
はじめに

　わが国の場合、法人税法別表第二で列挙された公益法人等については、その

所得のうち収益事業から生じた所得だけが法人税法上課税対象とされており

（法人税法４条１項）、収益事業から生ずる所得についても、普通法人に対する

税率より低い税率が適用されることになっている（法人税法66条３項。平成11

年の負担軽減措置法で公益法人等に対する法人税率は22％に軽減されている）。

地方税法上も、公益的活動に従事する法人（実際には、法人税法別表第二で掲

げられた公益法人等にほぼ対応する形で、具体的な法人名が個別的に挙げられ

ている）の場合は、その法人が一定の事業の用に供している固定資産に係る固

定資産税が非課税とされる（地方税法348条）など、公益法人については、税法

上種々の優遇措置が講じられてきた。公益活動を推進するグループあるいは公

益法人自体の関係者の中には、公益法人等がもつ目的の公益性や正当性があり

されすれば、それだけで課税上の特例を受ける理由としては十分である、と考

える向きがあるのかも知れない。しかし、所得税法や法人税法の組み立てから

すると、所得（収益）が生じていれば課税をするというのが原則であり、この

ような公益法人等に対する法令上の取扱いは、むしろ例外に属する。同じ競争

レベルでみた場合に、現在の制度の下で、課税上特別の取扱いを受けている分

だけ、一般の営利法人（普通法人）などと比べて、公益法人等が、より多くの

経済的利益を受けている事実は否定できない。自由な経済競争社会を前提とす

る以上、他の営利法人と比べて特別な取扱いをするためには、それなりに十分

な特殊性や必要性があること、あるいは、それだけの特典を与えるのに十分な
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社会的意味があることを社会一般の人達に対して納得させるだけの理由づけが

必要とされよう。もしそのような理由を提示できないとすれば、公益法人等に

対する課税上の特別扱いは、国民間の公平を著しく損ねる結果だけを伴うこと

になり、今後もこのような制度を維持していくことは、きわめて困難となりか

ねない。現に、今回の制度改正論議においても、公益法人等についても原則課

税でいくべきだとの声が上がっていることは、周知の通りである。

　本報告の目的は、これまでのような公益法人の課税上の取扱いの根拠がどこ

にあるのかを探ると共に、現行公益法人税制の現状と問題点を踏まえた上で、

公益法人税制改革への将来的な道筋を検討することにある。したがって、本報

告のテーマと議論の内容は、石村耕治教授のご報告と重なる可能性がある。た

だし、私と石村教授とでは、基本的考え方や報告のスタンスが異なるであろう

し、二人の租税法学者が、それぞれ違った観点から問題を論じることで、か

えって問題を浮き彫りにできる点もあろうかと思われる。

　ＫＳＤ事件を一つのきっかけとして、近時、公益法人制度全体の見直し論議

が高まっている。それと共に、公益法人課税をめぐる議論にも大きな展開がみ

られそうな状況にある。その意味では、本報告は、近時におけるきわめてホッ

トな話題の一端を扱うが、これまでの議論の状況からみても、制度の行く末は

非常に流動的であり、未だこれから先の見通しも付かない状態にあるというの

が私の正直な感想である。その意味でも、今回の私の報告は、あくまでも「現

段階における」議論を踏まえた上での、「若干の」公益法人課税論にとどまらざ

るをえないことを、最初にお断りしておきたい。

１　公益法人税制と行政の関与のあり方

　法人の設立全般についても同様のことが言えようが、わが国の公益法人制度

の特色としては、まず、法令上、「きわめて一律かつ明確な」許可主義の原則が

示されていることを指摘しうる1）。すなわち、一般に公益法人の法人格取得

は、厳格な基準と要件の下でのみ認められている。たとえば、平成８年の閣議

決定で示された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」では、公益法人設立
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の条件として、公益法人の事業が、①公益法人の目的に照らし、適切な内容の

事業であること、②事業内容が、定款または寄付行為上具体的に明確にされて

いること、③営利事業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を

種とする者でないこと、のすべてに適合することを要求している。また、名

称、組織、財務や会計などについても一定の基準を設けると共に、設立認可に

際して各主務官庁が行う厳格な審査を考慮すると、公益法人として認証される

ためには入り口段階でのかなり厳しい審査を経ていると評価しうる。

　日常的な公益法人の会計・財務についても建前上は同様である。昭和53年に

導入された公益法人会計基準は、昭和60年の改正その他、種々の改正論議を経

て、今日に至っているが、この基準によって公益法人が依るべき会計基準の明

確化が図られると共に、収支予算や会計帳簿、収支計算、財産管理など、業

務・財務の広汎な分野にわたって所轄庁や主務官庁のコントロールが及ぶこと

とされている。実際上の発動は非常に稀であるにせよ、所轄行政庁に対して設

立許可を取り消す権限が与えられたり（民71）、解散を命ずることができたりす

るなど、制度的には裁判所の解散命令と相俟って、主務官庁や所轄庁には公益

法人に対する強力な監督手段が与えられてきたといえよう2）。その意味では、

従来の公益法人制度の根底には、直接、間接を問わず、行政側の関与の意図と

姿勢が明確に現れている。さらに、所管官庁への書類提出状況や立入検査の実

施率の高さなどを見るかぎりでは、行政のコントロールが十分行き渡っている

との見方もできよう。

　もっとも、そのような制度的枠組みになってはいるものの、実際には、主務

官庁や所轄庁が公益法人の日々の活動にまで細かく立ち入ってチェックするに

は困難な状況も事実上存在する。仮に、ある法人に公益法人としてふさわしく

ない活動があったとしても、余程のことがないかぎり、その中身にまで立ち

入って監視の目を光らせたり認可を取り消したりすることができなかったとい

うのが実情であったと思われる。とりわけ、信教の自由が憲法により保障され

ている宗教法人などの場合には、そのような傾向があったことは否定できな

い3）。

　すなわち、これまでのわが国の制度では、入り口段階では厳しい審査と
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チェックを受けるとしても、一度、許可なり認可なりを受けてしまえば、その

