計の「イベント」とは、静岡大学の大学生主催のイベント

を対象にしている。主に全 J コンパや研究室の合宿、静大祭、クリスマスパーティーなど

といったイベントである。ここで、全 J コンパとは、静岡大学情報学部の学生会が主催す

る、情報学部の学生と教員の親睦のためのパーティーである。クリスマスパーティーとは、

クリスマスの時期に情報学部の一部の教員と学生が主催して行う、学生と地域住民の交流

会である。これらはイベント計画段階からイベント後日まで様々な個所でお金が発生する。 
イベントでの代表的なお金の流れを図 2‐1 を用いて説明する。本研究ではまず、イベン

トを企画する組織を「団体」と表現する。そして、組織の現時点での資金を「団体費」ま

たは、「収入」と表現する。団体の中で主にお金の管理をする人を「会計の管理者」と呼び、

会計の管理者を中心に団体の支出・入金管理が行われる。次に、団体がイベント計画中に

必要なものを買いに行く場合、会計の管理者とは別に「買出し人」というグループを設け

る。彼らは、団体費や当日の売り上げでお金をだすこともあれば、自分たちのお財布から

お金を出すこともある。買出し人が買ってきた明細のレシートを会計の管理者に提出する

ことによって、会計管理者が伝票入力を後に示す会計システムに打ち込んだり、立て替え

たお金を買出しが会計管理者から返却されることが可能になる。 
次に、団体費に入ってくるお金は売り上げやチケットの代金、先生や自動車学校などの

出資者からもらう「カンパ」と呼ばれるものがある。チケットを買う人はイベントの参加

者であり、これを一括して「客」と呼ぶ。つまり、収入と呼ばれるものは「売上」・「チケ

ット」・「カンパ」の 3 種類がある。 
よって本研究のイベント会計における用語の設定、対象はこのような前提になっており、

以後この用語を用いて述べる。 
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イベントのお金の流れ

会計の管理者 買出し人

団体
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チケット代
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レシート受け渡し

立て替え代
返却

立て替え or
団体費で買出し

団体費＝収入

伝票入力

 

         図 2‐1 イベントのお金の流れ 
 

2.1.2 イベント会計の現状 
現在、大学内のほとんどのイベントにおいて、イベント企画段階ではお金の流れの計

画が不明確になっている。買出し、チケットの代金、カンパの集計などはほとんどイベン

ト終了後に一括して行われている。そのため、会計に不明確さが表れると共にミスが生じ

やすくなっている。また、各自で勝手に判断してお金を使ったり、立て替えられると会計

の実態の把握が困難になり、その結果分らなくなってしまうことも少なくない。 
また、大学内のイベントはほぼ毎年代を引き継いで行われている。ということは、代々

やり方を引き継いでいけば会計の方法も分かるはずである。しかし、イベントの責任者か

ら始まり、お金の管理者は毎年交代し、認識も変わってくる。そこで、結局毎年独自のや

り方が導入され、去年の会計データを参考にしたくても、どこが何を表している数字なの

か分らない個所が出てきたりしてあまり参考にできていないのが現状である。また、次の

年も自分がやると思い自分が分りやすいようにエクセルに打ち込んでいても、いざ次の年

やろうとしたら去年の行動が思い出しにくく曖昧になってしまうのである。 
  

2.1.3 イベント会計の問題点 
現状を把握したところで、浮かびあがる問題がいくつかある。まず、①会計データの
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不明確さという問題である。これは、レシートを立て替えた時、出費の出所を把握してい

なかった場合、確認に時間がかかったり結局分らなくなる場合もある。さらに、レシート

を無くしてしまった場合、団体にあるはずと計算されたお金と実際の団体の有り金に差が

生じ、正確に判断ができなくなってしまう。 
次に②会計処理のミスが生じやすくなるという問題点である。悪気はなくとも、イベン

ト企画中は忙しいため、領収書やレシートは山のように溜まっていってしまう。イベント

終了後に一気にそれを処理しようとすると、記入ミスや、買出しの会計管理者へのレシー

ト受け渡し忘れなどが生じる危険がある。そのため、ここでも計算された残高と実際の残

高を照らし合わせ一致しなかった場合、膨大に計算された伝票から見つけ出すのに時間が

かかり手間と曖昧さが付きまとうのである。 
もう 1 つ、毎年行うイベントの場合、③過去のデータが理解しにくいという問題がある。

これは、会計を記入する際、記入の形式に一定の規則がないため、その年はその年の会計

管理者だけが分るように会計が記入されていき、次年度の会計管理者は昨年度の管理者の

会計表が読み解けず、またその管理者だけが分るように記入されていき、結局微妙に役に

立っただけで終了してしまうのである。これは会計管理者が、自分とその年度の買出し人

や出資者以外の人のことを考えないで作っていることに問題がある。実際、イベント中に

も、他の人がどうなっているのか把握したくても会計管理者がいなければ分らない状態に

なってしまっているのである。 
 

2.2 イベント会計の基盤 
  本節では、イベント会計の説明をしていく上で欠かせない会計用語を定義するととも

に、イベント会計の位置付けを明確にする。 
  

2.2.1 複式簿記 
１簿記というのは、企業等の組織で広く実施される会計業務のうち、主として①記録と

②計算について、具体的にその方法を説明している事務上のテクニックである。ここで簿

記は単式簿記と複式簿記に分けられる。1 つ目の単式簿記とは、現金の入金・出金を記録し

ていき、残高を計算することで、食費や光熱費などがいくらかかったか把握することをい

う。いわば家計簿に相当する記録方法である。単式簿記では、現金の残高を知ることはで

きるが、何が原因で出費が発生したのかは分らないという問題点がある。これに対し、複

式簿記とは、1 つ 1 つの取引の現金の最終結果を表すのではなく、結果と原因を把握しなが

ら記録していく方法である。 
 単式簿記と複式簿記の会計処理の流れの違いについて、図 2-2 を用いて述べる。まず、備

品や材料を買ったり、立て替え払いの返却をしたなどといった取引が発生する。ここから

①単式簿記と②複式簿記で記帳方法が異なる。まず、①の場合、取引が発生したと同時に

受け取る領収書を入手し、現金出納帳に記入する。ここでいう「現金出納帳」とは現金の
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入出金について記録するものであり、前述したとおり単式簿記は現金の結果だけが分かる。 
②の場合、領収書から出金したものか入金したものかなどを振り分ける伝票を作成する。

