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はじめに 

 

平成 10 年 12 月に特定非営利活動促進法が創設されて 6 年が経過しました。現在では、特定

非営利活動法人の数も全国で 2 万法人を超え、また、その事業規模についても数億円を超える

法人が多数存在する状況になってまいりました。 

特定非営利活動法人とは、法で定められた特定の非営利活動を行うことを主たる目的とした法

人であり、営利を目的としない法人であります。しかし、法人税法の規定に照らすと、特定非営利

活動以外にその他の事業として、収益事業を営んでいるものや、特定非営利活動そのものが法

人税法上の収益事業に該当していることが少なくありません。 

そこで、そのような状況を踏まえ、公共性の強い特定非営利法人であるがためには、適正な会

計処理や税務申告を行うことが責務であり、その重要性を考え、特に、法人税法上の収益事業に

該当するか否かについてポイントとなるところを記載した「ＮＰＯ法人の税務Ｑ＆Ａ」を作成しました。 

私ども日本公認会計士協会近畿会の非営利会計委員会では、特定非営利活動促進法が創

設されて以来、より適切な情報開示の一助となるように「市民団体の会計と税務」というセミナーを

開催し、また、「特定非営利活動法人の計算書類 －実態調査並びにモデル記載例－」として、 

財産目録、貸借対照表、収支計算書の実態分析を行い、一つのモデル記載例を研究・発表して

まいりました。 

そして、今回、特定非営利法人の適正な税務申告の一助となり、特定非営利法人活動のスム

ーズな発展に寄与できればということで「ＮＰＯ法人の税務 Ｑ＆Ａ」を発行させていただきました。 

なお、文中意見にわたる部分は執筆者の個人的見解でありますので、適用にあたってはご自

身の判断でお願いします。この小冊子が、ＮＰＯ法人の会計や税務に携わっている方々の業務に

少しでもご参考になれば幸いです。 

 
 平成１７年 ３月 

                  日本公認会計士協会近畿会 

                   担当副会長   中 務 裕 之  
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I.各種税金関係 

１.ＮＰＯ法人に関連する税金 

Ｑ．ＮＰＯ法人に関連する税金にはどのようなものがありますか。  

ＮＰＯ法人に関連する税金として主なものには、法人税、法人住民税（都道府県民税、市

町村民税）、法人事業税（都道府県民税）があり、消費税、源泉所得税、不動産取得税、固定

資産税、都市計画税、等があります。 

「法人税」は国に納める税金で、ＮＰＯ法人が法人税法上の収益事業を行っている場合に

関連します。 

「法人住民税」は都道府県および市町村に納める税金で、法人税割と均等割があります。

法人税割は法人税額に応じて課税されますので、法人税法上の収益事業を行っている場合に

関連します。均等割は基本的には税務上の収益事業とは無関係ですが、各自治体の裁量で税

務上の収益事業を行っていないＮＰＯ法人については免税としている自治体があります。 

「法人事業税」は都道府県に納める税金で法人税法上の収益事業を行っている場合に関連

します。 

「消費税」は国内の物やサービスに対し対価を払って消費する場合に負担する税金です。

間接税であり、その負担者と納税者は違います。ＮＰＯ法人も消費税を負担しなければなり

ませんが、納税については、一定規模以下の法人に免税事業者の制度、簡易課税制度があり

ます。 

「源泉所得税」はＮＰＯ法人が、給与、退職金、原稿料や講演料等の報酬を支払う場合に、

一定の所得税額を控除して支払い、その所得税をＮＰＯ法人が納税するものです。 

「不動産取得税」は土地建物等を取得したときに、取得した者が都道府県に納める税金で

す。取得した者が個人であるか法人であるかは問いませんので、ＮＰＯ法人で取得した場合

には不動産取得税を納めることが必要となります。購入した場合に限らず受贈による場合や、

自ら建設した場合も含まれ、また、物件の登記の有無に関係なく納税しなければなりません。 

「固定資産税」は毎年 1 月 1 日現在の土地や建物などの所有者が市町村（東京都の特別区

は都）に納める税金です。また、「都市計画税」は都市計画法による市街化区域内に土地や建

物などを有している場合に、市町村（東京都の特別区は都）に納める税金です。これらにつ

いてもＮＰＯ法人として所有している土地や建物などがある場合には納めることが必要とな

ります。 
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２.税務上必要な届出 

Ｑ．ＮＰＯ法人が税務上必要な届出には、どのようなものがありますか。  

① 法人税法 

法人税法上の収益事業がない場合、法人設立のみで法人設立の届出は不要です。 

税務上の収益事業を開始した場合、｢収益事業開始の届出｣を所轄税務署に提出する必

要があります。提出期限は、その開始の日から 2 ヵ月以内です。その際、税務上の本則

以外の方法を適用する場合、｢たな卸資産の評価方法の届出書｣及び｢減価償却資産の償却

方法の届出書を提出する必要があります。 

また、｢収益事業開始の届出｣を提出する場合には、｢青色申告の承認申請書｣もあわせ

て提出したほうがよいでしょう。提出期限は収益事業を開始した日から 3 ヶ月後の前日、

もしくはその事業年度終了の日の前日のいずれか早いほうの日までです。 

② 都道府県民税及び市町村民税 

都道府県民税及び市町村民税は均等割の課税があるので、法人税法上の収益事業がな

くても法人設立の届出が必要です。ただし、自治体によっては、収益事業がない法人の

場合は、均等割の減免の制度をとっているところが多く、その場合届出が必要となりま

す。なお、提出方法、提出時期については各自治体により異なります。 

 
３.ＮＰＯ法人における青色申告の必要性 

Ｑ．ＮＰＯ法人における青色申告とはどういう意味ですか。青色申告のメリットは何ですか。

  

青色申告とは組織的な帳簿を備え、複式簿記の原則に従って、整然とかつ明瞭に記帳し、

所定の手続きによって決算を行い、正当な所得金額を計算することをいいます。また、その

帳簿書類を 7年間（納品書などの特定のものは 5年間）、保存しなければなりません。 

青色申告のメリットとしては以下のような各種の恩典が与えられています。 

① 青色欠損金につき 5年間の繰越控除ができる。 

② 各種引当金の繰入額の損金算入ができる。 

③ 租税特別措置法の各種準備金（積立金）の繰入額の損金算入ができる。 

④ 試験研究費が増加した場合等の法人税額の特別控除ができる。 

⑤ 電子計算機器利用設備を取得した場合の法人税額の特別控除ができる。 

⑥ 推定課税（帳簿調査を行わないで更正を行うこと）を禁止している。 

⑦ 更正する場合、その更正通知書に更正の理由を付記しなければならない。 

更正とは納税申告書の提出があった場合、申告書に記載された課税標準または税額が、税

務署の調査したところと異なるときに、その調査にもとづいて、課税標準および税額を正当

なものに確定するために行う行政処分です。 
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４.青色申告の申請 

Ｑ．青色申告の申請について教えてください。  

ＮＰＯ法人の事業については、ＮＰＯ法上の本来事業と収益事業に区分されますが、法人

税法上の収益事業と非収益事業の区分とは異なります（別項参照）。御質問の団体が税務上の

収益事業を営む予定の場合で複式簿記に基づく帳簿を備えることができる場合には、所轄の

税務署長に青色申告の申請書を提出し、承認を受けることが望ましいと思われます。 

なお提出期限は新設法人の場合は設立の日以後 3 ヶ月を経過した日と設立事業年度終了の

日のいずれか早い日の前日が提出期限になります。新設法人ではない場合は、翌事業年度開

始の日までに申請書を提出することで、翌期から青色申告の恩典を受けることができます。

事業年度開始後に提出した場合には当該期は白色申告になりますので注意が必要です。 

 

５.ＮＰＯ法人の消費税 

Ｑ．ＮＰＯ法人の消費税について概略を教えて下さい。  

① 納税義務が免除される法人等 

課税取引（下記②参照）に関して、前々年度の課税売上高が 1,000 万円以下のＮＰＯ

法人は免除されます。また課税売上が 1,000 万円超 5,000 万円未満の法人については簡

易課税方式を選択できます。なお免税事業者であっても課税事業者を選択することがで

きます。一般的にはＮＰＯ法人の課税仕入の比率は低いので、課税事業者を選択しても

恩典は少ないものと思われます。免税事業者が課税業者を選択した場合、及び、簡易課

税事業者が課税事業者を選択した場合、2 年間は変更できませんので慎重に検討する必

要があります。 

② 課税取引とならない取引 

課税取引の対象となるのは物やサービスの対価です。課税取引とならない主な取引は

以下のとおりです。 

• 会費収入 

• 寄付金収入 

• 補助金収入 

• 助成金収入 

• 社会福祉事業法に規定する第 1種、第 2種社会福祉事業の大部分の収入 

• 社会保険診療等にかかる収入 

• 金融取引にかかる利息 

• 土地の賃貸借 

• 有価証券の売買 
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• 租税公課 

課税売上はこれら以外の取引で、一般的に不特定多数のものに対して物品やサービス

を提供する取引です。 

③ 法人税法上の収益事業と課税取引 

法人税法上の収益事業と、消費税法上の課税取引とは概念が異なりますので注意する

必要があります。 

④ 帳簿、請求書等の備付 

課税仕入等にかかる消費税を控除するためには、課税仕入等の事実を記載した帳簿と

請求書等を確定申告期限の翌月から 7年間保存する必要があります。 

⑤ 納付時期 

課税業者であるＮＰＯ法人は事業年度終了後 2 ヶ月以内に所轄の税務署長に消費税及

び地方消費税の確定申告書を提出し、消費税額と地方消費税額を併せて納付することに

なります。また直前の確定消費税額（消費税の年税額で、地方消費税を含みません）が

4,800 万円を超える事業者は、その確定消費税額の 12 分１の消費税額とその 25%相当額

の地方消費税を年 11 回中間申告・納付し、400 万円を超え、4,800 万円以下である事業

者は、その確定消費税額の 4 分の 1 の消費税額とその 25％相当の地方消費税額を年 3 回

中間申告・納付することになり、直前の課税期間の確定消費税額が 48 万円を超え、400

万円以下である事業者は、その確定消費税額の 2 分の 1 の消費税額とその 25％相当の地

方消費税額を年 1 回中間申告・納付することになります（直前の課税期間の確定消費税

額が 48 万円以下の事業者は、中間申告・納付の必要性はありません。） 

 

II.法人税法上の収益事業関係 

１.法人税法上の収益事業 

Ｑ．「法人税法上の収益事業」とはどのようなものですか。また、「特定非営利活動促進法にお

けるその他事業」とは違うのですか。  

ＮＰＯ法人は法人税法上では公益法人等に含まれます。公益法人等では会社など普通法人

と異なり、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対し

てのみ課税されることとなっています。この「法人税法上の収益事業」は、法人税法施行令

に規定されていますが、いずれも一般営利企業との課税上の公平の維持などの観点から課税

対象とされたものです。そのため、事業の内容に公益性があるかないか、またはＮＰＯ法人

にとっての本来事業であるか収益事業であるかという問題とは関係がありません。（法人税基

本通達 15－1－1） 

特に収益事業という言葉は同じでも、「法人税法上の収益事業」と「特定非営利活動促進法

におけるその他事業」とは別のものであることを理解することが必要です。 

この「法人税法上の収益事業」（以下単に「収益事業」と記載）とは、下に示す 33種類の収
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益事業で継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。 

 