後は形式的な審査を受けるに止まり、活動の内容や実態に関する実質的審査を

受けることもなしに、自動的に公益法人としての法的、そして税制上の取扱い

を享受しえたというのが、むしろ原則的な状態であるといえよう4）。このよう

な制度の実態や行政の姿勢は、ときに行政の過干渉となって法人側の自主的な

公益活動を阻害する弊害を招く原因にもなっている。それと同時に、認可を受

けた法人に対しての実質面での不干渉主義は、制度の濫用を助長し、結果とし

て公益法人（非課税）制度への不信感を増大せざるをえなかった5）。

２　「公益」概念の不明確性をめぐる問題点

　公益法人に関するわが国の現行税法や税制の態度は、とにかく「初めに組織

ありき」で、その法人が実際に行っている「公益」活動の具体的な内容の如何、

あるいはその是非を問う形になっていない。法人税を例とすれば、別表第二に

該当するかどうか、そしてその法人が行っている事業が収益事業であるか否か

でもって、課税関係のすべてが決まってしまう傾向がある。形式的基準によっ

て公益法人の課税関係のすべてが定まるという点からいえば、わが国の公益法

人税制においては、公益目的を積極的、具体的に実現しようとする姿勢や意識

を欠いていたといわざるをえない6）。

　一般的にいえば、現行制度の下で、公益法人が課税上、種々の優遇的な取扱

いを受けている理由の一つは、公益法人が「民間による公益活動の重要な担い

手」として期待されており、そのような団体を保護して、その活動を促進する

ことがまさに公益に合致すると考えられてきたからであろう7）。わが国の代表

的な租税法の教科書でも、「公益の追求を目的とする」8）こと、あるいは、「公益

を目的として設立された」9）ことが、その理由として挙げられている。その意味

では、公益法人等に課税上の特例・優遇措置を認める根拠は、「公益性」の存在

が軸となっている。

　しかし、多くの論者が指摘するように、「公益」の概念自体は、甚だ不明確で

あり、何をもって「公益」と理解するのかについての判断はきわめて困難であ
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る10）。社会関係が複雑化するにつれて、公益と私益の区別自体も相対化する傾

向があり、両者の厳格な区分けは、実際上不可能に近い。また、「公益」概念に

伴う不明確さは、法人の設立に当たって「公益性」を認定する権限を付与され

ている主務官庁が、事実上かなりの裁量的判断権をもつことを意味する。

　そのような状況の下で、近時立法化が図られた特定非営利活動促進法（いわ

ゆるＮＰＯ法）においては、公益法人の一種である特定非営利活動法人（ＮＰ

Ｏ法人）を定義するにあたって、民法34条法人との「すみわけ」のために、「公

益」という言葉を避けて、わざわざ「不特定かつ多数のものの利益の増進」と

置き換えており、注目される11）。特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の実際の設

立認証にあたっては、それぞれの団体が目指す「公益」についての価値判断を

敢えて行わず、「不特定かつ多数の利益」の獲得を活動目標としているかどうか

という価値中立的な基準に置き換えて判断をすることになっている。したがっ

て、実態審査は行われずに書面審査によって認証されることを原則とする。ま

た、「公益」のために活動する団体を育成しようという目的の下で、いわば性善

説に立ってできた制度であるため、かえって制度が悪用されたり、「犯罪の隠

れ蓑」として使われたりするケースが多く見られ、いろいろとマスコミを賑わ

す結果にもなっている。いずれにせよ、これらの事実は、「公益」を「不特定か

つ多数の利益」あるいは「社会全体の利益」などと置き換えてみたところで、

法が最終的に実現を図っている目的のあいまいさや不明確さは完全に払拭する

ことができない一つの証左ではあるまいか。

　さらに、現行制度の下で、「公益法人」にどのような法人が含まれうるかにつ

いても見解が分かれうる12）。しかも、わが国の現行制度のように、主務官庁が

公益法人に対して法人格を付与する「許可主義」の下で、公益性の判断を任さ

れた主務官庁が如何に厳しい審査を行ったとしても、実体的には公益法人の名

にふさわしくない団体が、公益法人として設立され、審査をくぐり抜ける可能

性はいくらでも生じてこよう。数は少ないとしても、社会福祉法人や宗教法人

を名乗る団体の中には、私益追求をもっぱらとする団体が存在していることは

否定できない。これまでもそのような問題が、しばしば取り沙汰されてきた

が、たとえ一部に止まるにせよ、「厳しい審査」をくぐり抜けて設立された「公
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益」法人が、反社会的・反公益的活動に従事したり、世間を騒がせる事件を起