そこから、仕訳帳に現金の原因を記入していくのである。例えば売上に現金 300 円が計上

された場合、（現金）300（売上）300 というように書かれる。そして、溜まった仕訳を現

金や売上といった費目ごとに集計し、総勘定元帳と呼ばれる場所に転記する。次に、一定

期間の間に転記された総勘定元帳上の集計値を残高試算表と呼ばれる場所へ記入する。こ

れによりイベントの場合、団体費となる資産と、出費などの負債が各費目の合計値ごとに

記載される。次にこの表をもとに期末に決算が行われる。決算書は経営成績や財政状態を

確認する時に必要になってくる。図 2‐3 に示すようにこの経営成績を示すのが損益計算書

(P/L)、財政状態を示すのが貸借対照表（B/S）と会計用語でいわれ財務諸表と呼ばれる中の

一部である。図 2‐3 に B/S と P/L の例を示す。B/S の左側には資産の費目の合計値、右側

には負債の費目の合計値が記載されている。他にキャッシュフロー計算書(C/F)と呼ばれる、

一定期間の現金預金の実際の流れを表す表がある。このように簿記は一連のプロセスが決

められておりこれに沿って会計は行われるのである。 
 

 

          図 2‐2 単式簿記と複式簿記の会計処理の流れ 
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       2図 2‐3 損益計算書と貸借対照表の例 
 

2.2.2 NPO 法人会計の動向 

  
             4図 2－4 収支計算書 
NPO(Not Profit Organization)とは、非営利組織のことである。活動目的が非営利公益活
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動ということから、一般企業と違い利益分配を目的としないため会計の方法も若干異なっ

てくる。3 一般企業はいくら利益を稼いだかという「損益計算」を行うのに対して、NPO
会計では資金の使途を明確にするための「収支計算」が行われる。この新たに出てきた収

支計算書とは一般企業でいう損益計算書とキャッシュフロー計算書を合わせたものである。 
図 2－4に提示した収支計算書から見てわかるように現金の相手科目をそれぞれ集計した一

覧になっている。NPO の取引のほとんどは現金や預金で行われるのである。 
 

2.2.3 イベント会計の位置付け 
  一般の企業では金銭の貸し借りや、株や有価証券の取引、建物などの固定資産の管理

など運用が複雑なため複式簿記が使われている。複式簿記を扱うためには、会計専門的知

識が必要であり、一部の業務に関しては資格試験に合格したものだけが担当する。これが

一般に行われている会計というものである。NPO 会計においても複式簿記である。ただし、

資金の運用などが現金預金を主とするため、会計処理が企業の会計に比べ単純化されてい

る。 
 本研究のイベント会計においても、この複式簿記の枠組みを基本とする。本研究が対象

とするイベント会計では、ほぼ現金が中心の会計であり、大学生主催ということから扱う

金額の規模が小さい。そこで、NPO で使われる会計処理をさらに単純化した会計システム

を考える。誰でも理解でき、納得する会計システムを目標として、ここにイベント会計の

位置付けをした。 
 

 
        図 2－5 企業会計・NPO 会計及びイベント会計の比較 
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第 3 章 イベント会計基準の提案 

 
 

3.1 イベント会計基準の方針 
  本節ではイベント会計における基準を従来の会計基準から設定するとともに、イベン

ト会計ならではの基準を提案する。 
 

3.1.1 会計基準の意義 
  会計基準とは、組織における財務諸表のデータ項目の形式を定めたものである。6会計

基準には、基準性と現実性という二面にわたる要件が求められる。基準性は、企業会計を

論じていく上で不可欠な要素を誤解の少ない形で保持することを定めている。現実性は、

会計基準が常に社会の要請に従って変更していくということであり、経済現象が恒常不変

のものではないということに基づいて、日本ではかつてこの会計基準と会計基準の基盤と

なる行動規範を開発維持し、さらに国際的な会計基準整備への貢献を使命とする機関とし

て、7ASBJ（企業会計基準委員会）が設立されている。 
 さらに ASBJ からは、会計基準のあり方を考える上でもっと根本的な基礎となる前提や

概念が整理したものとして、8概念フレームワークが公表されている。近年、複数国の会計

基準設定団体の間で、国際的な会計基準の共通化に向けた動きが活発になっている。これ

らの作業を進める上で、例えば同じ取引について複数の会計処理方法がある場合、どちら

を選択するのか決定する時、各会計処理の背景にある考え方の確認のため概念フレームワ

ークは重要な役割になってくるのである。 
 このように、企業の場合には、国家的あるいは国際的機関によって会計基準が設定され

ており、原則に従って会計は処理しなければならないのである。本研究でも、イベント会

計における原則を設定し、イベントを円滑に進めるための背景を設定しようと提案する。 
 

3.1.2 イベント会計基準の方針 
イベント会計基準を考えるにあたって、第２章において述べた現状の問題点の背景を

見つめ直した。まず、会計データの不明確さと会計処理のミスの生じやすさという問題で

ある。この問題の背景には、お金の出費の出所の曖昧さ、記入ミスやレシート紛失など行

動の不明確さがある。人の動きを把握し、行動にルールを設ければ、問題点は改善するの

ではないかと考える。そこで本研究では第１に行動原則というのを作り、これを詳細に明

確化することで、イベント会計基準と設定しようと考える。しかし、ルールだけでは徹底

されるとは言い難いため、第２にはルールを実装したシステムによってルールを守らせよ

うと考える。次に考慮した問題として、第三者に会計管理者が作成した会計データを他の

人間が読解するのが実は困難だという点である。この問題の背景には、会計管理者の独自
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の解釈で会計データが作成されているということがあり、毎回のイベントごとに最低限の