33 種類の収益事業 

1 物品販売業  2 不動産販売業 3 金銭貸付業 4 物品貸付業 

5 不動産貸付業 6 製造業 7 通信業 8 運輸業 

9 倉庫業 10 請負業 11 印刷業 12 出版業 

13 写真業 14 席貸業 15 旅館業 16 料理飲食店業 

17 周旋業 18 代理業 19 仲立業 20 問屋業 

21 鉱業 22 土石採取業 23 浴場業 24 理容業 

25 美容業 26 興行業 27 遊技所業 28 遊覧所業 

29 医療保険業 30 技芸・学力教授業 31 駐車場業 32 信用保証業 

33 無体財産権の提供等を行う事業  

 
また、これらに関する付随行為も「収益事業」に含まれます。  

ただし、上記の収益事業に該当しても、その事業に従事する者の半数以上が身体障害者・

年齢 65 歳以上の者等であり、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与している場合

には「収益事業」に含まれません。 

 
＜参考＞法人税基本通達 15－1－1（公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合） 

公益法人等（人格のない社団等を含む。以下 15－１－8 を除き、この節において

同じ。）が法人税法施行令 5-1 各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに

該当する事業を営む場合には、たとえその営む事業が当該公益法人等の本来の目的

たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得については法人税が課さ

れることに留意する。 
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２.共通費の按分基準 

Ｑ．当法人は税務上の収益事業とそれにあたらない事業を行っていますが、収益事業の損益を

算出するために共通費を按分する必要があると思いますが、具体的にどのような基準で按

分すればよいでしょうか。  

当該費目ごとに合理的に按分できる基準を設けて継続的に収益事業に按分する必要があり

ます。 

たとえば以下の表にある基準が考えられます。 

 共 通 経 費       区 分 基 準       

イ 人件費（報酬、給料、賃金、賞与、退職金等） 従事割合 

ロ 福利厚生費、事務用消耗品費等 従事割合 

ハ 
建物関連費用（地代家賃、減価償却費、火災保険料、修繕
費、固定資産税等） 

使用割合 
面積割合 

ニ 暖房費、冷房費等 面積又は容積割合 

ホ 機械工具、器具備品、車両運搬具等の減価償却 使用割合 

へ 借入金の利子 帳簿価額比 

ト その他の費用等（個別的な基準により難い） 収入金額比 
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３.収益事業の付随行為 

Ｑ．「法人税法上の収益事業」としての 33 種類の事業に対する「付随行為」も「法人税法上の

収益事業」に含まれるとのことですが、どの程度の「付随行為」が含まれるのでしょう

か。  

「法人税法上の収益事業」としての 33 種類の事業に対する「付随行為」も「法人税法上の

収益事業」に含まれますが、この「付随行為」とは、その収益事業の事業活動の一環として、

あるいはこれに関連して行われるものをいいます。たとえば次のようなものが付随行為とし

て収益事業に含まれます。 

・ 収益事業に関する固定資産等の処分行為（一部例外あり－法人税基本通達 15－2－10

参照） 

・ 収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行為（一部例外あり－法人税

基本通達 15－1－7参照） 

・ 興行業を行っている場合に、放送会社に対しその興行に係る催し物の放送をすること

を許諾する行為  

・ 旅館業又は料理店業を行っている場合に、その旅館等において行う会議等のための席

貸し  

・ 出版業を行っている場合に、その出版に関係する講演会の開催、その出版物に掲載す

る広告の引受  

・ 技芸教授業を行っている場合に、その技芸の教授に係る教科書その他類する教材の販

売及びバザーの開催 

 

＜参考＞法人税基本通達 15－2－10（収益事業に属する固定資産の処分損益） 

公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、除却

その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収

益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益（当該事業年度において２以

上の固定資産の処分があるときは、そのすべてに係る損益とする。）については、

これを収益事業に係る損益に含めないことができる。 

(1) 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地（借地権を含む。）、建物又

は構築物につき譲渡(法人税法施行令 138-1《借地権の設定等により地価が著し

く低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある借

地権の設定を含む。）、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたこ

とによる損益（15－１－12《不動産販売業の範囲》のただし書の適用がある部

分を除く。）  

(2)(1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固

定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたこと
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による損益 

＜参考＞法人税基本通達 15－1－7（収益事業の所得の運用） 

公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合にお

いても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認め

られる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として

区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15－１－6 に

かかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができます。 

 

４.会報の広告料収入 

 Ｑ．会員のための会報の広告収入は収益事業に該当するのでしょうか。     

会報の発行が収益事業に該当しなければ、広告料収入も収益事業に該当しません。 

 

５.会員のための自販機の設置と手数料収入 

 Ｑ.会員のための自販機と手数料売上は収益事業に該当するのでしょうか。 

自販機の料金を実費程度に設定し、実費販売であることにつき所轄税務署長の確認をうけ

れば収益事業から除外できます。したがってこのような値段設定、確認をしない場合は物品

販売業として収益事業に該当すると考えられます。 

 

６.助成金や寄付金受領時に行う冊子の贈呈 

Ｑ．助成金や寄付金を受ける際に、冊子（一部 200 円程度）を無料で渡していますが、受け取

った助成金や寄付金は収益事業に該当するのでしょうか｡              

助成金や寄付金が実質的にはその出版物の対価であると認められる場合は、収益事業の収

益と考えられますが、助成金や寄付金が NPO の本来の事業目的に賛同し、その目的を支援す

るために拠出されるものであって、出版物の取得に関係がなければ収益事業には該当しませ

ん。なお、冊子の値段が例えば 1 万円相当等の高価な場合には出版物の対価と考えられます。 
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７.「継続して」と「事業場を設けて」 

Ｑ．「法人税法上の収益事業」の「継続して」と「事業場を設けて営まれる」とは、どのような

こと言うのでしょうか。  

「法人税法上の収益事業」（以下、単に「収益事業」と記載）とは、33 種類の収益事業で

「継続して」「事業場を設けて」営まれるものをいいます。 

ここでの「継続して」とは、基本的には各事業年度の全期間を通じて継続的に事業活動を

行うもののことを言いますが、そのほかに、通常一つの事業計画による事業の遂行に相当期

間必要なもの（例えば、土地の造成、全集・辞典の出版など）や、通常相当期間にわたって

継続して行われるもの、定期的に行われるもの、不定期に反復して行われるもの（たとえば、

海水浴場における席貸等、縁日の物品販売等）も含まれます。 （法人税基本通達 15－1－

5） 

また、「事業場を設けて営まれる」とは、基本的には常時店舗、事務所等を設ける場合を指

しますが、そのほかに必要に応じて随時その事業活動のために場所を設ける場合等も含まれ

ます。そのため、移動販売、移動興行等のように事業活動を行う場所が転々とする場合でも

「事業場を設けて営まれる」に含まれます。 （法人税基本通達 15－1－4） 

 
８.会議室の一時貸付 

Ｑ. 先日、当ＮＰＯ法人の会議室を職員の知人のために貸し付け、謝礼を受取りました。この

謝礼については、法人税が課税されるでしょうか。なお、この会議室は、これまでに他に

貸し付けたことはなく、今後も貸し付ける予定はありません。  

一時貸付は、収益事業には該当しません。 

ＮＰＯ法人が建物の一部を時間を限って他人に貸し付けた場合には、席貸業として収益事

業に該当し、法人税の課税対象となります（法人税法施行令 5-1-5）。 

この場合、席貸業というためには、継続して席貸しを行う必要があり、一時的なものは収

益事業とはいえません（法２十三）。 

おたずねの場合には、たまたま会議室を他人に貸し付け、謝礼を収受したということです

ので、その会議室が継続的に他人に貸しつけることを前提として設置されたものでなければ、

席貸業には該当しないことになります。 
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９.共同購入と頒布 

Ｑ．会員の希望を募って食材を購入し、実費相当額程度の金額を加算して頒布していますが収

益事業に該当しますか。  

会員の希望を募って食材を購入し、実費相当額程度の金額を加算して頒布する場合、会員

が共同仕入に要した費用を負担していることになりますから、実費販売であることにつき所

轄税務署長の確認をうければ収益事業から除外できます。 

 

１０.「興行業」と「イベント」 

Ｑ．私どものＮＰＯ法人で参加料を集めてのイベント開催を計画しています。この事業は法人

税法上の収益事業に該当するでしょうか。  

ＮＰＯ法人は会社など普通法人と異なり、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、そ

の収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。この「法人税法上

の収益事業」には 33 種類の事業が定められており、これらの収益事業で継続して事業場を設

けて営まれるものをいいます。 

御質問のイベント開催については 33 種類の事業の中の「興行業」が問題となると思われま

す。 

興行とは、映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等を、企画、演出ま

たは陳列して不特定または多数の者に観覧させることです。開催されるイベントの内容が不

明ですが、特異な内容でない一般的なイベントでは、おおむね興行に該当しそれが有料であ

れば興行業に該当すると思われます。 

そこで「継続して」「事業場を設けて営まれる」ものに該当するかどうかですが、「継続し

て」の言葉には事業の遂行に相当期間を要するもの 、定期的に若しくは不定期に反復して行

われるものが含まれる、と考えられています（法人税法基本通達 15-1-5）ので、規模の大き

いイベントなどで相当期間の準備期間が必要なものや、定期的な、あるいは反復的なイベン

トは興行業に該当することとなると思われます。 

しかし、次のようなものは所轄税務署長の確認を受けることを条件に、いわゆる慈善興行

として興行業には当らないとされています（法人税法基本通達 15-1-53）。 

① 催物に係る純益の金額の全額が教育（社会教育を含む。）、社会福祉等のために支出される

もので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが何らの報酬も受けないいわゆる慈善

興行  

② 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又は出演者等とする

興行（その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のための支出に依存するものについては、

これにより剰余金の生じないものに限るものとし、その他の興行については、その興行の
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ために直接要する会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるもの

に限る。）  

すなわち、チャリティーイベントやアマチュアの出演によるイベントで会場費程度のもの

は所轄税務署長の確認をうければ興行業に当らないという取扱いとなっています。 

 

１１.「物品販売業」と「バザー」 

Ｑ．法人税法上の収益事業とされる「物品販売業」とはどのようなものでしょうか、また、年

に数回程度のチャリティーバザーを開催していますが、これは収益事業とされるのでしょ

うか。 

ＮＰＯ法人は会社など普通法人と異なり、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、そ

の収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。この「法人税法上

の収益事業」は 33 種類の事業が定められており、これらの収益事業で継続して事業場を設け

て営まれるものをいいます。 

御質問の「物品販売業」はこの 33 業種に含まれているものですが、以下の①②を除いて、

一般的な物の販売はすべて含まれると考えられます。 

① 自ら収穫等をした農産物を特定の集荷業者に対して、そのまま、または、簡易な加工をし

て売渡す行為は物品販売業に該当しません。 

② 会員等に対して有償で物品の頒布をしている場合でも、それがその用途、価額等からみて、

会員等からその事業規模に応じて、会費を徴収する手段として行われていると認められる

場合には、その頒布はこの物品販売に該当しません。（法人税法基本通達 15－1－9） 

ところで、年に数回程度のチャリティーバザーの開催ですが、これは通常、物品販売業に

該当すると思われますが、一年に１、２回程度であれば、継続して営まれるものではないと

思われますので、所得に課税される収益事業には該当しないと思われます。ただ、バザーの

開催の頻度が多くなる、あるいは開催日数が増えるなどにより「継続して」の要件に抵触す

ることには注意が必要です。 

 
１２.「技芸教授業」と「セミナー」 

Ｑ．私どものＮＰＯ法人では有料で研修会やセミナーを開催しております。このような事業は

法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。  

御質問のＮＰＯ法人が行う研修会やセミナーが法人税法上の収益事業に該当するかどうか

については、その研修会やセミナーの内容が法人税法上の「技芸教授業」にあたるかどうか

という問題になります。 

法人税法上の「技芸教授業」は①「技芸の教授」の他、②「学力の教授」、③「公開模擬学

力試験」を含むとされています。②「学力の教授」、③「公開模擬学力試験」に該当する場合



-12- 

は少ないと思われますので、特に①「技芸の教授」に該当するかが問題になると思われます。 

①の「技芸の教授」は洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、

生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン（レタリングを

含む）、自動車操縦、小型船舶の操縦、の教授（これらに関する通信教育、免許の付与等を含

む）をいいます。これらは限定列挙ですので、これらに該当しない内容の研修会やセミナー

であれば収益事業に該当しません。 

なお、念のため、②「学力の教授」③「公開模擬学力試験」について説明すると、その内

容は以下のようなものです。 

②の「学力の教授」とは、学校の入学試験に備えるため、もしくは学校教育の補習のため

に行うもの（通信教育を含む）を言います。 

③の「公開模擬学力試験」とは、学校の入学試験に備えるため広く一般に参加者を募集し

当該学力試験にその内容および方法を擬して行う試験を言います。（法人税法施行令 5-１-

30） 

 
１３.「出版業」と「会報誌」 

Ｑ．私どものＮＰＯ法人では会報誌を有料で会員に配布しています。このような活動は法人税

法上の出版業に該当し、税務申告をして納税する必要があるのでしょうか。  

ＮＰＯ法人は会社など普通法人と異なり、「法人税法上の収益事業」を営む場合に限り、そ

の収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることとなっています。この「法人税法上

の収益事業」は 33 種類の事業が定められており、これらの収益事業で継続して事業場を設け

て営まれるものをいいます。 

御質問の「出版業」はこの 33 業種に含まれているもので、これに該当すれば税務申告をし

て納税する必要があります。 

この「出版業」には、書籍や雑誌、新聞等の出版の他、各種の名簿、統計数値、企業財務

に関する情報等の印刷物を販売する事業が含まれます。（法人税基本通達 15-1-31） 

ただし、学術、慈善その他公益を目的とする法人（ＮＰＯ法人も該当する）がその目的を

達成するため会報を会員だけに配布する場合であれば有償であっても収益事業に当らないも

のとされています。また、この場合、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対し

て、無償で配布しているものは会員に配布したものとして取扱われます。（法人税基本通達

15－1－35） 
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１４.介護サービス 

Ｑ．私どものＮＰＯ法人では介護保険法の規定に基づく介護サービス事業を行っています。こ

れは法人税法上の収益事業に該当するのでしょうか。  

平成 12 年６月１日に当時の厚生省から国税庁へ介護サービス事業に係る法人税法上の取扱

いについて照会が行われています。これについての国税庁からの回答は介護サービス事業は

法人税法上の収益事業に該当するというものです。 

 