こしたりする度に、一層、公益法人の本来的「公益性」に対する疑問が投げか

けられてきた。オウム真理教事件や、ＫＳＤ事件を目の当たりにして、公益法

人等に対する従来の課税上の取扱いの見直しを求める声が社会的に生じてくる

としても、それはけだし当然であるといえよう。法人税法別表第二で挙げられ

ている公益法人の中には、「公益」の名に値するかについて疑問を出されるケー

スもあり、たとえ数は少ないとしても、社会福祉法人や宗教法人を名乗る団体

の中に、私益追求をもっぱらとする団体が存在してきたことは事実である13）。

　これまでの許可主義による制度の運用上、「公益性」の有無についての判断を

すべて主務官庁に任せてきたことが、公益法人の名に必ずしもふさわしくない

団体を公益法人として設立させる結果につながっているとは直ちにいえない。

ただし、たとえ善意であるとはいえ、公益法人の設立から運営にまで至る、過

干渉ともいえる現在の公の関与の仕方が、一面において制度を歪め、その本来

のあり方とはほど遠い状態を生み出すのに力を貸していた事実は否定しえな

い14）。また、「公益」概念の不明確さの故に、「役所の公益性の基準に合致しな

い団体が、簡単に法人化できない」状況が生じていることや、実際の公益法人

の設立認証やその監督にあたって行政の恣意的判断や不当な介入・関与の余地

があることなど、制度自体に根ざした多くの問題は、容易に看過すべきでない

事柄であるといえよう。それと同時に、これらの問題や課題は、制度自体の抜

本的見直しが早急に迫られている状況を示していると思われる15）。

３　制度濫用のおそれと防止対策の必要性

　わが国において公益法人の収益活動に対する課税が始まったのは、シャウプ

使節団の勧告を受けて実施された昭和25年の税制改正に遡る。別稿16）でも触れ

たことであるが、シャウプ勧告が、一般の法人や個人と非課税法人とのイコー

ル・フィッティング（競争条件の平等の確保）を念頭に置きつつ、非課税法人

に対して非課税措置を与えるについては大蔵省（当時）を唯一の決定権者とす

ること、非課税資格の有無を３年ごとに審査すること、非課税法人に対して年
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次収支計算申告書の提出を義務づけること、などの提言を行っていたことは明

らかである。また、同勧告が、当時においてすでに、非課税制度が濫用されて

差別状態が生じることを危惧していたことは注目に値する。

　戦後におけるわが国の公益法人税制の展開からすると、シャウプ勧告におい

て示されていたそのような懸念は、不幸にも的を射ていたといわざるを得な

い。今回の公益法人制度改革への動きが、政界を巻き込む騒動となったＫＳＤ

事件を一つのきっかけとして生じてきたことは周知の通りであるが、「公益」活

動を本来の目的とするはずの一部宗教団体や社会福祉団体によって引き起こさ

れる不祥事は、何時の時代でも絶えることはなく、公益法人に対する不信感

は、募る一方である。わが国のように、「公益法人」の認証と「税制上の特権」

とが直結する制度の下では、一層その不合理さが目に付かざるを得ない。公益

法人を単なる名目だけの「公益」法人としておかないで、それらの法人の実質

的な公益性を活動面でいかに確保するかが将来に向けて制度の成否を決定づけ

る最も重要なポイントであることはいうまでもない。現在の公益法人制度や公

益法人税制の改革への動きの中で、そのための仕組みや運用の効率性を確保す

るための制度作りが、まさに問われているのだともいえよう17）。

４　法人類型の一元化をめぐる改革提案について

　米国の場合であれば、法人格の取得は、直ちに免税資格の取得にはつながら

ない。免税資格の取得には、連邦や州の課税庁の認定を別途受ける必要があ

る。また、非営利法人（団体）の中でも、免税資格は、具体的な公益判断を経

た上で付与される。それに対して、わが国の場合には、税法上の取扱いを決定

づける公益法人等の設立認証は、個別の主務官庁が行うことになっており、こ

れまでの公益法人制度あるいは公益法人課税の制度において生じてきた多くの

弊害も、このようなわが国の法人制度の仕組み自体に問題があったのではない

か、また、税制における法人の区分け自体を見直す必要があるのではないか、

というような問題点が指摘されてきた18）。

　ちなみに内閣官房行政改革推進事務局では、それまでの制度改革への動きを
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受けて、平成14年８月に、公益法人、ＮＰＯ法人、中間法人の三者を一括りに

し、準則主義により非営利法人を設立するという、独自の論点整理を行ってい

る（「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）」。ただし、この「論点整

理」では、税制についての考え方は示されておらず、民間の非営利活動の支援

という観点からの批判も少なくない）。この「論点整理」では、法人類型の論議

に関して、公益法人と中間法人の両者を「非営利法人（仮称）」という法人類型

にまとめる「改革パターン①」と、非営利法人をさらに公益性がある「非営利・

公益法人（仮称）」と非営利・非公益を目的とする「中間法人」（仮称。現行の

中間法人）の２類型に分ける「改革パターン②」との、二つの考え方が提示さ

れている。改革パターン①の法人（「非営利法人（仮称）」）の場合であれば、準

則主義の下で登記のみによって法人格を取得することになる。改革パターン②

の場合には、「非営利・公益法人（仮称）」については行政庁の認証によって法

人格を取得させる（「認証主義」）ことになるが、「中間法人（仮称）」について

は、パターン①と同様、登記のみによって法人格を取得させることになる（準

則主義）19）。

　「論点整理」の考え方では、「公益性」や「非公益性」によってではなく、「営

利性」と「非営利性」の区別を念頭に置きながら、法人の類型的区分けをしよ

うとしている点が注目される。いずれの改革パターンも、営利法人と非営利法

人の区分けをする点では同じであるが、両者の違いは、営利を目的とせず、そ

うかといって公益も目的としない中間領域に属する「中間法人」の類型を別途

設けるか否かの点に現れている20）。アメリカでは中間法人も非営利（ノン・プロ

フィット）の範疇に入れて取り扱うが、改革パターン②では、さらに、「中間法

人」の公益性をチェックするシステムを設ける必要性が生じよう21）。

　確かに、「営利性」と「非営利性」だけの括りであれば、法人の区分けは今ま

でより容易になろう。ただし、これまでの経験からして、「非営利」を看板に挙

げているとしても、収益活動をするような例は必ず生じてくるおそれがある。

また、課税上の特例を残すとすれば、その前提として、法人の活動目的あるい

は活動内容の公益性を問わざるをえない事態も生じてこよう。その意味では、

現在の改革提案においても何らかの公益性チェックは、なお、必要とされるで
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あろう。しかも、その作業を誰が担うのか、どういう基準で判断するかという