費目を確定しておいたり、算出の仕方を確定しておかなければ、この問題は解決されない

といえる。よって本研究では、第３に企業会計における簿記に大体の費目が決まっている

ように、イベント会計にも大学イベントに特化した共通の費目を設定する。 
さらに企業会計原則と呼ばれる会計の世界で、伝統的に重視されている規則を参照する。

これについては 3.1.3 で説明する。 
 
3.2 イベント会計基準 

 3.2.1 行動原則 
・イベント会計基準の行動原則を以下のように定める。 
①その都度処理 
 「その都度法処理」は会計事務の基本の一つである。発生した領収書やレシートはその

日のうち、または近い間に会計の管理者に提出し、会計の管理者は受け取った時点で明細

を記入していく。会計処理を貯めこまないようにするためには、その都度処理を徹底する

ことが有効であると考える。 
②入出金方法 
 入出金は「会計の管理者」と呼ばれる人のみが行うこととする。買出しによりレシート

が発生した場合は会計の管理者に直ちに報告し、団体費からのお金をもらう時も、必ず会

計の管理者から受け取るようにする。 
③会計処理方法 
 会計の管理者はレシートを受け取り処理した際には、必ずレシートにマークを付け、記

入済みのものと混乱させないようにする。立て替えられた代金を返却する際には返した時

点で伝票に返却完了の印をつける。また、立て替えを行った人は、レシートに自分の名前

を必ず記入し、会計の管理者に提出する。本研究では、会計システムに返却した場合、伝

票に必ず記入するように設定する。 
④実査 
 実査とは、実際に現金を数えたり、残高を照合することをいう。毎回、その日の会計処

理が終わった時点で、実際の有高と団体費に現在ある現金を照合する。定期的にすること

でミスが軽減する。 
・企業会計原則の 8 原則より、以下の 2 つを導入する。 
⑤真実性・明瞭性の原則 
 会計の結果は、収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとする。会

計に嘘はあってはならないし、誰にでもわかるようになっていなければならない。 
⑥継続性の原則 
 本研究のイベント会計システムを採用しているイベントでは、会計処理の基準及び手続

きにおいて、毎年継続して適用し、むやみに変更をしない。 
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 さらに、継続性の原則に基づき、初めに設定した費目をむやみに増やしたり減らしたり

しないことにする。そのため、本研究ではイベントを通して共通する代表的な費目をすで

にあげて設定する(3.2.3 参照)。また、イベント会計で用いる会計帳簿を定めた(3.2.2 参照)。 
  

3.2.2  会計帳簿 
  イベント会計における会計帳簿は、企業会計において NPO 会計のそれを参考にして設

定した。図 3‐1(a)は企業会計の主な帳簿例であり、多くの種類があるため作業が複雑なの

が見受けられる。その次に図 3‐1(b)の NPO 会計の帳簿例を見ると、企業会計の帳簿に比

べ帳簿の種類が少なく簡潔になったように見受けられる。そこでイベント会計ではさらに

簡易化した図 3－1(c)に示す帳簿を設定する。イベント会計で用いる帳簿は伝票・仕訳帳・

総勘定元帳・損益計算書の４つである。重要な帳簿だけを残し、簡潔で理解しやすいもの

を選び、イベント会計の位置付けとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 

 

     仕訳帳または仕訳伝票 
主要簿  総勘定元帳 
           現金出納帳・小口現金出納帳 
     補助記入帳 当座預金出納帳 
           仕入帳・売上帳 
           受取手形記入帳・支払手形記入帳 
補助帳簿 
           商品元帳・積層品元帳 
     補助元帳  販売受託元帳・買付受託元帳 
           売掛金元帳・仕入先元帳 
           固定資産台帳 
貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書 

伝票 
仕訳帳 
総勘定元帳 
現金預金出納帳 
残高試算表 
貸借対照表 
収支計算書 
財産目録 
正味財産増減計算書 

伝票 
仕訳帳 
総勘定元帳 
損益計算書 

(a)企業会計  

 

(b)NPO 会計 

（c）イベント会計 

図 3-1 会計帳簿の比較 
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3.2.3 費目項目 
イベント会計の費目は企業会計また、NPO 会計の費目を参考に抽出した。図 3－2(a)では

企業会計の費目項目を列挙した。企業会計は 3.2.2 より多くの会計帳簿から成り立つためそ

の分費目項目が多い。企業会計をさらに簡単にしたものとして図 3－2(b)の NPO 会計の費

目項目が挙げられる。会計帳簿が少なくなった分費目項目も減少した。そして、本イベン

ト会計では、図 3－2(c)の費目を設定する。費用・収益・資産・負債という費目項目で主に

使われるものをイベント会計に照らし合わし抽出し取り決めた。詳しい費目項目は 4.1.4 で

述べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
                図 3－4 

 

 

 