厚生省の老人保健福祉局長の照会内容 
平成 12 年４月１日から介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。)が施行さ
れたところである。 

法の規定に基づく介護サービス事業（法第７条第５項に規定する居宅サービス事業、同条第
18 項に規定する居宅介護支援事業、同条第 20 項に規定する施設サービスを行う事業、第
44 条に規定する特定福祉用具を販売する事業及び第 45 条に規定する住宅改修を行う事業を
いう。)については、実費弁償的な性格を有する行政からの委託費ではなく、サービスの対
価としての介護報酬及び利用者負担によってまかなわれることとなる。 

これらのサービスのうち、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修を除く介護サービ
ス事業は、要介護者等に対して介護等の提供を行う対人サービスである。こうした要介護
者等は、医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、介護保険における保
険給付は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資す
るよう行われるとともに医療との連携に十分配慮して行われなければならないとされ（法
第２条第２項）、実際面において、これらは、居宅サービス計画や施設サービス計画の策定
過程等を通じて確保される。 

また、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び住宅改修に係る事業については、要介護者等に
対し、物品の貸与や販売、又は建築物の改修を行う事業である。 

ついては、こうした特徴を有する介護サービス事業を法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第
２条第６号に規定する公益法人等が行う場合、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）
第５条に規定する収益事業の判定上どのように取り扱われるのか貴庁の見解を承りたく照
会する。 

 

国税庁課税部長の回答 
介護保険法の規定に基づく介護サービス事業については、御照会に係る事業内容等を前提と
すれば、法人税法上、以下のとおり、法人税法施行令第５条に規定する収益事業として取り
扱われるものと考えられます。  
(1) 介護サービス事業((2)、(3)及び(4)を除く。） 
      ******* 医療保険業（法人税法施行令 5-1-29） 
(2) 福祉用具貸与 **************************** 物品貸付業（法人税法施行令 5-1-4） 
(3) 特定福祉用具販売 ************************ 物品販売業（法人税法施行令 5-1-1） 
(4) 住宅改修 ******************************* 請負業（法人税法施行令 5-1-10） 
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１５.返還しない保証金 

Ｑ. ＮＰＯ法人である当法人は、当法人が所有する建物を飲食業を営む会社に賃貸しました

が、その賃貸に当たっては保証金を受け取りました。この保証金は、会社がその建物を立

ち退く場合には、受け取った保証金のうち 60％相当額を償却し、40％相当額を返還すれば

よいこととなっています。この返還しない部分の保証金は、社が立ち退いた時に収益とし

て計上すればよいでしょうか。  

保証金は、預り金的な性格を有しておりますので、原則として収益の額に算入されません

が、返還しない部分の金額は契約締結時の収益の額に算入されます。 

建物の貸付けに際し収受する敷金や礼金等については、その性質に応じて次のように取り

扱われます。 

① 敷金、保証金とは、一般的には賃借人が賃料の支払その他賃貸借契約上の債務を担保する

目的で賃貸人差し入れる金銭のことをいいますが、その法律的な性格は、賃貸借契約の終

了の際、賃借人に債務不履行があればその弁済に充て、なければその金額を返還するとい

う停止条件付債務といえます。 

 したがって、これらは一種の預り金として収益に算入する必要はないということになり

ます。ただし、契約において立ち退く場合や時の経過に応じて敷金の一部を返還しない旨

の取決めが行われることがありますが、この場合の返還しなくてよい金額は、収入時の収

益として不動産貸付業の収益に含まれれこととなります。 

②礼金については、権利金と同様に賃借人から一時受け入れるもので返還を要しませんので、

不動産貸付業の収益の額に算入することになります。 

ご質問の場合、受け取った敷金のうち 60％相当額はいかなる場合でも返還する必要がない

ということになりますが、収益事業課税に当たっての特例は特に定められていませんので、

一般の法人の場合と同様に、その受け取った時の収益として計上する必要があります。 
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１６.1 室のみの貸付け 

Ｑ. ＮＰＯ法人である当法人は、法人が所有する建物のうち、人員の削減で空室となった 1 室

を事務所用として他の法人に貸付けました。この場合、1 室のみの貸付けですので、収益

事業に該当しないと考えて差し支えないでしょうか。  

たとえ 1室の貸し付けであっても不動産貸付業に該当します。 

ＮＰＯ法人がその所有する住宅や事務所、店舗などを他に貸し付けている場合には、これ

らの建物を国又は地方公共団体に対して直接貸し付けている場合など、特に法令に定められ

ているもの（法人税法施行令 5-1-5 イ～ヌ）を除き、不動産貸付業として収益事業に該当す

ることになります。 

ご質問のように、たまたま 1 室を貸し付けている場合であっても、その貸付けが継続して

いる場合には、不動産貸付業に該当することになります。 

 

１７.建物の無償貸付け 

Ｑ. ＮＰＯ法人である当法人は、その事業の一環として当法人所有の会館で環境保全に関する

資料等を一般に公開しています。この度、来館者等が利用できるように当会館の一室に喫

茶室を設けることとしましたが、当法人は人手不足のためこの喫茶店の運営を一般の業者

に行わせることとし、その利用料金を低額にすることを条件に無償で使用させることにし

ました。このような無償貸付けであっても収益事業になるのでしょうか。  

無償による貸付けは収益事業には該当しません。 

法人が無償又は時価よりも低い対価で資産を譲渡し、又は経済的な利益を供与した場合に

は、その時価と実際に収受した対価との差額については、これを寄付金の支出があったもの

として損金算入限度額の計算をすることとされ（法人税法施行令 37-7）、この規定は基本的

には公益法人等における収益事業課税の計算にも適用されることになります。 

しかしながら、もともと公益法人等は、その本来の目的に従って資産を無償で貸付けする

ことは当然のことであるという考え方があります。 

つまり、このような採算を考慮しない低廉な資産の譲渡や役務の提供などについては、本

質的には収益事業課税になじまない面があることから、公益法人等がその特殊関係者に対し

意図的に低廉譲渡等を行ったのではなく、その本来の目的たる事業の範囲内で行われたので

あれば、しいてみなし寄付金として課税するのは適当でないと考えられます。 

ご質問の場合は、本来の事業の一環である資料公開のための来館者の便宜を考慮し、低額

料金で飲食物を提供するための無償の貸付けであることから、一般の業者に対するものであ

っても収益事業に該当しないものとして差し支えないものと考えられます。 
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１８.会員に対する実費貸付け 

Ｑ. ＮＰＯの活動を支援する当法人は、会員であるＮＰＯ等の団体に対して、その目的を達成

するために行う研修や講習などの事業のために当法人の施設を使用させています。この使

用に当っては使用者負担の考え方から。光熱費や償却費、租税公課などの実費相当額を使

用料として支払わせることとしていますが、このような場合は収益事業に該当するでしょ

うか。  

会員に対する実費による席貸しは収益事業には該当しません。 

公益法人等の行う席貸業のうち、その法人の主たる業務に関連して行う席貸業で、その会

員その他これに準ずる者の用に供する席貸業で実費により行われているものは収益事業から

除かれていますが、その要件は、次のとおりとなっています。 

① 会員に準ずる者の範囲 

公益法人等の行う会議等のための席貸しが上記の課税対象外とされる会員等に対する

低廉な対価による席貸しに該当するかどうかを判定する場合の「会員その他これに準ず

る者」とは、ＮＰＯ法人の正会員の他準会員、賛助会員としてそのＮＰＯ法人等の業務

運営に参画し、その業務運営のための費用を一部負担している者やその公益法人等が複

数の団体を構成員とする組織である場合はその間接の構成員などが含まれます。 

この場合「会員その他これに準ずる者」の範囲については、会員が利用するための席

貸しで、利益の出ないような低廉な対価によるものについては強いて収益事業課税の対

象とする必要はないという趣旨から、その趣旨を逸脱しない範囲であれば実体に合った

取扱いをすることができると考えられます。 

②利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの 

「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないに該当するかどうかの判定は、収益事

業として法人税の申告を行うに当たっては、日々の取引の継続的記帳や収益事業と公益

事業の区分経理などが必要となりますので、事業年度開始の時にはその席貸しが収益事

業に該当するかが分かっている必要があります。 

そこで、公益法人等の行う席貸しが「その利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」

に該当するかどうかは、既往の実績等に照らし、その事業年度における会員等に対する席貸

しの全体の収益と費用とがおおむね均衡するような利用料金が設定されているかどうかで判

定することとされています。 

すなわち、その判定は 1 回の席貸しごとに行うのでなく、事業年度単位で行えばよいとい

うことであり、また、過去の事業年度の実績からみて会員等に対する席貸しによる利益が出

ることがないと見込まれるような料金が設定されていればよいということです。 

なお、新たに席貸業を開始した公益法人等のように、既往の実績がないものについては、

類似法人の状況や予算書等を参考にして判断することになるものと考えられます。ご質問の

場合も、上記のような要件を満たすのであれば収益事業には該当しないことになります。 
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１９.自転車の保管業 

Ｑ. ＮＰＯ法人である当法人は、通勤者の便宜を図るとともに放置対策に資するため当協会の

所有地に自転車置場の施設を設置して有料で保管しています。収益事業となる駐車場は自

動車を対象としていると思われますので、自転車の保管を行う事業は事業は収益事業に該

当しないと考えて差し支えないでしょうか。また、市の要請による場合には、どのように

取り扱われるでしょうか。  

自転車置場の提供は駐車場業には該当しませんが、倉庫業には該当します。 

収益事業とされる駐車場業は、自動車の駐車に適する場所を提供し、その対価を収受する

ものをいいますので、自転車の保管はその対象から除かれています。 

ただし、自転車の保管は、駐車場業に該当しないものの、手荷物、荷物、自転車等の預か

り業や保護預り施設による物品を保管する業として、倉庫業に該当するものとして取り扱わ

れます。 

したがって、ご質問の駐輪場の経営は、倉庫業として収益事業に該当します。 

なお、市の要請があった場合でも収益事業に該当しますが、市がいわゆる実費弁償の方法

（法人税法施行令 5-1-10 イ、法人税基本通達 15-1-28）で委託した場合には、収益事業から

除かれます。なお、実費弁償による場合は、所轄税務署に確認が必要となります。 

 

２０.行政機関からの受託業務 

Ｑ．国や地方公共団体などの行政機関から業務の委託を受けた場合でも、法人税法上の収益事

業に該当するのでしょうか。  

たとえ国や地方公共団体などの行政機関からの委託を受けて行う業務であっても、法人税

法上の収益事業から除かれる請負業（法人税法施行令 5-1-10。下記＜参考＞を参照）に該当

しない限り、収益事業となります。 

ただし、収益事業に該当する場合でも、その事業がいわゆる実費弁償により行われている

ことにつき所轄税務署長の確認を受けた場合には、収益事業に該当しないものとして取り扱

われます（法人税基本通達 15-1-28。次問参照）。 

＜参考＞法人税法施行令 5条 1項 10 号（請負業の範囲） 

請負業（事務処理の委託を受ける場合を含む。）のうち次に掲げるもの以外のもの 

法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託

に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法

令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件を備えるもの 

イ． 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第 111

条の 9に掲げる事業として行う請負業 
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ロ． 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供され