今まで以上の難問を、制度の中に抱え込むことにもなりかねない。

　「論点整理」発表後の経緯について若干触れておくと、平成14年11月には、内

閣官房行政改革推進事務局に「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」が

設置され法人制度の検討が始まっている。それと共に、政府税制調査会では、

基礎問題小委員会に、「非営利法人ワーキンググループ」が設置され、税制につ

いての検討が始められた。内閣官房行政改革推進事務局から税制調査会に対し

ては、公益法人・ＮＰＯ法人・中間法人の三法人を一本化して非営利法人を創

設する、この非営利法人は原則課税とする、そのうち一定の要件を充たした

「登録非営利法人（仮称）」のみを税制優遇の対象とする、というような考え方

が示され、平成15年３月の段階で、税制調査会のワーキンググループ内でも、

いったんは原則課税の方針が出されている。ただし、内閣官房行政改革推進事

務局の案については、ＮＰＯ法人や、公益法人側からの異論や反発が強く示さ

れ、結局、当初は同年３月に予定されていた「公益法人制度の抜本的改革の大

綱」についての発表は延期されることになった。そして、平成15年６月27日に、

公益法人だけを対象とする「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」が

閣議決定されて、現在に至っている。

５　公益活動促進の側面からみた税制のあり方

　公益法人課税においては、公益法人への資金の流れ（いわゆる導管）への課

税関係がきわめて重要な意味をもたざるをえない。そこで、以下、この点につ

いての若干の検討を加えておきたい。

　現行法人税法上、普通法人等が行う寄附については、損金算入の範囲が厳し

く制限されている。それに対して、公益法人等が寄附をする場合の損金算入限

度額は、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人については所得金額の50%、

その他の公益法人等については所得金額の20％（年200万円に満たないときは

200万円）と拡大されている（法人税法37条、法人税法施行令73条１項３号イ、

ロ参照）22）。公益法人等が、その収益事業に属する資産のうちから本来の公益
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目的に沿った非収益事業に支出した金額については、収益事業に係る寄附金と

みなされ、損金算入限度額の範囲内でのみ損金に算入されることになる（法人

税法37条２項、４項）。また、公益法人等の中でも、「広く一般に募集」され、

「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著

しく寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実である」

寄附金として財務大臣が指定した「特定寄付金」（所得税法78条２項２号）ある

いは「指定寄附金」（法人税法37条４項２号）、さらには公益法人等のうちでも

「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著

しく寄与する」として政令で定める基準をクリアした法人（特定公益増進法

人）23）の主たる目的である業務に関連する寄付（寄附）金（所得税法78条２項３

号、法人税法37条４項３号）については、所得税法上、１万円を超えて所得金

額の25%までの寄付金控除を受けることが出来ると共に、法人税法上も、一般

の寄附金とは別枠で、損金額への算入が認められている。これらの諸制度は、

一般に公益的寄付（附）に対してどちらかといえば「冷たい態度」をとってい

るわが国の租税制度の中で、とくに目立った優遇的取扱いであるといえよ

う24）。

　現在の公益的寄付（寄附）に関する租税制度の適用条件を緩めたり、特定公

益増進法人の範囲を拡大したり、あるいは財務大臣の指定制度を見直したりす

るなどして、制度の使い勝手を高める必要性があることについては、公益活動

に従事しあるいはこのような活動を推進する立場から、常に主張・指摘されて

きた点である。その反面、制度の濫用を防ぐ十分な手当を講じないままに、現

在の状況で直ちに公益寄付（寄附）制度の緩和を図るべきかについては、疑問

の余地もある。制度の濫用をおそれる側からは、公益性確保のための諸条件の

整備と確保が前提問題であるとの主張もなされよう。いずれにせよ、今後もこ

のような取扱いを継続していくべきかどうか、また、「公益の実現」を誰が将来

的に担当していくべきか等、種々の難問に対して、今回の公益法人改革や公益

法人税制改革が解答を迫られていることだけは確かである。

　「導管課税」との関係で言えば、その他、金融所得の一体的取扱いなどの近時

の税制改革に向けての動きの中で、公益法人等の非収益事業あるいは収益事業
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から生じた所得の取扱いや運用益への課税関係なども、将来的には大きな問題