 
                                図 3－6 
                             
      図 3－5 

   現金預金    建物・土地    支払手形    資本金 
   当座預金    構築物      買掛金     資本準備金 
   当座借越    建設仮勘定    短期借入金   その他の資本剰余金 
   受取手形    車両運搬具    未払金     利益準備金 
   不渡手形    借地権      前受金     任意積立金 
   売掛金     電話加入権    商品券     繰越利益剰余金 
   有価証券    投資有価証券   預り金     自己株式 
   商品      長期貸付金    前受収益    売上 
   前払収入    繰延資産     仮受金     受取利息 
   前渡金     創立費      未払法人税等  受取配当金 
   未収金     開業費      社債      広告宣伝費 
   短期貸付金   開発費      長期借入金   退職金 支払運賃 
   仮払金     株式交付費            旅費交通費 

流
動
資
産 

固
定
資
産 

繰
延
資
産 

流
動
負
債 

固
定
負
債 

純
資
産 

収
益 

費
用 

  普通預金         会場費 
   現金           旅費交通費 
   前期繰越正味財産額       諸謝金 
   会費収入         消耗品費 
   寄付金収入        交際費 
   委託事業収入       地代家賃 
   助成金収入               給料手当 
                          光熱水料費 
                            通信運搬費 
       
    
    
    

管
理
費 

収
入 

資
産 

事
業
費 

食材      カンパ 
ドリンク    売上   

  ゲーム      チケット 
広告     団体費 
宿泊費    備品 

  交通費       
雑費      返却 

  
 

費
用 

収
益 

資
産 

負
債 

(a)企業会計 

(b)NPO 会計 (c)イベント会計 

図 3-2 費目の比較 
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第 4 章  

エクセルを用いたイベント会計システムの提案 
 
 
 4.1 イベント会計システムの目的と概要 
  この節では第 2 章で述べたイベント会計の問題点を解決するために、第 3 章で設定し

たイベント会計基準を利用し、エクセルを用いたイベント会計システムを提案する。本イ

ベント会計システムで以下の３つのことを目標とする。 
・ルールを徹底させる。 
・会計知識の少ない一般の学生にも利用しやすいインターフェースを提供する。 
・決算を行うだけでなく予算の計画や、予算の消化状況も表示して、収入の不正などが起

こらないようにする。 
 
 4.1.1 会計システムの目的 
  第 2 章で述べた現状のイベント会計の問題点は次の 3 点である。 
①会計データの不明確さ 
 どこからお金を出して払ったのかという出所の把握ができていない。これが分らなけれ

ば、実際の有高と計算上の有高で差異が生じてしまう。 
 
②会計処理のミスが多い 
 イベント会計では、忙しくて溜まってしまったレシートを一気に処理することが多く、

またレシートの数も多いため、記入ミスや、伝票の紛失という問題点が浮上する。間違っ

たまま処理を続けると原因を追及する際、非常に手間がかかり分りにくくなる。 
 
③過去のデータが曖昧 
 大学のイベントでは毎年継続して行われるものが多く、過去のデータを見直す際、誰で

も理解できるように一括でデータ形式を統一している必要がある。現状では、その年の会

計の管理者しか会計表の見方を正確に読み取れないようになっており、次年度に活かしき

れていない。 
 
 この 3 つの問題点を解決するためのエクセルを使ったイベント会計システムを作成する

ことが本研究の目的となる。イベント会計システムは、誰が見ても分るようなシステムを

目指しているため、イベントに従事したことのある人全般を対象としている。次節から、

会計システムの概要や定義を述べると共に、実際に試作した会計システムについて実際の
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画像を交えながら解説していく。 
4.1.2 会計システムの概要 

  イベント会計システムは、会計管理人が実際のレシートをもとに詳細を打ち込んでい

き、その結果として、詳細の一覧と、収入と出費の振り分け、予算との比較、会計の結果、

立て替え払いの遷移を表示する機能を含んでいる。 
 

4.1.3 会計システムへの要件定義 
  第 2 章、また 4.1.1 でも述べたイベント会計システムの問題点をもとにここでは要件定

義を説明していく。 
 一つ目として、お金の出所をしっかりと定義することがある。そこで、イベント会計シ

ステムで伝票を打ち込む際、誰から誰へ出されたお金なのかというお金の遷移を「To」
「From」を使って表すようにした。また、返却する際も逐一打ち込むようにした。 
 二つ目として、実際の有高と計算の有高に差異が生じるという問題だが、これは収入と