る土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業 

 
２１.実費弁償方式による請負 

Ｑ．事務処理の代行を実費程度の料金で受託した場合であっても、収益事業に該当するのでし

ょうか。  

事務処理の委託を受ける場合も請負業に該当する（前ページ＜参考＞を参照）ことから、

ＮＰＯ法人が対価を得て何らかの事務処理を行えば、ほぼすべてのケースで請負業に該当し、

収益事業を営むこととなります。 

ただし、ＮＰＯ法人が請負業としての事務処理の受託業務を行う場合であっても、その業

務の委託者から受け取る金額（報酬・料金など）が、当該業務の遂行に必要な費用の額を超

えないことが、法令や規則、規約若しくは契約で規定されているいわゆる実費弁償方式によ

り行われるときは、あらかじめ所轄税務署長（又は国税局長）の確認を受けることにより、

その確認を受けた期間（通常 5 年程度）については、収益事業としないものとされています

（法人税基本通達 15-1-28）。 

なお、この実費弁償方式による収益事業から除外は、もともと利益の生ずる余地のない事

業は「収益事業」とはいえないという考え方によるものですので、請負業以外の事業であっ

ても、上記の要件を満たす限りは、同様に扱われる可能性があります。 

 
２２.請負業と他の収益事業との関係 

Ｑ．ある種の技芸教授業のように一種の請負契約に基づいて事業を行う場合、当該事業が収益

事業に該当するかどうかの判定は、請負業として判定するのでしょうか。それともその他

の事業として判定するのでしょうか。  

たとえばパソコン教室をＮＰＯ法人が直接運営して開催している場合には、パソコン教室

は法人税法上で特掲されている技芸ではありませんので、技芸教授業には該当せず、収益事

業にはなりません。 

しかし、パソコン教室を請負契約に基づいて運営している場合、上記と同じく、技芸教授

業として収益事業に該当することはありませんが、請負業として収益事業に該当するかどう

かが問題となります。 

このように、その事業の性質から技芸教授業に該当するかという点から、いったん収益事

業に該当しないと判定した場合には、法人税基本通達 15-1-29 において、再び請負業として

収益事業に該当するものとはしないものとされています。 

つまり、請負業とその他の収益事業の双方に該当する事業の場合、その他の事業において

収益事業に該当するか否かの判定を行い、請負業として収益事業に該当することはないとい

うことになります。 
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２３.書道教室とそろばん教室 

Ｑ．書道教室とそろばん教室を開き、生徒に対して教材を頒布している場合、法人税法の課税

はどうなるのでしょうか。  

書道は法人税法に技芸教授業として特掲されている（下記＜参考＞を参照）ので、「書道教

室」は収益事業に該当しますが、そろばんは特掲されていませんので、「そろばん教室」は収

益事業に該当しません。 

また、「書道教室」は収益事業に該当するため、その教材の頒布は、技芸教授業の付随行為

として法人税の課税対象となり、「そろばん教室」は収益事業ではありませんが、その教材の

頒布については物品販売業として収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。 

以上の関係を整理すると次のようになります。 

 書 道 そろばん 

教 室 開 催       収益事業に該当 収益事業ではない 

教 材 頒 布       付随行為として課税 物品販売業として課税 

 
＜参考＞法人税法に技芸教授業として特掲されている事業 

洋 裁 和 裁 着物着付け 編 物 手 芸 

料 理 理 容 美 容 茶 道 生 花 

演 劇 演 芸 舞 踊 舞 踏 音 楽 

絵 画 書 道 写 真 工 芸 デ ザ イ ン 

自動車操縦 小型船舶操縦    

 
２４.各種事業の具体的判定例 

Ｑ．次の事業は収益事業に該当しますか。 

 ① 研究開発事業 

 ② セミナー及び講習会 

 ③ コンサルティング事業 

 ④ 講師派遣事業 

 ⑤ 不動産賃貸業 

  ⑥ 機器賃貸業  

それぞれ次のようになります。 

① 他人の委託に基づく研究開発事業は請負業ですので、収益事業に該当します。ただし、

補助金等を原資としてＮＰＯ法人独自の判断で研究開発を行う場合には請負業に該当し

ません。 

② 各種セミナー及び講習会は、技芸教授業として特掲されているもの（前問参照）に該当
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しない限り収益事業にはなりません。 

③ また、スポーツなどの講習会でも、その受講料は通常、教授及び指導の対価として徴収

するものであり、受講料を支払えばその施設を自由に使用できるわけではありませんの

で、遊技所業にも該当しません。 

④ コンサルティング事業は、他人の委託を受けて調査及び事務処理等を行うものですから、

請負業に該当し収益事業となります。 

⑤ 講師派遣事業は、他人の依頼を受けて各種技能や知識、技術などを教授及び指導する人

的サービスを提供する事業ですから、請負業に該当します。 

⑥ ただし、請負業以外の特掲されている収益事業に該当する場合には、その事業で収益事

業か否かの判定を行うので（前々問参照）、派遣する講師の教授内容が、技芸教授業とし

て特掲されていない場合には、収益事業となりません。 

⑦ 国又は地方公共団体に直接貸し付ける場合など、一定の特別なケース（法人税法施行令

第 5条 1項 5号参照）を除いて、不動産の貸付は収益事業に該当します。 

⑧ 機器の貸付は、物品貸付業に該当し収益事業となります。 

 

２５.収益事業に関して受ける寄付金 

Ｑ. 当法人は、興行業に該当する劇場を経営してますが、劇場施設の改良に充てるための資金

を一般の個人及び法人からの寄付で賄うこととしています。この寄付金は収益事業の収益

に含める必要があるでしょうか。  

収益事業の収入に該当しません。 

公益法人等に関しては、その所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については法

人税を課さないこととされています（法７）が、他人から贈与を受ける行為は、いずれの収

益事業にも該当しませんので、収益事業に関連して受領する寄付金や補助金、助成金のうち、

収益事業にかかる収入又は経費を補填するために交付を受けるものでない限り、収益事業の

収益には含まれません（法人税基本通達 15-2-12）。 

また、固定資産の取得又は改良に当てるために受ける寄付金等はその資産が収益事業のよ

うに供されるものであっても同様です（同通達(1)）。 

そこで、おたずねの寄付金収入は、収益事業の収益の額には算入されません。 

なお、その固定資産の減価償却又は譲渡損益の計算の基礎となる取得価額は自己資金だけ

でなく、補助金等を含む実際の取得価額により計算します（同上通達(注)）。 
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２６.補助金等により固定資産を取得した場合の償却限度額の計算 

Ｑ. 当法人は、県からの補助金と自己資金により固定資産を取得し、収益事業の用に供しまし

たが、償却限度額の計算の基礎となる取得価額は自己資金により取得した部分についての

みとされるのでしょうか。 

償却限度額の計算の基礎となる取得価額は実際の購入価額によります。 

公益法人等が、国や地方公共団体から固定資産の取得または改良に充てるために交付を受

ける補助金等の額は、資産の譲渡または役務の提供の対価として実質を有するものを除き、

たとえその固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業課税の

対象とはなりません(法人税基本通達 15-2-12(1))。 

一方、補助金などの収入については課税されないとしても、その補助金などで取得した収

益事業用の固定資産の償却費の計算の基礎となる取得価額は、補助金などによって取得した

部分については減価償却を認めないこととするため自己資金部分だけで計算し、実質的にそ

の補助金などにより取得した固定資産について圧縮記帳するという考え方もあります。 

しかしながら、実質的に圧縮記帳をさせるということになれば、その後の減価償却費の損

金算入額が減少することにより、結果的に補助金などの収入についてなし崩しに課税をする

ということになります。そこで、固定資産の取得または改良のための補助金などを受ける場

合には、その固定資産がたとえ収益事業の用に供される場合であっても、その減価償却は実

際の取得価額によることを認めることとしています。 

 

２７.費用の区分経理 

Ｑ. 当法人は印刷業を営んでいますが専任の職員がいないため、当法人の本来の職務に従事す

る職員がその傍ら、この事業に従事していますが、そのウエイトはきわめて小さいものと

なっています。この場合、共通経費の区分経理を収益事業と収益事業以外の事業との収入

比で按分することができるでしょうか。 

基本的には費用ごとに按分します。 

公益法人については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されますので、

収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業化から所得に関する経理とを、

それぞれ区分して行うこととされています（法人税法施行令６）。したがって費用についても

区分経理する必要がありますが、収益事業について直接要した費用の額及び直接生じた損失

の額は、収益事業の費用または損失として経理することになります（法人税基本通達 15-2-

5(1)）が、収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失については、その費用

または損失の性質に応ずる合理的な基準により区分する必要があります。（同通達(2)）。この

区分日ために通常使用される区分基準としては、例えば、資産の使用割合、従業員の従事割

合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比などが考えられます。 
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おたずねの場合も、共通経費の全額を単純に収益事業の収入金額と非収益事業の収入金額

の比により按分するのではなく、継続して各費目ごとに最も合理的な基準により区分する必

要がありますが、収益事業の規模が小さいため適当な基準がない場合には、収入金額の比に

より区分することもやむを得ないものと考えられます。 

 

２８.固定資産の帳簿価額 

Ｑ. 当法人は、今年度から収益事業を開始することになりましたので、当法人が有する備品の

一部を収益事業用として区分経理することが必要になりました。この場合、区分経理すべ

き備品の帳簿価額は、どのように算定すべきでしょうか。 

従前の帳簿価額によります。 

収益事業を営む公益法人は、収益事業と収益事業以外の事業にその経理をそれぞれ区分し

なければならないことになっています（法人税法施行令６）。 

おたずねのように公益法人等が、収益事業以外の事業の用に供していた固定資産を収益事

業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に属する資産として区分経理する場合

には、その収益事業の用に供することとなった時におけるその固定資産の帳簿価額により収

益事業に属する固定資産として経理することとされています。（法人税基本通達 15-2-2）。 

したがって、たとえ収益事業以外の事業においてその固定資産に実質的な償却不足が生じ

ていても、その償却不足相当額を収益事業における減価償却の対象から除くことも認められ

ません。逆に、その固定資産につき評価換えを行い、帳簿価額を増額したとしても、その後

の減価償却費の計算は、従前の簿価を基礎として行うことになります。 

 

２９.公益法人等の役員賞与 

Ｑ. 当法人は、不動産賃貸業を営んでおり、この事業に従事している専務理事に対して毎月の

給与のほかに年 2 回賞与を支給していますが、公益法人等の場合には、役員賞与について

も損金の額に算入されるのでしょうか。 

役員賞与は損金の額に算入されません。 

公益法人等の所得計算は、寄付金の損金算入限度額（法人税法施行令 73-1-3）、法人税率

（法 66③）等税法上の定めがある場合を除き、一般の法人と同様に行うとされています。 

法人税法においては、役員賞与は損金に算入されません（法 34①）ので、おたずねの専務

理事に支払った賞与は、損金の額に算入されないことになります。 

なお、公益法人等の役員である理事長、その他の理事についても、役員賞与は損金の額に

算入されません。 
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３０.収益事業から除外される高齢者保護事業 

Ｑ. 当法人は高齢者憩のための喫茶店を経営していますが、６５歳以上の者１１名と６５歳未

満の者８名の計１９名が交代で従事しています。この場合、事業の従事者数の半数以上が

年齢６５歳以上の者であり、かつ、その事業がその者の生活の保護に寄与しているものと

して収益事業に該当しないものとして取扱われるのでしょうか。 

従事者の生活の保護に寄与するのであれば収益事業には該当しません。 

ＮＰＯ法人などの、公益法人等の行う事業の従業員数の半数以上が年齢６５歳以上の者で

あり、かつ、その事業がその者の生活の保護に寄与している場合には、収益事業には該当し

ないこととされています。（法人税法施行令 5-2-1 ホ）。 

そこで、おたずねの場合は、従業員が１９人であり、かつ、半数以上が６５歳以上ですか

ら形式的に高齢者保護事業の要件を満たしますので、そのＮＰＯ法人の収入がその喫茶店の

みで、かつ、その大部分がＮＰＯ法人に従事する者に対する給与として支払われているため、

その収入がないと従事員の生活の維持ができなくなるというような特別の事情がある場合に

は、収益事業には含まれないものとして取扱われます。 

なお、高齢者保護事業に従事する者に支給した給与の額の、収入金額又は利益金額に占め

る割合が、高齢者等の生活の保護に寄与している事業と認めるには、あまりにも低率である

場合には、これらの者の生活の保護に寄与しているものとは認められず、したがって、法人

税法第７条（内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税）の規定は適用されないことにな

りますので注意が必要です（平元.8.28 裁決、裁決事例集 38-135 頁参照）。 

 