となってくる可能性がある。ただし、「論点整理」の中では、公益法人の財産が

「公益目的のために処分されること」や「税制優遇等による上積みが含まれてい

ること」にも留意して、合理的なシステムを構築する必要があると指摘するも

のの、具体的内容については十分な検討を行っていない。

おわりに

　今回の報告にあたっては、報告時間との関係もあり、かなり内容を切りつめ

ざるをえなかった。そのため、司会者からは、残された時間の中でとくに触れ

てもらいたい問題として、いくつかの質問が提示された。以下、それらの質問

に対して私なりの解答を示すと共に、若干の私見を述べることにより、この報

告の締めくくりとしておきたい。

１　わが国の税制では、事業目的や事業内容も異なる公益的活動を行う法人を

十把一絡げで取り扱っているが、そのような税制をどう考えるのか、ま

た、その中で特定公益増進法人のような高度の公益性を有する法人をどう

分けるのか、あるいは、特定公益増進法人の認定を具体的にはどうしたら

いいのだろうか。

　「公益性」の中身自体は非常に不明確であり、結局、各論者の主観的立場で良

いような使われ方がされてきたのではないだろうか（そのような使われ方がさ

れている可能性がある）。「公益」概念自体が不明確であることに加えて、「公益

性」という基準では、活動内容の軽重を量ったり、活動内容の「質的」重要性

に対する客観的な価値判断を加えたりするのは、実際上、不可能に近い。公益

法人の公益性にこだわる限りでは、ハッキリと分けることは出来ない。それに

対して、わが国の法人税法がしているように、収益事業と非収益事業という事

業収益性の有無で分けるやり方は、ある意味では客観的基準を立てて、各法人

の活動内容を量的な評価をするのに、きわめて使いやすい方法だったのではあ



194

るまいか。事実の認定をする場合でも、収益が生じているかどうかや、事業自

体が収益を目的としているか否かなどは、かなり見えやすい基準である。実際

上の問題を念頭に置くとすれば、公益性の観点からの基準の立て方では、判断

がきわめて困難になるおそれがある。そこで、わが国の課税実務においては、

アメリカのように公益性にこだわる議論をしないで、収益性にこだわる議論を

してきたのではないだろうか。別表第二で公益法人等を列挙し、それに該当す

るか否かで課税上の取扱いが定まる、いわゆる「十把一絡げ」の税制について

いえば、それが好ましいかどうかは別として、少なくとも使い勝手の良さか

ら、そのような税制が採用されてきた理由を説明することが可能であろう。そ

のような制度の組み立ての中で、特定公益増進法人については「高度の公益性

を有する」という質的な評価を加味したわけであるが、法令上は、そのような

価値判断を含む明確な基準を立てることが出来なかったため、最終的には、そ

の公益性を財務大臣の指定（判断）に委ねる結果になっている。公益性などの

要件を法律で明確に定めると共に、非営利法人を準則主義で設立することを可

能とするなどの制度改革を通じて、行政側の裁量的な価値判断を避ける提案25）

もなされているが、そもそも公益概念が不明確であることからすると、立法時

にかなりの困難さを伴うことが予想されると同時に、その運用や判断を誰がす

るのかという難問から完全に免れることは、かなり難しいように思われる26）。 

２　公益法人制度において、一元的管理体制をどのように確立することができ

るだろうか。また、その必要性はあるのだろうか。

　従来の公益法人制度そのものがそうであるが、公益法人税制においても、い

わば護送船団のような形で、官（行政官庁）が主導権を握りつつ、一方で保護

し一方で監視・監督をするやり方で運営されてきた。規制緩和の機運が一層盛

り上がる中で、公益活動を行政が主導する時代は、次第に過去のものとなりつ

つある。新しい時代に向けて、もはやこのような護送船団的方法から脱却する

時期が来ていることだけは確かである。それでは、公益法人については、これ

までの官に代わって、これからはどのような機関が信頼されるべき管理機関に
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なるのであろうか。また、どのような管理体制がしかれるべきであり、必要と

されるのであろうか。

　この点について「公益法人制度の抜本改革に向けて（論点整理）」（平成14年

８月２日）では、「適正運営の確保」の表題の下で、①行政の関与を最小化し、

セルフ・ガバナンス（法人の自治制度、理事・社員等の権限・責任、相互の牽

制機能等を法制上明確化すること）の強化や確立を図るなどの自己責任による

自律的な運営、②利害関係人等を対象としたディスクロージャーの法制化や国

民一般に対し誰もが分かりやすい形でのディスクロージャーを求める仕組みを

作ること、③不祥事の未然防止には限界があるので、事前の指導監督ではなく

「事後チェック主義」へ転換すべきであることが提案されている。さらに論点整

理では、①中間法人と同様、利害関係人の請求により、裁判所が解散命令等を

行う仕組みを作ることや、②現行のＮＰＯ法人と同様、法人の設立に当たった

行政庁が、法律の規定に従い報告聴取、改善命令を行った上で法人格を取り消

す制度の導入が検討されている。

　公益に従事していることを前提として課税上の優遇措置を受ける以上は、公

益法人の側も、自らの責任において、社会から寄せられた信頼に応える努力を

する必要がある。セルフ・ガバナンスの確立にしても、ディスクロージャーの

制度にしても、公益法人自体が、自らを律する姿勢を明確に示さない以上は、

公益法人が制度を濫用したり悪用したりする懸念を完全に拭い去ることはでき

ないし、社会一般の信頼を獲得することは困難である。また、たとえ一部にせ

よ、制度の濫用・悪用をする団体が出てくるとすれば、これまでと同様、公益

法人制度を利用するすべての法人・団体に対する信頼性をかなり揺るがせてし

まう結果にもなりかねない。「官」によっておこなう規制・監督よりも、論点整

理のように、公益法人自身が自覚を持って自己規制をする方がより効果的であ

ることは確かであるが、「適正な運営」に対する制度的保障を誰に担わせるか

（従来通り、行政が担当するのか、第三者機関にチェックさせるか。また第三

者機関を設けるとしても、その第三者性・公正性をどうやって担保するか）に

よって、その内容は、かなり異なってくるであろう。いずれにせよ、制度の成

否は、基本的には、公益法人側の身の処し方に多くが委ねられることになる
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が、今までの状況を踏まえるかぎり、「性善説」に立ってすべてを公益法人側に