出費それぞれの詳細と合計を算出するシートを用意しておくことにより、すぐに伝票と比

較して算出しやすくできる。 
 三つ目として、過去の定義が曖昧になっている問題だが、これは算出方法を毎回決めら

れた場所に同じひな型で表示させる。 もう 1 つ、レシートが溜まり処理するのにミスが

生じやすくなるうえ、原因を突き止めるのに手間がかかってしまう問題点があったが、こ

れはイベント会計基準を決めることでイベント会計システムに反映され解決する。 
一般的に分りやすいように簿記の決算の財務諸表を基にさらにかみ砕いて親しみやすく

する。それによって難しそうだから分らないという先入観がなく会計表を上手くツールと

してイベントに利用できるのではないかと考える。 
 

4.1.4 会計システムの費目設定 
  毎年イベントを恒例で行っていく上で、費目というのは大体変わらない。会計をより

分りやすくするために、費目を初期段階で設定してしまい、その中で伝票の仕訳をしてい

く。本研究で設定した費目は計 13 ある。食材、ドリンク、備品、チケット、ゲーム、広告、

カンパ、雑費、返却、団体費、売上、交通費、宿泊代である。ここでいう費目を選んだ上

で細かい内容は品目の欄に会計の管理者が記入していくことになる。ここで費目の注意事

項、例を上げていきたいと思う。 
・食材 
 食材では野菜はもちろんのことオードブル、おつまみ、お菓子、調味料もこの分類に入

れる。費目の欄で食材を設定したうえで、品目で詳しい食材の上記のような詳しい内容を

入力する。大祭の店舗の場合では、例えばネギを何本かったとかは来年も目安として知り

たいため必要になってくる場合があるので細かく記入する必要があるが、イベントで出す

お菓子だけだったら、個数だけ記入しお菓子と品目に書き、ひとくくりに計算して構わな



18 
 

い。来年も必要になってくるか考えながら伝票を記入していくのがここでは重要になって

くる。 
・ドリンク 
 ドリンクは、大まかに記入する場合は、品目の欄にソフトドリンクかお酒を記入し、備

考の欄に詳しい内容を記入する手がある。例えば全 J イベントの場合、ソフトドリンクと

お酒の本数の比率が主に知りたく、ソーダなどの品名は参考までに欲しいだけなので品目

にソフトドリンク、個数に本数、備考にソフトドリンクの詳しい内訳を記入すればいので

ある。伝票の一覧には、備考の内容が反映されているのだが、出費のシートの一覧では品

目までしか出ないため、一覧に内容量と個数を把握したければ、品目の欄に個別にソーダ

なりオレンジなり記入していく必要がある。どちらの方法で記入するかはイベント次第で

ある。 
・備品 
 備品には二通りあり、一つ目は実際に備品を借りた場合である。備品を借りた場合は品

目に内容、そして個数を記入しておけば、返却する場合もすぐに把握しやすくなる利点が

ある。実際にただで借りれたとしても返却する予定があるならば、伝票で記入しておく必

要がある。もう一つは、買出ししたものが将来団体の備品になる場合である。しかし、買

った段階で備品になるかどうかは分らない場合が多い。よって一旦雑費で処理したものを、

イベント終了後備品として振り返るということで、後日備品として伝票に記入すれば、団

体に来年も残ってるはずの備品が一度に確認しやすくなる。このイベント会計システムで

は、お金が発生しなくとも物が団体に入ってくれば伝票として処理する必要があるのであ

る。 
・チケット 
 これは、大学内のイベントのチケット販売が対象になり、イベント参加者である客が買

った場合に伝票に記入する。一日何枚売れたかが知りたいため、この記帳は一日の終わり

に毎回集計して入力する。 
 
 

・ゲーム 
 ゲームはイベント内に行われるものを指し、景品代とゲームの雑費代を記入する。 
・広告 
 広告では、ちらしを作る時やポスターを作る時に収入が発生した場合のみ記入する。 
・カンパ 
 カンパは出資者が団体に出資くれた場合に品目には何も書かないで記入する。出資者の

情報は From から判断し、To は必ず団体費になる。 
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・雑費 
 雑費は上記のような費目に当てはまらない雑巾やペンやコップなどを指す。品目に詳細

に記録するべきだが、洗剤や雑巾類などはキリがないのでキッチン系とまとめる方法もあ

る。その際には備考に記入しておく。 
 
 

・返却 
 これは、立て替え代が発生した場合に記入する。会計の管理者が立て替えてくれた人に

お金を返却する際、品目は空白で返却日と金額、From の団体費から To の相手を記入する。

誰に対していくら払えばいいかは返却のシートの一覧から把握できるようになっている。 
 

 
・団体費 
 これはもともと団体費にあった金額を記入する。つまり、1 つのイベントに対し一回しか

でてこないはずである。 
 
 

・売上 
 これは学祭などのイベントの場合に使用する。一日の売上を計上し、From 売上から To
団体費へ伝票を記入し遷移させる。 
・交通費 
 これは合宿などのイベントの場合に用いる。貸切バスや、電車などの運賃はこの交通費

という費目を使い計上する。 
・宿泊代 
 これも合宿のイベントの場合に使用する。宿泊代は個数のところに人数を記入し、代金

を書く。 
 
 4.2 イベント会計システムの画面構成 
  本節では実際に試作したイベント会計システムについて述べていく。本研究ではエク

セルの VBA を使用したシステムを試作した。VBA でシステムを試作した理由については、

会計表を作る際、ワードに比べてエクセルを使用した方が関数などもあり計算しやすいと

いう利点があり、また会計はほぼ決まった行動をして表に算出していくので VBA を使った

プログラムで組んだ方が簡潔にまた素早くできると考えたからである。 
今回作成するイベント会計システムで重視する点は会計表の見やすさである。伝票を記

入していく仕事は会計の管理者が行うが、打ち込んだものの結果を誰がみても分かるよう
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になっていてさらに欲しい情報が出てくるようになっていることが必須である。イベント

会計システムを利用してイベントを円滑に進めるためにもイベントに携わる人や来年の担

当者がみんな理解できることが望ましい。 
イベント会計システムの設計では、ユーザーが打ち込むのは伝票の部分のみであり、あ

とは、ボタンを押下するだけで一覧が出る仕組みになっている。それぞれのシートの名前

の場所にそれぞれ必要なデータが表示されるように設計した。 
図 4-1 に本イベント会計システムの画面の流れを示したが簡単に操作順序を説明してい

く。まず、予算シートを選択し、去年のデータと比較して今年度の予算を記入する。次に

一番初めのシートにあたる入力シートである。ここには二つのボタンが存在しており、図 4
－2 に表示されている「入力伝票」のボタンを押下すると伝票入力画面という UserForm が

表示されそこに、レシート内容を会計管理者が打ち込む。伝票入力画面の決定を押下する

たびに、2 つ目の伝票シートに順に記録されていく。図 4－3 の処理開始を押下すると、収

入シート出費シートそれぞれに費目が分類され一覧が表示されたうえ、それぞれの費目の

合計欄も合わせて表示される。これらの作業を一度したうえで、残りの返却シートと結果

シートが表示されるようになる。結果シートでは図 4－8 のように三つのボタンがあるがそ

れぞれのボタンはイベント中に必要になった際に押下する。返却シートでは、図 4－6 に示

されている返却一覧ボタンを押下する。これは、図 4－3 から費目の欄の返却と From と To
の立て替えた場合のみを抽出し一覧表示させ、右側に立て替えの返却予定と現在状況が表