３１.従事者による収益事業の判定 

Ｑ. 当法人は、障害者の自力再生を行う為の事業として請負業（ホームページ作成）を営んで

おりますが、当法人は、障害者が、その従事者の 6 割以上を占めていますので収益事業に

該当しないと思いますが、いかがでしょうか。 

収益事業には該当しないこととなります。 

ＮＰＯ法人が行う請負業は、原則として収益事業に該当します。（法人税法施行令 5-1-

10） 

しかしながら、ＮＰＯ法人などの公益法人等が行う事業については、身体障害者等がその

事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄

与している場合は、収益事業に含まれないこととされています（法人税法施行令 5-2-1 イ）

ので、貴法人の営む請負業は、この規定により収益事業には該当しません。 

ところで、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務が生ずる点で共通する「人格のな

い社団」の場合は、公益法人等（法人税法別表第二に掲げる法人 法２六）には該当しませ

んので、この規定の適用がありませんので収益事業に該当することとなりますので注意が必
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要です。 

 

３２.身体障害者を雇用する事業 

Ｑ. 身体障害者等の従事割合が高い事業は、税法上は収益事業であっても、非課税とされると

聞きましたが、短時間しか勤務しない身体障害者がいる場合の従事割合はどのように計算

するのでしょうか。 

通常の勤務時間従事する者として取扱われます。 

ＮＰＯ法人が行う事業が収益事業に該当する事業であっても、その事業に従事する身体障

害者等が、その事業に従事する者の総数の半分以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の

生活の保護に寄与していると認められるものについては、非課税とされています（法人税法

施行令 5-2-1、法人税基本通達 15-2-5）。 

この場合、身体障害者等の数がその事業に従事する者の半分以上を占めているかどうかは

事業年度全体を通じて判断することとし、当該事業年度において当該事業に従事した全従業

員の延人員数のうちに占める身体障害者等である従業員の延人員数の割合が 50％以上あるか

どうかにより判定します。この場合、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業

員に比し勤務時間の短い者があるときにおいても、通常の勤務時間当該事業に従事するもの

としてその判定を行うことができます（法人税基本通達 15-1-8）。 

 

３３.母子福祉団体の事業 

Ｑ. 収益事業に含まれない母子福祉団体の事業とはどのようなものでしょうか。    

一定の要件を満たす母子福祉団体が行う事業については、収益事業に含まれないこととさ

れています。 

ＮＰＯ法人など、公益法人等が行う収益事業であっても、母子福祉団体が行う収益事業の

うち、次のものは、収益事業には含まれません。（法人税法施行令 5-2-2）。 

（１） 母子及び寡婦福祉法第１１条（同法第１９条の２第３項において準用する場合を含む）

の規定による貸付金の貸付に係る事業のうち、その貸付の日から当該貸付金の最終の償

還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの 

（２） 母子及び寡婦福祉法第１６条第１項に規定する公共的施設内において行われている事業 
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３４.有償ボランティア活動の課税 

Ｑ．当ＮＰＯ法人は、介護保険法に基づく居宅サービスと有償での家事援助及び介護介助等の

ボランティア事業を行なっています。介護保険事業が法人税法上の収益事業の該当するこ

とは認識していますが、上記の有償ボランティア事業の法人税法上の取扱いについて教え

てください。なお、介護保険制度導入前は任意団体として同様の有償ボランティア事業を

行なっていましたが、法人税の申告は行なっておりませんでした。 

介護保険事業は非営利法人であっても課税される 33 種類の「収益事業」のうち次のものに

該当し、法人税の課税対象となります。これは平成 12 年 6 月 1 日に当時の厚生省からの国税

庁に照会され、その回答により明らかにされました。 

（1） 介護サービス事業((2)、(3)及び(4)を除く)･････医療保険業（法人税法施行令 5-1-

29） 

（2） 福祉用具貸与･････････････････････････物品貸付業（法人税法施行令 5-1-4） 

（3） 特定福祉用具販売･････････････････････物品販売業（法人税法施行令 5-1-1） 

（4） 住宅改修････････････････････････････････請負業（法人税法施行令 5-1-10） 

従来から高齢者の介護事業を行なっていたボランティア団体が、介護保険制度の施行に合

わせてＮＰＯ法人の認証を得て、介護保険制度上のサービス事業者となっている例は多くみ

られます。これらのＮＰＯ法人が行う有償ボランティア事業の法人税法上の取扱いについて

は当初、税務署によって対応が異なるなど混乱がみられました。 

最終的な税務当局の見解は、介護事業者が行なうボランティア事業は 33 の「収益事業」の

うちの「請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）」に該当し、課税対象となるというも

のです。これに対しては一部の NPO 法人が「最低賃金以下の謝礼を受ける有償ボランティア

事業は報酬の支払を要件としている請負には該当しない。」と異論を唱えていますが、税務当

局の見解は変わっていません。 

なお、法人税の税率は、一般の中小企業と同じで、800 万円までが 22％、800 万円を超え

る部分については 30％が適用されます。 

 

＜参考＞ 東京高等裁判所 平成 16 年（行コ）第 166 号 法人税更正処分取消請求訴訟事件 
（原審・千葉地方裁判所平成 14 年（行ウ）第 32 号） 

ＮＰＯ法人流山ユー・アイネットが、有償ボランティア活動として行っているふれあい事業に関し、松
戸税務署はその剰余金に法人税を課したが、千葉地方裁判所は、この課税を認める判決をした。 
これに対し、ＮＰＯ法人流山ユー・アイネットは、控訴したが、東京高等裁判所は、控訴を棄却した。 
控訴審判決の理由の要旨 

① ふれあい事業は、会員の主観によれば精神的交流であるが、外形的には家事等のサービスであ
って、客観的形態からすれば、「請負業」に当たる。 

② １時間当たり８００円（会員に６００円、控訴人に２００円）は、謝礼、寄附でなく、サービ
ス提供の対価である。 

③ サービス提供の主体は、会員でなく、流山ユー・アイネットである。 
④ 課税がボランティアのインセンティブを喪失させるという主張は、立法論としては傾聴すべき

であるが、法解釈としては困難である。 

 



-26- 

３５.市町村からの業務受託 

Ｑ．当ＮＰＯ法人は、市より次の業務を受託しています。法人税法上の取扱いについて教えて

ください。 

  ① 介護保険法に基づく認定調査業務 

     介護保険申請者の状況について調査を行い、調査結果を報告することが主要な業務であ

る。1件当たりの契約単価に 1ヵ月毎の業務出来高を乗じた額を請求する。 

  ② 介護サービス適正実施指導事業 

     委託業務はケアプラン研修事業及びサービス事業者振興事業である。×××円が概算払い

され、委託業務の終了後、精算を行う。  

介護事業者である NPO 法人が都道府県や市町村より受託する業務委託費については、原則

として、法人税法上の「収益事業」のうちの「請負業（事務処理の委託を受ける業を含

む。）」に該当します。したがって、介護保険サービス事業等の他の収益と合算して法人税の

申告が必要です。 

上記のうち、②については、業務終了後に余剰金を返済することから、「その委託により委

託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えない」場合の「実費弁償によ

る事務処理の受託等」（法人税基本通達 15-1-28）の要件に該当します。しかしながら、実費

弁償方式による場合は収益＝費用であることから、所轄税務署長の確認を受けて収益事業と

しない取扱いをしたとしても税額には影響を及ぼしません。「法人税基本通達 15‐1‐28」の

意義は、全ての収入が実費弁償方式の業務委託である場合に、税務申告書を作成しなくても

良いといった点にあると考えられます。 

なお、補助金についても、それが介護保険サービス等の利用料の一部を補うものである場

合には、法人税の課税の対象となります。業務委託費や補助金については、様々な内容のも

のがあることから、契約書等により内容を確認し、収益事業に該当するかどうかの判断が難

しい場合には、所轄の税務署に問い合わせた方が無難と考えられます。 
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３６.介護サービスの消費税の取扱い 

Ｑ．介護事業者の消費税の取扱いについて次の事項を教えてください。 

（１）要介護者が負担する介護サービス費用の１割相当額の取扱い 

（２）非課税となる居宅サービスの具体的な範囲 

（３）居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の取扱い  

介護保険制度による介護保険サービスは、消費税法別表第一第 7 号イの規定により非課税

とされていますが、具体的な取扱いは次の通りとなります。 

(1) 消費税法別表第一第 7 号イの規定は、｢居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービ

ス｣及び｢施設介護サービス費の支給にかかる施設サービス｣を非課税としています。した

がって、市区町村から要介護被保険者に実際に支給されるサービス費の部分だけが非課

税とされるのではなく、支給対象となるサービスの範囲であれば、要介護者本人が負担

する 1割相当額についても非課税とされます。 

(2) 指定居宅サービス事業者により提供される指定居宅サービスに該当するものであれば、

介護保険法第 43 条（居宅介護サービス費等にかかる支給限度額）に規定する限度額を超

えて提供されるサービスであっても消費税は非課税となります。例えば、ケアプランの

範囲を超えて提供される居宅サービスのように、市区町村から居宅介護サービス費が支

給されずに利用者が全額負担するものであっても、消費税は非課税となります。 

(3) 居宅サービスにおいて利用者の希望により提供される特別なサービスについての消費税

の取扱いは次の通りとなります。 

① 訪問介護（基準省令 20③） 

・ 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費 

⇒ 課税 

② 訪問入浴介護（基準省令 48③） 

・ 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費 ⇒ 

課税 

・ 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用 ⇒ 課税 

③ 訪問看護及び訪問リハビリテーション（基準省令 66③、78③） 

・ 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費⇒ 課

税 

④ 居宅療養管理指導（基準省令 87③） 

・居宅療養管理指導の提供に要する交通費 ⇒ 課税 

⑤ 通所介護及び通所リハビリテーション（基準省令 96③、119） 

・ 通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 ⇒ 

課税 

・ 通常要する時間を超える通所介護であって利用者の選定に係るもの提供に伴い必要
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となる費用の範囲内において、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス

費用基準額を超える費用 ⇒ 非課税 

・ 食材料費 ⇒ 非課税 

・ おむつ代 ⇒ 非課税 

・ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められるもの ⇒ 非課税 

⑥ 短期入所生活介護及び短期入所療養介護（基準省令 127③、145③） 

・ 利用者が選定する特別な居室（療養室）等の提供を行ったことに伴い必要となる費

用 ⇒ 課税 

・ 利用者の送迎に要する費用 ⇒ 課税 

・ 食材料費 ⇒ 非課税 

・ 理美容代 ⇒ 非課税 

・ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日

常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの ⇒ 非課税 

⑦ 痴呆対応型共同生活介護（基準省令 162③） 

・ 食材料費 ⇒ 非課税 

・ 理美容代 ⇒ 非課税 

・ おむつ代 ⇒ 非課税 

・ その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの ⇒ 非課税 

⑧ 特定施設入所者生活介護（基準省令 182③） 

・ 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用  

⇒ 課税 

・ おむつ代 ⇒ 非課税 

・ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの ⇒ 非課税 

＜参考＞消費税関連条文等 

• 消費税法第 6条第 1項（非課税） 

• 消費税法別表第一第 6号、第 7号（居宅サービスの範囲等） 

• 消費税法施行令第 14 条の 2（居宅サービスの範囲等） 

• 消費税法施行令第 14 条の 4（身体障害者用物品の範囲等） 
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• 消費税法基本通達 6－6－1（医療関係の非課税範囲） 

• 消費税法基本通達 6－7－1～5（介護保険関係の非課税の範囲）他 

• 消費税法基本通達 6－10－1～4（身体障害者用物品の範囲）他 

• ｢介護保険における福祉用具の消費税の取扱いについて｣ 平成 12 年 2 月 28 日老振 13

号） 

• ｢厚生大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理｣ 平成 3 年 6 月 7 日厚生省告示第