委ねてしまうことには、なお、一抹の不安を覚えざるを得ない。

　その他、今回の報告に際して、司会者からは、公益法人は営利を目的として

いない（儲けようとしていない）のに、何で課税問題が生じるのか、そのよう

な問題を論じる必要があるのかという疑問への返答を求められた。

　「はじめに」でも述べたように、所得税法や法人税法の組み立てでは、所得

（収益）が生じれば課税するのが原則であり、公益法人等の取扱いは、むしろ例

外に属する。公益法人等は、現在の税制上、一般の営利法人（普通法人）など

と比べて、より多くの経済的利益を受けている事実は否定できない。それだけ

に公益法人の側も、特別な取扱いを受けるのに十分な資格をもつことを社会一

般に対して納得させる努力がとくに必要となってくる。課税実務においては、

事業の「目的性」よりも「収益性」に重きを置いて制度を運用する傾向が見ら

れる（たとえば、法人税基本通達15-1-1では、公益法人等が収益事業を営む場

合には、たとえその事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であっても、

当該事業から生ずる所得については法人税を課すという姿勢を示している）が、

「目的の正当性」のみで公益法人の課税上の在り方すべてを決定し得ないことか

らすれば、このような措置も、けだしやむを得ないというべきであろう。

　公益法人に対してどのような税制度を用意するかは、結局、わが国の公益活

動に対して国がどういう姿勢で臨むのか、すなわち、公益を担うべきは本来的

に国や公共団体のみが担う仕事であると考えるか、それとも、民間団体や法人

も当然そのような役割を担うべきと考えるか、また、民間団体や法人にも公益

を担う役割を分担させるとすれば、どの範囲まで分担させようと考えるのか、

等の問題と基本的な繋がりをもつポリシーの問題であるといえよう。国が民間

団体や私的な法人に公益活動の諸分野における活躍を期待し、その能力を最大

に発揮させようとするならば、その収益あるいは資金獲得手段に対して課税上

の優遇を与え、課税面からも十分なサポートを与える必要が生じよう。逆に、

そのような仕事を「公」の独占物と考えるならば、非課税措置あるいは例外を

できるだけ限局しようとする発想になるのは、当然のことであろう。
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　私自身の率直な気持ちの中では、慈善を含めて公益活動に未だ十分な経験と

歴史をもたないわが国の場合、これまでの社会的経験からしても、いわゆる性

善説に立って公益法人課税の制度を組み立ててしまって果たして良いのか、と

いう懸念が、未だに残っている。ただし、従来通りのやり方では、これまでと

同じ問題の繰り返しであろうし、公益活動の発展も将来的には、余り期待でき

そうにない。従来的な「官」（行政機関）によるチェック・システムは、すでに

制度疲労を起こしていることは明らかである。「官」に任せるとしても今までと

は違った機関に一元的に公益性を判断させるなど、かなりの工夫とエネルギー

が必要とされよう。いずれにしても、規制緩和の動きが急な今の社会状況で、

旧態依然の公的機関にそのような役割を期待するのは所詮無理な話であろう

し、十分な効果を上げることも期待できない。ＮＰＯ法の制定等もそうである

が、社会や時代の全体的な流れからいえば、むしろ公益活動を民間団体・法人

の自主的活動に期待し、そのエネルギーを大いに活用する方向に動いているこ

とはまず間違いのないところである。

　もっとも、「公益」という旗印さえ掲げておきさえすれば、税制上のメリット

を受けられるというのでは、やはりおかしいのであって、国民一般との間に大

きな不公平感をもたらすと共に、「公益」の正当性も失わせる結果となってしま

うであろう。どんな税制度を作ったとしても、例外規定や非課税規定などの制

度の穴を見つけて利用して租税の負担を免れようとする輩が必ず出てくること

も自明のことといってよい。税制の中に例外を設ける以上は、ある程度の制度

の悪用・濫用は覚悟しなければならないが、重要なのは、それらの弊害が生じ

るとしても、なお社会をそのような方向に持って行くだけのインセンティブの

必要性がどれだけあるのかであって、公益法人をめぐる新しい税制も、その根

拠なり必要性なりをどれだけ説得力を持って社会にアッピールできるかに、そ

の成否のすべてがかかっている。換言すれば、厳しい自己統制・自己管理の下

で、あるいは第三者機関27）によるチェック・システムを設ける等の一工夫をす

ることによって、必要とされる前提条件をどれだけ整えることができるか、そ

の結果、国民の信頼を何処までつなぎ止めることができるかに、すべてがか

かっているといえよう。
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注

１）田中實「公益法人制度の沿革と現況」ジュリスト870号11頁参照。

２）たとえば、社会事業福祉法では、「社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする

行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を

達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたってその

目的とする事業を行わないとき」は、「解散を命ずることができる」とする（同54

条４項）。

　なお、現在、財務諸表体系の見直し（収支予算・決算書を会計基準の範囲外とし、

大規模法人についてはキャッシュフロー計算書を追加する）や、正味財産の２区分

化（指定正味財産と一般正味財産）、正味財産増減計算書をフロー式に統一するこ

となどを内容とする公益法人会計基準の改正作業が進められている（平成18年４

月１日以降に実施の予定）。その基本的考え方は、公益法人のディスクロージャー

（財務情報の透明化）を充実させて事業の効率性を分かりやすく表示すること、法

人の受託責任を明確化すること、外部報告目的の財務諸表を簡素化することにあ

る。総務省「公益法人会計基準の改正」（平成16年10月14日報道資料）参照。

３）拙稿「宗教法人課税の在り方」ジュリスト1081号16頁参照。休眠法人数なども以

前と比べて減少しているとはいうものの、「都道府県所管の法人を中心になお相当

数残って」いることから、「早急に整理する」必要性が指摘されている（総務省「平

成16年度　公益法人に関する年次報告」23頁参照）。

４）公益法人に対する主な税制上の取扱いについては、総務省・前掲報告書11頁以下

参照。

５）雨宮孝子教授は、現行公益法人税制の問題点の一つとして、「役所の」公益性の

基準に合致しない団体が、簡単に法人化できず、公益法人になった団体に対する主

務官庁の規制により、民間の自由な公益活動が阻害されている状況を挙げている。

同教授は、さらに、情報公開の裏付けのない主務官庁による許可・監督制は、設立

された公益法人と主務官庁との癒着（天下り、補助金の無駄遣い、税制優遇の悪用）

を招くことや、主務官庁の許可・監督という事前チェックでは、不祥事の防止は実

現できないことを指摘する。雨宮孝子「公益法人課税をめぐる改革論議の行方と展

望」税理46巻12号23頁以下。なお、社団法人と財団法人とで、若干の取扱上の差

異が生じることはいうまでもない。

６） 特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）の制定に際して論議が紛糾を極めたのは、

税制改正を実現する中で、組織や団体の具体的な活動内容が具体的に問われたに

も拘わらず、わが国の税制がそのような視点や組み立てを欠いていたことにも、そ

の一因があったように思われる。なお、明治学院大学立法研究会編・市民活動支援

法（信山社・1996）83頁以下（玉國執筆）参照。

７）たとえば、橋本徹＝古田精司＝本間正明編・公益法人の活動と税制（清文社・1986）
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68頁（林宏昭氏執筆）参照。同書では、公益法人が「民間による公益活動の重要な