示される。 
以上の説明した流れを図 4－1 で示し、さらに各画面について説明していく。各画面の提

示例は、全 J コンパを対象にして作成したものである。 
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4.2.1 画面構成の説明と概要 

 

               図 4－1 画面構成の流れ 
 

・入力シート 伝票入力画面 
図 4－2は本イベント会計システムの入力シートの伝票入力画面である。入力画面の①「入

力伝票」ボタンを押下すると、②「伝票入力画面」の UserForm が出てくる。伝票入力画

面に必要事項を書き込む。費目は、あらかじめ決められた費目が一覧で出るようになって

いる。お金の流れで出所を記入することで、会計の不明確さの問題点が解決される。また、

費目と品目と個数を記入することでより詳細を把握でき、現状が一発で分るようになる。1
つの費目を入力するたびに、③の決定ボタンを押下すると、次の伝票シートの画面に遷移

する。④のリセットを押下すると伝票一覧が全て消され新たなイベントの会計を行うこと

が可能になる。決定ボタンを間違って押してしまった場合は、図 4－3の伝票シートに飛び、

削除する。削除したことにより全てのシートに反映されるようになっている。 
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図 4－2 入力シート 伝票入力画面 

 
・伝票シート 一覧画面 
 図 4－2 の決定ボタンが押された度にこの図 4－3 のようにどんどん伝票が加算されてい

く。ここでは、現在のイベントの伝票一覧が並ぶようになっている。このシートの①処理

開始ボタンを押下すると、収入と出費シートへそれぞれ分類されて飛んでいく。その際、

このシートは勝手に費用の列を基準に昇順に並ぶようになっている。また、伝票番号とし

て番号が振られているため、記入ミスがあっても、すぐに見つけ出せるようになっている。

また、From と To の場所を見ることでお金の出所がすぐに把握でき、この一覧を知りたい

人は返却シートに飛ぶようになっている。ここのシート一覧は、図 4－2 のリセットボタン

を押下すると全て消える。 

１ 

2 

3 

4 

人の流れを把握 

立て替え払いなど

の情報の明確化 

設定した費目の一覧表示 
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             図 4－3 伝票シート 一覧画面 
 
・収入シート 収入一覧 
 この図 4－4 では、図 4－3 の団体費に入ってきた収入の一覧が抜き出されている。①の

クリアボタンを押下すると、ここのシートの内容が一気に消えるようになっている。左側

の表が仕分けから抜粋してきた収入の一覧で、右側が左側の表を合計した一覧である。こ

こでは、収入の詳細と、合計の一覧が一度に見れる特徴がある。 

 
             図 4－4 収入シート 収入一覧 
・出費シート 出費一覧 

1 

詳しい内容記載 

収入順に並び変え 

1 

収入の合計一覧 
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 この図 4－5 では、図 4－3 から出費された費目の一覧が抜き出されている。これを見る

と、現在買い出されたものの一覧が一目でわかるようになっている。①のクリアボタンを

押下すると、出費シートの一覧が全て消されるようになっている。図 4－4 と同様、左側に

は図 4－3 に書かれている出費された費目の一覧を、右側には左側の図の合計が一覧で表さ

れるようになっている。図 4－3 の処理開始ボタンが押されるたびにここには新しい一覧が

出てくる。しかし、処理開始ボタンを押下前に①のリセットボタンを押下する必要がある。 

 

            図 4－5 出費シート 出費一覧 
 
・返却シート 返却リスト一覧 
 この図 4－6 では図 4－3 の一覧の中から返却項目を抜粋し、立て替えて払われた金額が

分るように、左側に一覧を、右側にそれぞれの現在の状況が書かれている。この表では、

一旦全て返却されているので、右側の表の返却済みの欄に返された金額が記されている。

これにより返却された金額のみしか記されないことで、イベント途中でもお金の流れが分

るようになっている。返却の一覧を知りたい場合は、この返却シートで①の返却一覧のボ

タンを押さなければ表は出ないように設定されている。返却された時のみ返却日が記入さ

れ、実際に返し忘れがないようにしている。 

出費の合計一覧 

1 
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            図 4－6 返却シート 返却リスト一覧 
 
・予算シート 予算表 
 この予算シートでは、去年のシートに基づいて、今回のイベントの使われる収入を予想

する場所である。赤い丸で囲った場所は初めから記入されており、金額の欄を各自記入す

る。使わない費目には金額欄に 0 を記入する。これは、後々結果のシートで最後予算とど

れくらい違ったかを比較する時に役立つ。つまり、このシートはイベント計画段階で一番

初めに記入されるべきシートである。 

 
             図 4－7 予算シート 予算表 

1 

立て替え払いを返却 
した場合に記入される。 

返却済みした金額のみ

表示される。 
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・結果シート 出費状況グラフ 
 この結果シートでは、①グラフ（出費状況）、②予算と比較、③会計報告書の三つのボタ

ンがある。これにより、イベント最後にはここさえ見れば、状況が分るようになっている。

まず、①だがこれは図 4－5 の出費一覧の表より、現在どの費目にどれくらいの出費がある

のか全体のバランスをみる図になっている。これをみて、さらに来年の予算を組みたてる

際、参考にできるようになっている。 
 

 
             図 4－8 結果シート 図一覧 
 
・結果シート 予算と比較 
 図 4－8 の②の予算と比較のボタンを押下すると図 4－9 のような表が出てくる。これに

より、図 4－7 でイベント当初に記載した予算と図 4－5 の出費の状況が比べることが可能

になる。予算と比較のボタンを押下すると、①の表の列と行を入れ替えた票が②に出てく

るので、そこの範囲を選択することで、表が算出される。この表を基に、反省と来年の計

画に役立てることが可能になる。 

1 2 

3 

来年の予算の参考に！ 
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           図 4－9 結果シート 予算と比較 
 