130 号 

• ｢厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目｣ 平成 11 年 3 月 31 日厚生省告

示第 93 号 

• ｢厚生大臣が定める居宅介護福祉用具の購入等の支給に係る特定福祉用具の種目｣ 

• 平成１1年 3月 31 日厚生省告示第 94 号 

• ｢居宅サービスの範囲等から除かれる資産の譲渡等｣ 平成 12 年 2 月 10 日大蔵省告示第

27 号 

• ｢介護保険法の施行に伴う消費税の取扱いについて｣平成 12 年 8 月 9 日厚生省保健福祉

局事務連絡 

 
・  
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III.財産の運用、処分 

１.有価証券の譲渡 

Ｑ．当法人は、収益事業である不動産賃貸業を営んでいますが、この不動産賃貸業において資

金に余裕が生じましたので、その運用として有価証券を取得しました。この有価証券を譲

渡した場合の利益については、収益事業の課税対象とされるのでしょうか。また、収益事

業以外の事業から生じた余剰資金で有価証券を取得した場合はどうでしょうか。 

収益事業となる物品販売業には「動植物その他通常物品といわないもの」の販売業も含ま

れます。（法人税法施行令 5-1-1 かっこ書）が、ここでいう「通常物品といわないもの」には、

有価証券や手形は含まれないこととして取り扱われています（法人税基本通達 15-1-9（注）

１）ので、その売買を行ったとしても物品販売業には含まれません。ただし、ＮＰＯ法人が

収益事業から生じた所得の運用として取得した株式や公社債等の有価証券を譲渡したことに

よる譲渡益は、その営む収益事業の付随収入として課税の対象となります。（法人税法７・法

人税基本通達 15-1-6(5)）。 

なお、収益事業から生じた所得を有価証券等に運用する場合であっても、その収益事業の

運営のために通常必要と認められる金額以外の完全な余剰資金の運用については、ＮＰＯ法

人がこれを収益事業以外の事業に属する資産として区分経理を行えば、収益事業の付随収入

に含めないことができることとされています。（法人税基本通達 15-1-7）。 

 

２.株式の売却損 

Ｑ．当法人は、収益事業である不動産賃貸業を営んでいます。このたび当法人の運営費に充て

るため保有株式を売却しましたが、株価の下落のため売却損が生じました。この売却損に

ついては、不動産貸付業に係る損金として認められるでしょうか。なお、この株式は、不

動産貸付業の余剰資金で取得したことから、不動産貸付業に属する資産として経理すると

ともに、受取配当金についても不動産貸付業の収益としています。収益事業の申告に当た

っては、不動産貸付業の収支は他の会計と全て切り離して行っています。  

ＮＰＯ法人が収益事業から生じた所得を預金・有価証券等に運用する場合においても、当

該預金・有価証券等のうち、その収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合

うもの以外のものを収益事業以外の事業に属する資産として区分経理したときは、その区分

経理した預金・有価証券等を運用する行為は、収益事業の付随収入に含めないことができま

す。（法人税基本通達 15-1-7）が、ご質問のように収益事業に属するものとして経理した株

式の配当や売却収益は、収益事業の付随収入とされます。 

したがって、ご質問の株式の譲渡損は、収益事業である不動産貸付業において生じた余剰

資金を運用する行為として、不動産貸付業の付随行為に該当します（法人税基本通達 15-1-

6(5)）ので、その売却損は、不動産貸付業に係る損失に含まれます。 
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３.有価証券の現先取引による収益 

Ｑ．当法人は、収益事業以外の事業から生じた余剰資金の短期運用として債券の現先取引を行

っています。現先取引は、実質的には金融取引であると考えられるため、金銭貸付業とし

て課税の対象となるでしょうか。 

一般に「金銭の貸付け」とは、金銭消費貸借契約等に基づいて金銭の貸付けを行うものの

ほか、手形割引など、その経済的実質が金銭の貸付けと同じ行為が含まれるものと考えられ

ます。 

資金の運用方法として行われるいわゆる有価証券の現先取引は、法形式上はあくまで有価

証券の売買として行われますが、あらかじめ売戻価額が定められているためその売買差額は

実質的に利息であると認識されています。 

しかしながら、税務上は、余剰資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引は、

「金銭の貸付け」には含まれないものとして取り扱うことを明らかにしています。（法人税基

本通達 15-1-14（注））。 

したがって、ご質問の有価証券の現先取引に伴う収益は、収益事業の余剰資金の運用とし

て行われたものでない限り、法人税が課税されることはありません。 

 

４.無償貸出書籍等の売却 

Ｑ．当法人は、その主たる業務の一環として書籍・フィルム等の貸出しを行うこととしていま

すが、この使用料は無料としているため、収益事業としての物品貸付業には該当しないも

のと考えてよいでしょうか。また、貸出しを受けた方から、買取りの申し出があった場合

は、これを売却することとしていますが、この売却は、物品販売業に該当するでしょう

か。 

無償で行われる事業は、その事業がＮＰＯ法人の本来の目的とする事業の範囲内で行われ

るものである限り、収益事業には該当しないものとして取り扱われます。（法人税基本通達

15-2-9）。 

一方、収益事業に属する固定資産を処分することによる損益は、その固定資産が土地等以

外の減価償却資産であるような場合には、その処分が収益事業の全部または一部の廃止によ

る場合を除き、その収益事業に付随する行為によるものとして、その収益事業の損益に含ま

れます。（法人税基本通達 15-2-10(2)）。 

ご質問の場合の書籍等の無償貸付けは、ＮＰＯ法人の本来の事業の一環であるということ

ですから収益事業には該当しないことになりますが、書籍等の売却が、この収益事業には該

当しないものとされる物品貸付業の付随事業として収益事業から除外されるかどうかについ

ては、問題のあるところです。 
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つまり、書籍の売却をする行為は、その性質上、書籍の貸付けに付随する行為（法人税法

施行令 5-1 かっこ書）ではなく書籍等の販売という別個の行為であると考えられるからです。 

したがって、書籍等を売却する行為は収益事業としての物品販売業に該当することになり

ますが、この売却が、その書籍等の取得に要した実費程度であれば、所轄税務署長等の確認

により、収益事業に該当しないことができるものと考えられます。 

 

５.賃貸マンションの一括譲渡 

Ｑ．当法人は３年前から、所有する当法人の土地を賃貸し収益事業である不動産貸付業を営ん

でいますが、事務所の改築資金に充てるためこの土地を譲渡することとしました。この結

果、当法人では収益事業である不動産貸付業を廃止することになりますが、この土地の譲

渡収益に対して課税されるでしょうか。 

不動産貸付業等の収益事業に属する固定資産の譲渡は、収益事業に付随して行われる行為

に該当し、その譲渡益は、収益事業の所得として法人税の課税対象になります（法人税法施

行令 5-1・法人税基本通達 15-1-6(6)）。 

しかしながら、次に該当する場合には、収益事業の付随行為に該当しないものとして取り

扱うことができます（法人税基本通達 15-2-10）。 

イ．相当期間（おおむね１０年以上）にわたり固定資産として保有していた土地または借地

権・建物・構築物につき譲渡・除却その他の処分をしたことによる損益 

ロ．収益事業の全部または一部を廃止して、その廃止した事業に属する固定資産につき譲

渡・除却その他の処分をしたことによる損益 

ご質問の場合には、土地そのものは長期所有には該当しないとしても、当該土地を譲渡し

たことにより不動産貸付業を廃止していますので、上記ロ．の収益事業の全部または一部の

廃止に該当し、土地の譲渡収益については、収益事業の収益に含めないことができます。 

なお、その譲渡益について法人税が課税されない場合には、土地譲渡益重課税（平成１５

年１２月３１日まで凍結）も同様に課税されません。 
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６.移転補償金 

Ｑ．当法人は１０数年来、貸ビルを賃借し、収益事業である物品販売業を営んできましたが、

このたび、ビル改築のため、その所有者から相当額の補償金の支払いを条件に立退きを要

求されました。この場合、収受する補償金については課税されることになるのでしょう

か。 

ＮＰＯ法人が収益事業に属する固定資産を処分する行為は、その収益事業に係る事業活動

の一環として、またはこれに関連して行われる付随行為とされますので、収益事業として課

税されます（法人税基本通達 15-1-6(6)）。 

ただし、その収益事業の固定資産の処分が、イ．相当期間にわたり固定資産として保有し

ていた土地等・建物・構築物等の譲渡等、またはロ．収益事業の全部または一部の廃止によ

る当該事業に属する固定資産の譲渡等、である場合のその損益については、収益事業に係る

損益に含めないことができることとされています（法人税基本通達 15-2-10）。 

ご質問の場合、１０数年来賃借してきたということですから収益事業に係る損益に含めな

いことができます。 

IV.認定ＮＰＯ法人制度 

１.認定ＮＰＯ法人制度による税制上の特例措置 

Ｑ．認定ＮＰＯ法人制度による税制上の特例措置について教えて下さい。 

認定ＮＰＯ法人制度による税制上の特例措置とは、次の４つの特例措置をいいます。 

① 個人が支出した認定ＮＰＯ法人への寄附金に対する特例措置 

個人が認定ＮＰＯ法人に対し、その認定ＮＰＯ法人の行うＮＰＯ法第２条第１項に規定

する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと

認められるものを除きます。）をした場合には、当該寄附に係る支出金を特定寄附金とみ

なして寄附金控除の適用が認められます（措法４１の１９）。 

 この特例措置を適用するためには、寄附をした日を含む年分の確定申告書の提出の際に、

確定申告書に記載した特定寄附金の明細書と①特定寄附金を受領した旨（その特定寄附金

が認定ＮＰＯ法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附である旨を含みま

す。）及び②その金額及び受領年月日を認定ＮＰＯ法人が証した書類を添付又は提示する

必要があります（所令２６２①、所規４７の２③）。 

② 法人が支出した認定ＮＰＯ法人への寄附金に対する特例措置 

法人が認定ＮＰＯ法人に対し、その認定ＮＰＯ法人が行う特定非営利活動に係る事業に

関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金と特定公益増進法人に対する寄附金との

合計額に対し、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設

けられていますので、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます（措法６６
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の１１の２②）。 

なお、認定ＮＰＯ法人に対する寄附金と特定公益増進法人に対する寄附金との合計額が

損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般の寄附金と合わせ、一般

の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。 

この特例措置を適用するためには、寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に

その金額を記載するとともに明細書を添付し、その寄附金が認定ＮＰＯ法人の行う特定非

営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定ＮＰＯ法人が証する書類を保存

しておく必要があります（法法３７⑨、措規２２の１２-30 ）。 

③ 相続人等が認定ＮＰＯ法人に寄附した相続財産等に対する特例措置 

相続又は遺贈により財産を取得した者（平成１３年１０月１日以後に相続又は遺贈によ

り財産を取得した者に限ります。）が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定

ＮＰＯ法人に対し、その認定ＮＰＯ法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附

をした場合には、その寄附をした者又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減

少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続又は遺贈に係る相続税の

課税価格の計算の基礎に算入されません。 

ただし、当該寄附を受けた認定ＮＰＯ法人が、寄附のあった日から２年を経過した日ま

でに認定ＮＰＯ法人に該当しないこととなった場合又はその寄附により取得した財産を同

日においてなお特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、適用されません

(措法７０①②⑩)。 

この特例措置を適用するためには、相続税の申告書にこの特例措置の適用を受ける旨な

どを記載するとともに、その財産の寄附を受けた認定ＮＰＯ法人が、①その寄附が特定非

営利活動に係る事業に関連する寄附である旨、②その寄附を受けた年月日及びその財産の

明細、③その財産の使用目的を記載した書類を添付する必要があります（措法７０⑤⑩、

措規２３の５）。 

④ 認定ＮＰＯ法人へのみなし寄附金制度の導入 

認定ＮＰＯ法人については、公益法人と同様に、その収益事業に属する資産のうちから

その収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄附金の額とみなす

（みなし寄附金）制度が導入されました。あわせて寄附金の損金算入限度額は、所得金額

の２０％相当額に引き上げられています（措法６６の１１の２①）。 

２.認定ＮＰＯ法人の認定要件 

認定ＮＰＯ法人の認定を受けるための要件にはどのようなものがありますか。その概要を教え

て下さい。 

認定を受けるための要件の概要をまとめると以下のとおりとなります。 

なお、? 及び? の要件は、直前２事業年度等においてそれぞれに満たす必要があります。

また、? 、? のイからニまで、? 及び? の要件は、直前２事業年度等だけでなく認定を受け
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るまで満たしておく必要があり（ただし、初めて認定を受ける場合には、? の要件は直前２