担い手」として期待されており、そのような団体を保護して、その活動を促進する

ことがまさに公益に合致すると考えられていたことを指摘する。

８）金子教授は、法人税との関係で、「民法上の公益法人をはじめ、特別法に基づい

て設立された各種の法人」は、「公益の追求を目的とするものである」ことを、課

税上の特例が認められる理由として挙げている。金子宏・租税法〔第９版増補版〕

（弘文堂・2004）261頁参照。

９）水野忠恒・租税法（有斐閣・2003）300頁。

10）田中義幸氏は「公益性は幻」であると評し、「ありもしない公益性への思い込み

は、非営利性を基に構築されるべき法人制度の本来のあり方を歪めるだけでなく、

税制のねじれをも引き起こす」として、「公益性」よりも「非営利性という明確な

属性」をもって制度の構築を図るべきであると主張する。田中義幸「公益性という

名の幻」税経通信59巻12号２頁以下。また、行政法における公益についてではあ

るが、芝池教授は、「何が公益であるかが不明確になっているという状況を背景」

に、公益の発見・実現の過程に国民が参加する「手続きによる公益の発見」の試み

が行われていることを指摘する。芝池義一「行政法における公益・第三者利益」ジュ

リスト増刊・行政法の争点（第３版）13頁。

11）堀田力＝雨宮孝子編・ＮＰＯ法コンメンタール（日本評論社・1998）79頁以下（松

原明氏執筆）参照。同書では、「公益性の判断は、主務官庁の自由裁量というのが、

日本における長年の慣行」だったので、「『公益』という言葉をそのまま使わないこ

と」が重視されて「『不特定かつ多数』という価値中立的で一定の客観的な判断が

出来る基準へと書き換える作業が行われた」ことや、「『公益』という用語には（中

略）、従来、ややもすると『官益』というイメージで社会的に用いられている場合

も少なくないという批判もあったこと」が、その理由として挙げられている。

12）たとえば、星野英一教授は、その著書の中で、「（公益については）祭祀、宗教等々

が列挙されているが、これは制限的列挙ではなく、例示に過ぎないことに異論がな

い。『公益』とは、不特定多数人の利益といわれている。つまり、特定の人、例え

ば団体の構成員だけの利益は、公益にならない。…しかし、民法は、公益法人とは、

公益に『関スル』ものとしており、公益を『目的とする』とはいっていない。公益

に関係すればいいということになる。」として、同窓会やクラブ等も、公益そのも

のは目的としないとしても「公益ニ関スル」ものならば、公益法人たりうることを

指摘する。この議論は、平成13年の中間法人法制定に大きな理論的根拠を与えたと

もいわれる。星野英一・民法概論Ⅰ（良書普及会・1973）123頁以下参照。

13）たとえば、オウム真理教事件に際して、北野弘久教授は、宗教法人の「公益性」

は、通常の公益法人等がもつ「一般的・普遍的な公益性とは本質的に異なる」と述

べ、宗教法人に対する優遇税制を「不合理な不公平税制」と論評する（北野弘久「政
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教分離原則と税制」法律時報58巻９号36頁）。もっとも、私自身は、従来の考え方