・結果シート 会計報告書 
 図 4－8 の③の会計報告書ボタンを押下することで、図 4－10 の表が出てくる。これは、

会計でいう、収支計算書をモデルにこの表の形態にした。今回のイベント会計システムは、

NPO 会計よりも簡略化されたものを目指しているため、イベント関係者がより分りやすく

判断できることが重要である。利益又は損失という場所で今回のイベントの純利益と純損

失が分るようになっている。損失になった場合は、マイナス表示として、数字が赤色にな

る。会計報告書は最終段階にだけ出すのではなく、例えば学祭などのイベントの場合一日

目の時点で売上を知りたい場合にも活用できるのである。 

②の方の表を選択する。 
 

② 
① 

予算と今回のイベント

の出費の比較 
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            図 4－10 結果シート 会計報告書 
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第 5 章 イベント会計システムの評価 

 
 
5.1 評価方法 
 本節では本研究で試作したイベント会計システムを評価するにあたって対象と方法を

決定する。 
 
5.1.1 評価対象と実験方法 
 本イベント会計システムは、大学内のイベントを対象としており、学生主体のイベン

トが前提である。今回は静岡大学の大学イベントの中で、全 J コンパ(2009 年度 5 月)・静

大祭の店舗(2010 年度 11 月)・研究室の合宿(2010 年度 9 月)を対象として評価を行う。これ

らはすでに実施を完了したイベントであり、今回の評価では実施時の記録をもとに、本研

究で開発したツールを使用した場合の操作と表示について、イベントの関係者から感想を

得ることにした。イベント会計システムを使用してもらう実験者には、それぞれのイベン

トに関わった人であることを前提に、イベントの大まかな全体像をつかんで行動している

人を選んだ。会計の管理者としての立場で本イベント会計システムを扱ってもらうので、

ある程度のイベントの流れが分らないと意味がないと判断した。 
 
5.1.2 評価のポイント 

  評価のポイントは大きく 2 種類である。1 つは 4.1.1 で述べた本システムの目的である

①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧といった達成度を

実験者の利用の様子や感想から評価することである。もう 1 つは、実験者がシステムを好

んで利用できるか否かの意見や感想を聴取することである。この 2 点をポイントにイベン

ト会計システムを評価してもらう。 
  

5.2 評価の実施 
5.1 で述べた 3 つのイベントに関して、それぞれのイベントで中心的役割を果たした学

生に依頼して、イベント会計システムを使用してもらった。システムの仕様に先立ってイ

ベント実施時の記録を収集して、お金の出入りを分析しておいた。実験者にはこの出入り

情報を元に、本システムにデータを入力してもらい、中間での予算消化状況や最終の集計

結果の表示を見てもらった。これにより、本システムが前提とするイベント会計の行動原

則である①その都度処理②会計管理者による入出金③レシートごとの会計処理、ならびに

④実査の実施が遵守された状態を再現した。対象イベントの中の全 Jイベントにおいては、

実際に使っていた会計結果の 2008年度分(去年のデータ)と 2009年度(今年のデータ)を参考

にし、本イベント会計システムを使用した 2008 年度版をこちら側で作成したうえで 2009
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年度分のデータを取り扱ってみてどのように感じたのか評価していただいた。 
 
5.3 イベント会計システムの改善点と考察 

この節では、イベント会計システムを使用した実験者から得た評価と、そこから試作

し直したシステムの改善について述べる。最後に、それらを試作したうえでの考察を述べ

る。 
 

5.3.1 イベント会計システムへの意見 
まず、①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧の 3 点

からのイベント会計システムへの意見を聴取した。①の会計データの不明確さについては、

イベントを実施した時には曖昧になっていた会計データが、イベント会計システムを使用

することですっきりしたという意見を頂いた。例えば、図 5‐1 のような To・From の個所

より、お金の出所がはっきりするようになった。グラフや表が的確に表示されていること

から一目瞭然で分りやすい。 
②の会計処理のミスが多いについては、イベント実施時では、何度も修正した部分があ

ったが本イベント会計システムによるとミスをしそうになく、安心してできるという意見

を頂いた。図 5‐2 のように、イベント実施では残高と有高の金額が一致せず分らなくなっ

ていたところが、図 5‐3 のように自動的に計算されたり、また収入と出費で一覧が表示さ

れるシートがあることにより信頼感を与えた。 
 ③の過去のデータの曖昧さについてだが、イベント計画段階の際、しっかりした過去の

データがあったら予算の組み立ても楽であったと感じていたため、本イベント会計システ

ムのようなデータがあることで後輩にも伝えやすく参考にしやすいという意見をもらった。

イベント実施時では途中でお金の状況を把握したくともなかなか分らないという点も多か

ったが、今回のシステムでは途中で確認しやすく計画をもってイベントを進めることがで

きるという意見もあった。 
他にそれぞれのイベントで当時用いていた記録と見比べて、実験者から感想を聴取した。

図 5－2 と図 5－3 に当時の記録と本システムの表示との主な相違点を載せた。まず、当時

の記録と比較した結果、当時のものも必要事項がまとまっていて見やすいが、詳細の会計

報告書を見たい場合、別のワードを開いてみなければならず、手間がかかる。その点、こ

のイベント会計システムは同じエクセル上に異なるシートに詳細が記入されているため、

見やすい。また、グラフ化したことにより、視覚的に見やすくなり予算と比較することも

簡単にできる。今までの会計報告では、「↑↓」という＋－を独特表現で使っていたが、赤

字・黒字といった一般的な見方に変えた方が分りやすいという意見を貰った。高評価の意

見として、予算との比較ができている見やすさや、会計管理者が毎年変わっても問題なく

イベント会計システムを利用して、継続してできるのではないかというのが挙げられた。

手間については、会計管理者の負担が少なくなりミスも生じにくくなるため安心してでき
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るとの意見を頂いた。 
 