事業年度において満たす必要はありません。）、認定を受けた後であっても、これらの要件

を満たさなくなった場合には、認定は取り消されます。 

?  総収入金額に占める寄附金等（いわゆるパブリックサポートテスト）の割合について 

受入寄附金総額等 ÷ 総収入金額等 ≧ 1/5 

（注）このパブリックサポートテストの割合が５分の１以上とされるのは、平成 15 年

４月１日から平成 18 年３月 31 日までの間に申請書を提出した場合です（この期間以

外に提出した場合は、３分の１以上となります。）。 

?  活動の対象物について 

 事業活動の５０％以上が次に掲げる活動に該当しないこと。 

イ 会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動 

ロ 特定の範囲の者に便益が及ぶ活動 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動 

ニ 特定の者の意に反した活動 

?  運営組織及び経理について 

次のいずれをも満たしていること。 

イ 運営組織が次のいずれにも該当すること。 

① 役員又は社員のうち親族等で構成する最も大き
なグループの人数 

÷ 役員又は社員の総数 ≦ 1/3 

② 役員又は社員のうち特定の法人等の役員若しく
は使用人で構成する最も大きなグループの人数 

÷ 役員又は社員の総数 ≦ 1/3 

ロ 会計について公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等のレベルで

取引を記録し、帳簿を保存していること。 

ハ 不適切な経理を行っていないこと。 

?  事業活動の内容について 

次のいずれをも満たしていること。 

イ 次に掲げる活動を行っていないこと。 

① 宗教活動 

② 政治活動 

③ 特定の公職者等又は政党を推薦、支持又は反対する活動 

ロ 役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと及び営利を目的とした者並び

に上記①から③の活動を行う者等に寄附を行っていないこと。 

ハ 特定非営利活動に係る事業費 ÷ 総事業費 ≧ ８０％ 

ニ 特定非営利活動に係る事業費 ÷ 受入寄附金総額 ≧ ７０％ 

ホ 助成金の支給を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を、事後にその実績を

記載した書類を国税庁に提出していること。 

ヘ 海外への送金又は金銭の持出し（その金額が２００万円以下のものを除きます。）
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を行う場合は、事前にその内容を記載した書類を国税庁に提出していること（災害

に対する援助など緊急を要する場合には、事後遅滞なく実績を記載した書類を国税

庁に提出していること。）。 

?  情報公開について 

 次に掲げる書類を閲覧させること。 

イ 事業報告書等、役員名簿等及び定款等 

ロ 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程 

ハ ? のホ及びヘの規定により提出した書類 

ニ 資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項等を記載した

書類 

ホ 寄附金を充当する予定の事業の内容を記載した書類 

?  不正行為等について 

 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。 

?  設立後の経過期間について 

設立の日以後１年を超える期間が経過していること。 

?  所轄庁の証明書について 

所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。 

３.パブリックサポートテスト 

認定の要件としての総収入金額に占める寄附金等（いわゆるパブリックサポートテスト）につ

いて教えて下さい。 

認定の要件として、総収入金額に占める寄附金等の割合が一定以上であること必要です。

これは、直前２事業年度等における次のイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割

合（いわゆるパブリックサポートテストの割合）が５分の１以上であることを求めるもので

す。（なお、当該パブリックサポートテストの割合が３分の１から５分の１に緩和されるの

は、平成 15 年４月１日から平成 18 年３月 31 日までの間に申請書を提出した場合です（措

令３９の２３①一、⑪）。） 

イ 総収入金額から次に掲げる金額を控除した金額（措規２２の１２①） 

① 国、地方公共団体又は我が国が加盟している国際機関（以下「国等」といいます。）

の補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの 

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの 

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対

価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のそ

の負担部分 

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの 

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、
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措法第７０条第１０項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続

人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から10 カ月以内に当該相続により

当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与（贈与者の死亡に

より効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基

準限度超過額に相当する部分 

⑥ 同一の者から受け入れた寄附金で事業年度中（事業年度の定めがない場合には、年

間）の合計額が１,０００円に満たないもの 

⑦ 寄附者（当該法人に寄附をした者をいいます。以下同じです。）の氏名又は名称が明

らかでない寄附金 

（注）１ イに掲げる金額を算出する場合において、寄附者のうちに親族関係を有する者（その寄

附者が役員又は社員である場合及び役員又は社員と親族関係若しくは次に掲げる関係が

ある者であるときは、これらの者と次に掲げる関係がある者を含みます。）があるとき

は、これらの者はその寄附者と同一の者とみなされます。次のロにおいても同じです

（措規２２の１２③） 

(ｲ) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

(ﾛ) 特定の者並びにその特定の者の使用人及び使用人以外の者でその特定の者から受

ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの 

(ﾊ) (ｲ)又は(ﾛ)に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

２ 「一者当たり基準限度超過額」とは、同一の者からの寄附金の額の合計額のうち受け入

れた寄附金の額の総額の１００分の５を超える部分の金額をいいます。 

ロ 受け入れた寄附金の額の総額（以下「受入寄附金総額」といいます。）から次に掲げる

金額を控除した金額（措規２２の１２②） 

① 受け入れた寄附金のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分 

② 同一の者から受け入れた寄附金で事業年度中（事業年度の定めがない場合には、年

間）の合計額が１,０００円に満たないもの 

③ 寄附者の氏名又は名称が明らかでない寄附金 

４.活動の対象に関する要件 

認定の要件としての「活動の対象に関する要件」について教えて下さい。 

認定の要件としての「活動の対象に関する要件」については、直前２事業年度等における

事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合が５０％未満であることが求められています

（措令３９の２３①二）。 

（注） 上記の割合は、そのＮＰＯ法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他

の合理的な指標によりその事業活動のうちにイからニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により

算定した割合をいいます（措規２２の１２④）。 

イ 会員又はこれに類する者（以下「会員等」といいます。）に対する資産の譲渡若しくは

貸付け又は役務の提供（対価を得ないで行われるものその他一定のものを除きます。）、

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動。 
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（注）１ 会員に類する者とは、次に掲げる者をいいます（措規２２の１２⑤）。 

① 継続的に若しくは反復して資産の譲渡若しくは貸付け若しくは役務の提供（以下「資産

の譲渡等」といいます。）を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加す

る者として、ＮＰＯ法人の帳簿書類等に氏名又は名称が記載された者であって、そのＮ

ＰＯ法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若

しくは意見交換に参加する者 

② 役員 

２ その他一定のものとは、次に掲げるものをいいます（措規２２の１２⑥）。 

① そのＮＰＯ法人が行う資産の譲渡等で、その対価として資産の譲渡等に係る通常の対価

の額のおおむね１０％程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他その資

産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額（②において「付随費用の実

費相当額」といいます。）以下のものを会員等から得て行うもの 

② そのＮＰＯ法人が行う役務の提供で、その対価として最低賃金法第５条第１項の規定に

より使用者が労働者に支払わねばならないこととされている賃金の算定の基礎となる同

法第１６条の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定した最低賃金の額を

会員等がそのＮＰＯ法人に支払う役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなし

て、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数又は作業日数に基づいて算出される金

額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価と

して会員等から得て行うもの 

ロ 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し、又は事務

所、事業所その他これらに準ずるものを有する者などその便益の及ぶ者が特定の範囲の

者である活動（会員等に対する資産の譲渡等を除きます。） 

(注) 特定の地域とは、一の市町村（東京都の特別区の存する区域及び政令指定都市に

あっては、区。）の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます（措規２２の１２⑦）。 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の

活動 

ニ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

５.運営組織及び経理に関する要件 

認定の要件としての「運営組織及び経理に関する要件」について教えて下さい。 

認定の要件としての「運営組織及び経理に関する要件」については、その運営組織及び経

理に関して次に掲げる要件を満たしていることが求められています（措令３９の２３①三）。 

イ 役員又は社員の数のうちに次に掲げる者の数の占める割合が、それぞれ３分の１以下で

あること。 

① 親族関係を有する者及び特殊の関係がある者（②において「親族等」といいます。） 

② 特定の法人（その法人との間に特殊の関係のある法人を含みます。）並びにその法人

の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等 

（注）１ ここにいう「特殊の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます（措規２２の１２⑧）。 

ａ 役員又は社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 
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ｂ 役員又は社員の使用人及び使用人以外の者でその役員又は社員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持しているもの 

ｃ ａ及びｂに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

２ 「特殊の関係のある法人」とは、二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式

の総数又は出資金額（以下「発行済株式等」といいます。）の５０％以上の株式の数又は出

資の金額を直接又は間接に保有する関係にあるものをいいます。 

この場合において、上記の関係にあるかどうかの判定は、一方の法人の他方の法人に係る

直接保有の株式等の保有割合と当該一方の間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合に

より行います（措規２２の１２⑨）。 

ａ 直接保有の株式等の保有割合とは、一方の法人の有する他方の法人の株式の数又は出資の

金額が他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいいます。 

ｂ 間接保有の株式等の保有割合とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる割合をいいま

す（措規２２の１２⑩）。 

ⅰ 他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の５０％以上の株式の数又は出資の金額

が一方の法人により所有されている場合その株主等である法人の有する他方の法人の株

式の数又は出資の金額が他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合 

ⅱ 他方の法人の株主等である法人（ⅰに該当する場合の「他方の法人の株主等である法

人」を除きます。）と一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連

鎖関係にある１又は２以上の法人が介在している場合（それらの法人が５０％以上の直

接の出資関係により連鎖している場合に限ります。） 

当該株主等である法人の有する当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合

（当該他方の法人が２以上ある場合には、それぞれ計算した割合の合計割合） 

３ ＮＰＯ法人の責に帰することのできない事由によりこの要件を満たさないこととなった場合

には、その後遅滞なくこの要件を満たしていると認められるときは、この要件を継続して満

たしているものとみなされます（措規２２の１２⑪）。 

ロ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は法人税法

施行規則第５３条から第５９条までの規定（青色申告法人の帳簿書類の保存）に準じて

帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しているこ

と（措規22の１２⑫）。 

ハ 支出した金銭でその費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるもの

その他の不適正な経理が行われていないこと（措規２２の１２⑬）。 

 

６.事業活動に関する要件 

認定の要件としての「事業活動に関する要件」について教えて下さい。 

認定の要件としての「事業活動に関する要件」については、その事業活動に関し、次に掲

げる要件を満たしていることが求められています。（措令３９の２３①四）。 

イ ＮＰＯ法第２条第２項第２号に規定する次に掲げる活動を行っていないこと。 

① 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。 
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② 政治上の主義を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対すること。 

③ 特定の公職（公職選挙法第３条に規定する公職をいいます。以下同じです。）の候補者

（候補者になろうとする者を含みます。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しく

は支持し、又はこれらに反対すること。 

ロ 役員、社員、従業員若しくは寄附者若しくはこれらの者と親族関係を有する者又はこれらの

者と特殊の関係がある者に対し特別の利益を与えないなど特定の者と特別の関係がないこ

と。 

（注）１ ここにいう「特殊の関係のある者」とは、次に掲げる者をいいます（措規２２の１２⑭）。 

ａ 役員、社員、従業員若しくは寄附者又はこれらの者と親族関係を有する者（ｂ及び（注）

２において「役員等」といいます。）と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者 

ｂ 役員等の使用人及び使用人以外の者でその役員等から受ける金銭その他の財産によって生

計を維持しているもの 

ｃ ａ及びｂに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの 

２ 「特定の者と特別の関係がないこと」とは、次に掲げる要件を満たしていることをいいます

（措規２２の１２⑮）。 

ａ 役員等又は(注)１のａからｃに掲げる者に対し、資産の譲渡等、給与の支給、役員の選任

その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと 

ｂ 営利を目的とした事業を行う者、イの①から③に掲げる活動を行う者又はイの③の特定の

公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと 

ハ 事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が８０％以上であ

ること。 

（注） この割合を事業費以外の指標によって算定し、申請書を提出した場合であっても、国税庁長官

はその事業費以外の指標によって算定した割合が合理的であると認めた場合には、事業費によ

り算定した割合に代えて、その事業費以外の指標により算定した割合によりこの要件の判定を

行うことができます（措規２２の１２-28 ）。 

ニ 受入寄附金総額の７０％以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。 

ホ 助成金の支給を行う場合は、事前に、助成対象者の募集及び選定の方法並びに助成内容

を記載した書類を、事後遅滞なく、その助成の実績を記載した書類をそのＮＰＯ法人の主た

る事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出すること。 

ヘ 海外への送金又は金銭の持出し（その金額が２００万円以下のものを除きます。）を行う場合

は、事前に、その金額及び使途並びにその予定日を記載した書類（災害に対する援助など

緊急を要する場合で事前の届出が困難なときは、事後遅滞なく、その金額及び使途並びに

実施日を記載した書類）を、そのＮＰＯ法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税

務署長を経由して国税庁長官に提出すること。 
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V.参考資料-法人税法抜粋 
法 人 税 法        