を基礎とする限り、宗教活動の公益性を全面的に否定することは、実際上困難であ

ろうと感じている。その他、学校法人の金融収益課税に関しても、利益獲得活動と

いう側面だけを見る限りでは、学校の事業活動本来の「公益性」を全く無視しうる

のかについては若干の疑問を抱かざるを得ない。前掲・拙稿ジュリスト1081号22

頁の注（10）参照。

14）森泉章「公益法人制度の問題と課題（上）」ジュリスト610号86頁、同「公益法人

法制の現況とありかた」ジュリスト870号15頁参照。

15）雨宮教授も、情報公開の裏付けのない主務官庁による許可・監督制は、設立され

た公益法人と主務官庁との癒着（天下り、補助金の無駄遣い、税制優遇の悪用）を

招くことや、ＫＳＤ事件にみられるように、主務官庁の許可・監督という事前

チェックでは、不祥事の防止は実現できないことも露呈することを指摘する。雨

宮・前出税理46巻12号24頁参照。いわゆる公共法人や公益法人への高級官僚の「天

下り」などは、公益法人制度等に根ざした官と法人側の「癒着ともたれ合い」の構

図をもっとも端的に象徴しているように感じられる。なお、「公益法人制度の抜本

的改革に関する基本方針」（2003年６月）でも、主務官庁の許可主義によるわが国

の公益法人制度は時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げになってき

たとの指摘や、公益の判断基準が不明確であること、あるいは営利法人類似の法人

や共益的な法人が主務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行

政の委託、補助金、天下りの受け皿等になっていることへの批判等に対処する」こ

とを課題として、公益法人制度の抜本的改革に取り組む姿勢が示されている。

16）前掲・拙稿ジュリスト1081号18頁。

17）この点に関して、多かれ少なかれわが国の公益法人制度改革に影響を与えている

と思われる米国のケースを若干紹介しておきたい。米国では、まず、「営利性」の

有無が団体を分ける基準として用いられている。さらに非営利団体のうちでも、宗

教、慈善、科学、公的安全の検査、文学、教育、アマチュア・スポーツの育成、児

童や動物虐待の防止、などの具体的な公益活動に従事する団体（共同募金、基金、

財団を含む）や法人に対してのみ、免税団体（charitable entities）としての資格

を与えている。米国内国歳入法典501条ｃ項３号は、免税団体としての資格を得る

条件として、「専ら（exclusively）免税目的のため組織され運営されなければなら

ない」と明記しており、個々の非営利団体が公益目的に照らして適正な活動をし、

租税優遇資格に相応しいかどうかを審査する具体的権限が課税庁に与えられてい

る。なお、石村耕治・日米の公益法人課税法（成文堂・1992）210頁以下、前掲・

拙稿ジュリスト1081号19頁以下参照。

18）「公益法人制度の抜本的改革の視点と課題」（行政改革推進事務局・2002）でも、

「公益法人制度が民法制定以来100年以上にわたり基本的な見直しが行われてこな
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かったがゆえに、時代の流れに対応しきれず、いわば『制度疲労』を起こしている

のではないかとの指摘がある」ことに言及し、「公益法人制度について抜本的な見

直しを行い、真に時代の要請に応えうる制度として再構築する」必要性がある旨を

強調する。

19）法人の設立方式が認証主義によるか、準則主義によるか等は、法人制度の基本的

あり方に関わる重要問題であることはいうまでもない。ただし、これまでの制度に

おいては、必ずしも一貫した取扱いがなされてこなかった。たとえば、雨宮教授は、

基本法である民法では、主務官庁の許可による公益法人の規定しかないのに、民間

の非営利活動を行う団体の法人化については、特別法により「非営利」で括れるな

ど、その内容には統一がとれていないこと（社会福祉法人は認可、宗教法人は認証、

政党法人は準則など）を指摘する。雨宮・前掲論文24頁。

20）従来の法制度では、公益を目的とせず、かつ営利を目的としない団体（いわゆる

中間法人。同窓会、業界団体、親睦団体等）については、法人化への道が開かれて

いなかった。それに対して、平成13年６月、共益的な非営利団体の法人化を準則主

義で認める中間法人法（平成13年・法律第49号）が公布された。平成16年６月段

階では、約1,085件、月約30件のペースで中間法人が設立されている。中間法人の

場合は、残余財産の分配が可能なために、営利法人と同様、原則課税の取扱いを受

けており、NPO法人や公益法人等との取扱いの差異が新たな課題となっている。

なお、雨宮・前掲論文24頁参照。

21）「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（平成15年６月・閣議決定）では、

「公益性の客観的で明確な判断基準の法定化」とともに、「独立した判断主体の在

り方」を検討対象とする姿勢を示す。雨宮教授によれば、グレーゾーンの公益性判

断を裁判所に委ねる他、「公益性」や「非営利性」が継続して存続しているかどう

かの判定をイギリスのチャリティ・コミッションのような第三者機関、税務当局、

一定の行政機関のいずれかに担当させる余地もあるとする。雨宮・前掲論文27頁。

22）品川教授は、所得金額の27％を損金算入限度額としていた当時の税制を引き合い

に出して、公益法人等は「一般法人に比して著しく優遇されている」と評される。

品川芳宣「公益法人等に対する課税の現状と課題」税経通信51巻３号21頁。ただ

し、その点については、評価が分かれるであろう。

23）ちなみに、平成16年４月１日現在の特定公益増進法人数は、合計で21,140、その

うち、民法34条法人は901である（総務省・前掲報告書15頁より）。

24）その他、所得税法59条の譲渡所得との関係で、特定公益増進法人に対する財産の

寄附（贈与・遺贈）については、なかったとみなされ非課税となる（租税特別措置

法40条）。

25）雨宮・前掲論文26頁。ただし、雨宮教授の提案や、「論点整理」の中で言及され

ている第三者機関への届出や情報公開の義務づけ、理事等の責任の明確化などの
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事後チェックを確保する手段は、十分実現が可能であろうし、現在の制度の下でも

大いに活用すべきであると考える。

26）公益法人と中間法人を「非営利法人（仮称）」という類型にまとめようとする、

「論点整理」の改革パターン①の場合には、法人格の取得とは別に公益性判断の要

否が問題となる。ただ、論点整理では、「公益」の定義や公益性判断の仕組みを設

けずに、税法の適用についてのみ公益性の判断を行うのか、それとも法人の公益性

を個別に判断する仕組みを設けるのかという選択だけを示している。

27）もっとも、「第三者機関」の具体的内容やイメージは、論者によってかなりの相

違があると思われる。なお、行政改革担当大臣の私的諮問機関である「公益法人制

度改革に関する有識者会議」の最終報告書案がごく最近まとまったようである（た

とえば、平成16年10月25日付朝日新聞夕刊参照）。それによると、公益団体（社団

法人と財団法人）は登記により法人格を付与されることになるが、それらの法人に

対する税制上の優遇措置については、特定の大臣の下で設置される審議機関（民間

有識者からなる合議制の委員会）の意見を基にして、その大臣が「公益性」を判断

した上で行う方向であるといわれる。このような動きは、改革に向けての具体的プ

ランを策定する過程において、政府案の示すある方向性を示唆しているように思

われる。ただし、このような制度自体の是非についてはもちろん、審議機関の第三

者性やそこでの具体的審理・判断に当たって客観的公正さをどのように保つか、あ

るいは、審議機関の構成や人選、所轄と運営のあり方などをめぐっては、各方面か

ら今後とも種々の論議のなされることが予想される。