 
        図 5-1 イベント会計システムでの記録 
 

 

 図 5‐2  過去に行われたの全 J 会計報告書の記録 

残高と実際有高が合わず不明確！！ 

枚数だけでは情報が分らない。 
備考に記入。 

お金の出所を把握できる 
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図 5‐3 実験者から評価されたポイント 
 

 5.3.2 利用上の課題の抽出 
  ①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧に対する評価

の後で、それに加えてこの適用実験を通して、実験者から利用上の問題点に関して以下の

ようなコメントを頂いた。 
 ④図 4-2 に示す UserForm において、決定ボタンを押しても自動的に消えないようにな

っているので決定ボタンを押したという反応が欲しい。 
 ⑤過去のデータを現在のイベント会計のエクセル上から検索したい。 
 ⑥マニュアルらしいものがあれば会計システムをスムーズに統一させて使用できるはず。 
 ⑦団体費が最終的にいくらになったかという表示がどこかに欲しい。 
 

5.3.3 イベント会計システムの課題の改善 
 前項で述べた④⑤⑥⑦に関して改善を行った。 
まず、④の図 4－2 に示す UserForm の決定ボタンを押したことが分るような反応の追加だ

が、図 5－4 のように決定ボタンを押したら、左の画面から右の画面に遷移するように修正

した。レシートは同じ曜日のものを続けて打つことが多いため、日付の欄のみ残し、あと

は消えるようにした。これにより、入力する時の手間を軽減させた。 

明確に計算されている。 
詳細は別のシート見れば記載されている。 

予算との比較がグラフ化 
されていて見やすい。 

 
 

＋－を赤字・黒字で表現。 
計算は自動的にされるため、＋－の記載必要なし。 
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    図 5－4 改善例１ UserForm における決定ボタンの反応の追加 
 
 次に、⑤の去年のデータを予算シートに表示させるようにするという機能の追加だが、

図 5－5のように去年のイベント会計システムの結果シートにある会計報告を今年度の予算

シートに遷移させるようにした。これは①の会計報告書のボタンを押せば勝手に遷移する

ようになっている。これにより、予算を組みたてる時、参考にしやすくなり、分りやすく

なった。 
 

 

        図 5－5 改善例 2 過去データの参照利用 
  
次の⑥マニュアルの追加だが、これは、イベント会計システムを導入する際、その先行

例となるものを事前に提示させておき判断してもらうようにした。本研究の論文自体が説

明になっているためこれを読んで頂ければマニュアルの代わりになると考える。 
  
最後に⑦最終的団体費の追加だが、これは会計報告書の下に団体費という枠を設け、自

動的に団体費が現在いくらあるか計算するように改良した。ここをみれば、現在の団体費

がすぐに分るようになった。予算を組みたてる時もここの団体費が現在の有り金だと思え

決定ボタンを押下 

遷移 

1 
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ば予算も立てやすくなるはずである。 

 
           図 5－6 改善例 3 最終団体費の記入追加 
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第 6 章 結論 

 
 

6.1 結論 
 本研究では①会計データの不明確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧の

改善を目的としてイベント会計システムを作成した。そこでまず、イベント会計の行動原

則を定めた。会計情報を扱う人間の行動をマネジメントするために、また企業会計や NPO
会計の状況を調査し、これらとの対応を確保したうえで、大学イベントに最小限必要とな

る費目を設定した。会計システムの開発に当たっては、大学イベントに関係する多くの学

生が利用可能とすることを考慮してエクセル上で実現し、伝票入力画面の UserForm を作

成したり、収入と出費を分けた一覧表示や図を使った会計結果の表示など入力しやすいイ

ンタフェースを作成した。イベント会計システムを過去の全 J イベント、静大祭の店舗、

研究室の合宿という三つのイベントに適用する実験を行ったところ、①会計データの不明

確さ②会計処理のミスが多い③過去のデータが曖昧に関する改善効果を評価する声を被験

者からもらうことができた。 
 この適用実験を通して、④図 4-3 に示す UserForm において、決定ボタンを押した際の

反応を追加⑤過去のデータを現在のイベント会計のエクセル上から検索する機能の追加⑥

マニュアルを追加⑦最終的な団体費の金額の表示の追加などの利用上の問題点が抽出され、

機能追加をする際、作業する側の立場に立って要求される個所に追加できるよう改善した。 
 

6.2 今後の課題 
 今後の課題として、三つの課題が挙げられる。一つ目として、行動原則は守られるか

という点である。今回の実験は報告者の指導のもと、実験者にルールを説明し、ガイドす

る形で行った。そのため、ガイドの教育の必要性やマニュアルを見ただけでこのシステム

を使いこなせるかの検証が必要であると考える。 
二つ目として、適用対象を拡大して帳簿や勘定項目を充実させると共に、本ツールの適

用範囲を明確にしたい点が挙げられる。今回は静岡大学の主な 3 つのイベントしか対象に

あてなかったため、設定した勘定科目が他の団体の場合にも使えるかという疑問点が残っ

た。多くのイベントを対象に本ツールを試作してみる必要性がある。 
三つ目として、ユーザーインタフェースを改良して、本イベント会計システムを学生に

愛されるツールにすることである。誰もが理解できるイベント会計システムを目指すとい

うことは、会計という形式ばったものをより親しみやすくし、気軽に扱えるものでなけれ

ばならない。 
以上の 3 点を今後の課題の重要性とし、イベント会計システムを改良していく必要があ

る。 
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