第１編 総 則 
第１章 通 則 

（定義） 
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1．～12．省略） 
13．収益事業 

販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるも
のをいう。 
 

VI.参考資料-法人税法施行令抜粋 
法人税法施行令 
第１編 総 則 
第１章 通 則 

（収益事業の範囲） 

第５条 法第２条第 13 号（収益事業の意義）に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事
業（その性質上その事業に附随して行なわれる行為を含む。）とする。 

 
1． 物品販売業（動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。）の

うち次に掲げるもの以外のもの 
イ 日本体育・学校健康センター法（昭和 60年法律第 92 号）第 25 条第１

項（学校給食用物資の供給の相手方の制限）の規定による文部科学大
臣の指定を受けた法人が行う同法第 20 条第１項第３号（業務）に規定
する学校給食用物資その他学校給食の用に供する物資で財務省令で定
めるものの販売業 

ロ 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条（公益法人の設立）の規定によ
り設立された法人が行う児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条
（児童福祉施設）に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂
粉乳（関税暫定措置法（昭和 35 年法律第 36 号）第８条の７（軽減税
率の適用手続）の規定の適用を受けたものに限る。）の販売業 

ハ 農畜産業振輿事業団が農畜産業振興事業団法（平成８年法律第 53 号）
第 28 条第１項第１号イ、同項第４号イ並びに同項第５号イ及びロ（指
定食肉等の売渡し）並びに加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭
和 40 年法律第 112 号）第３条第１項第３号及び第５号（指定乳製品等
の売渡し等）に掲げる業務として行う物品販売業 

ニ 野菜供給安定基金が野菜生産出荷安定法（昭和 41 年法律第 103 号）第
15 条第１項第３号（指定野菜の買入れ、保管及び売渡し）に掲げる業
務として行う物品販売業 

ホ 小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和 31 年法律第 115 号）第 14
条（特定の貸与機関）に規定する貸与機関が同法第２条第６項（定
義）に規定する設備貸与事業として行う設備（同法第 12 条第１項（事
業計画）に規定する事業計画に係るものに限る。）の販売業 

ヘ 塩事業法（平成８年法律第 39 号）第 21 条第１項（指定等）に規定す
る塩事業センターが同法第 22 条第１項第１号から第３号まで（業務）
に掲げる業務及び同法附則第 41 条第１項（センターの供給する塩に関
する経過措置）に規定する業務として行う物品販売業 
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ト 新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法（平成 12年
法律第 36 号）第 31 条第１号（機構の特定アルコールの販売の業務）
に掲げる業務及び同法附則第２条（機構の業務）に規定するアルコー
ル（特定アルコールを除く。）の販売を行う業務として行う物品販売業 

 
2． 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの 

イ 民法第 34 条の規定により設立された法人のうち、その出資金額若しく
は拠出された金額の２分の１以上が地方公共団体により出資若しくは
拠出をされている法人又はその出資金額若しくは拠出された金額の全
額が当該法人により出資若しくは拠出をされている法人で、その業務
が当該地方公共団体の管理の下に運営されているもの（以下この項に
おいて「特定法人」という。）の行なう不動産販売業 

ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法（昭和 41 年法律第 133
号）第 23 条第１号及び第２号（住宅の建設及び譲渡等）に掲げる業務
として行なう不動産販売業 

ハ 農業者年金基金が農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成 13年
法律第 39 号。次号ホ及び第５号チにおいて「平成 13 年農業者年金基
金改正法」という。）附則第３条第１項第１号（業務に関する経過措
置）に掲げる業務として行う不動産販売業 

ニ 中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法（平成 11 年法律第 19
号）第 21 条第１項第３号（業務の範囲）に掲げる業務（同項第２号ロ
に掲げるものに限る。）として行う不動産販売業 

ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法（昭和 62 年法律第 62 号）第
３条第１項（民間都市開発推進機構の指定）に規定する民間都市開発
推進機構（次号及び第５号において「民間都市開発推進機構」とい
う。）が同法第４条第１項第１号（機構の業務）及び同法附則第 14 条
第２項第１号（機構の業務の特例）に掲げる業務として行う不動産販
売業 

ヘ 食品流通構造改善促進法（平成３年法律第 59 号）第 11 条第１項（指
定）に規定する食品流通構造改善促進機構（第５号において「食品流
通構造改善促進機構」とう。）が同法第 12 条第２号（業務）に掲げる
業務として行う不動産販売業 

 
3． 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 

イ 北方領土問題対策協会が北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関
する法律（昭和 36 年法律第 162 号）第４条第１号から第４号まで（北
方地域旧漁業権者等への貸付け等）に掲げる業務として行なう金銭貸
付業 

ロ 勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160
号）第 66 条第１項第３号（共済契約者等に対する貸付け）に掲げる業
務として行う金銭貸付業 

ハ 中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法第 21 条第１項第２号イか
らニまでに掲げる事業及び同項第３号に掲げる業務（同項第２号イ、
ハ又はニに掲げるものに限る。）に係る同項第２号イ、ハ又はニの中小
企業構造の高度化に寄与する事業、中小企業構造の高度化を支援する
事業又は中小企業の新事業の開拓を支援する事業に関して行う金銭貸
付業並びに同項第９号及び第 12 号に掲げる業務として行う金銭貸付業 

ニ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 74条第５項（特定退職金
共済団体の承認）に規定する特定退職金共済団体が行う同令第 73 条第
１項第５号ヘ（特定退職金共済団体の要件）に掲げる貸付金に係る金
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銭貸付業 
ホ 農業者年金基金が平成 13 年農業者年金基金改正法附則第３条第１項第

１号に掲げる業務として行う金銭貸付業 
ヘ自動車事故対策センターが自動車事故対策センター法（昭和 48 年法律

第 65 号）第 31 条第１項第３号及び第４号（業務）に掲げる業務とし
て行なう金銭貸付業 

ト 新エネルギー・産業技術総合開発機構が石油代替エネルギーの開発及
び導入の促進に関する法律（昭和 55 年法律第 71号）第 39条第１項第
４号（業務の範囲）に掲げる業務として行う金銭貸付業 

チ 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第４
条第１項第２号（機構の業務）に掲げる業務として行う金銭貸付業 

リ 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法
（平成９年法律第 48 号）第 22 条第１項第２号に掲げる業務として行
う金銭貸付業 

ヌ 小規模企業者等設備導入資金助成法第 14 条に規定する貸与機関が同法
第２条第５項に規定する設備資金貸付事業（同法第 12 条第１項に規定
する事業計画に係るものに限る。）として行う金銭貸付業 

 
4． 物品貸付業（動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。）の

うち次に掲げるもの以外のもの 
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法（昭和 24 年法律第

195 号）第 111 条の９（事業）に掲げる事業として行なう物品貸付業 
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組

合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体（以下
この号及び第 10 号ハにおいて「農業者団体等」という。）に対し農業
者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良
並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう物品貸付業 

ハ 小規模企業者等設備導入資金助成法第 14 条に規定する貸与機関が同法
第２条第６項に規定する設備貸与事業として行う設備（同法第 12 条第
１項に規定する事業計画に係るものに限る。）の貸付業 

 
5． 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 

イ 特定法人が行う不動産貸付業 
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第 23 条第１号及び第２号

に掲げる業務として行う不動産貸付業 
ハ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45号）第 22 条（定義）に規定する社会

福祉法人が同法第２条第３項第８号（定義）に掲げる事業として行う
不動産貸付業 

ニ 宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第４条第２項（宗教法人の定
義）に規定する宗教法人又は民法第 34 条の規定により設立された法人
が行う墳墓地の貸付業 

ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業 
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業（イからハまで及びホに掲

げる不動産貸付業を除く。）で、その貸付けの対価の額が低廉であるこ
とその他の財務省令で定める要件を満たすもの 

ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第４
条第１項第１号に掲げる業務として行う不動産貸付業 

チ 農業者年金基金が平成 13 年農業者年金基金改正法附則第３条第１項第
１号に掲げる業務として行う不動産貸付業 

リ 食品流通構造改善促進機構が食品流通構造改善促進法第 12 条第２号に
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掲げる業務として行う不動産貸付業 
ヌ 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平成

５年法律第 51 号）第３条第１項（基本指針）に規定する商工会等が同
法第５条第１項（基盤施設計画の認定）に規定する基盤施設事業とし
て行う不動産（同項に規定する施設に該当するもののうち小規模事業
者に貸し付けられるものとして財務省令で定めるものに限る。）の貸付
業 

 
6． 製造業（電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含

む。）のうち次に掲げるもの以外のもの 
イ 第１号イに規定する文部科学大臣の指定を受けた法人が行う同号イに

規定する物資の製造業 
ロ 新エネルギー・産業技術総合開発機構がアルコール事業法附則第２条

に規定するアルコールの製造を行う業務として行う製造業 
 

7． 通信業（放送業を含む。） 
 
8． 運送業（運送取扱業を含む。） 
 
9． 倉庫業（寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第 31 号の事業

に該当するものを除く。） 
 
10． 請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）のうち次に掲げるもの以外

のもの 
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人

の行なうその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のた
めに必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなことその
他の財務省令で定める要件を備えるもの 

ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改
良法第 110 条の９に掲げる事業として行なう請負業 

ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の
目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業
のために行なう請負業 

ニ 私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条（定義）に規定する学校
法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究
に係るもの（当該研究に係る実施期間が３月以上のもの並びにその委
託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関す
る事項が定められているものに限る。） 

11． 印刷業 
 
12． 出版業（特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これ

に準ずる出版物を主として会員に配布するために行なうもの及び学術、
慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもっ
ばらその会員に配布するために行なうものを除く。） 

 
13． 写真業 
 
14． 席貸業のうち次に掲げるもの 

イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊輿又は慰安の用に供するための席貸業 
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業（次に掲げるものを除く。） 
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(1)  国又は地方公共団体の用に供するための席貸業 

(2)  社会福祉法第２条第１項（定義）に規定する社会福祉事業として行わ

れる席貸業 

(3)  私立学校法第３条に規定する学校法人若しくは同法第 64 条第４項

（専修学校及び各種学校）の規定により設立された法人又は職業能力

開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 31 条（職業訓練法人）に規

定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸

業 

(4)  法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人

の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用

の対価の額が実費の範囲を超えないもの 

 
15． 旅館業 
16． 料理店業その他の飲食店業 
17． 周旋業 
18． 代理業 
19． 仲立業 
20． 問屋業 
21． 鉱業 
22． 土石採取業 
23． 浴場業 
24． 理容業 
25． 美容業 
26． 興行業 
27． 遊技所業 
28． 遊覧所業 
 
29． 医療保健業（財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同

じ。）のうち次に掲げるもの以外のもの 
イ 日本赤十字社が行う医療保健業 
ロ 社会福祉法第 22条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業 
ハ 私立学校法第３条に規定する学校法人が行う医療保健業 
ニ 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若し

くは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業 
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業 
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保

健業 
ト 日本私立学校振輿・共済事業団が行う医療保健業 
チ 民法第 34 条の規定により設立された法人で、健康保険法（大正 11 年

法律第 70号）第 23 条（保健事業等）（同法第 69条の 11 において準用
する場合を含む。）、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 79
条（福祉施設）又は船員保険法（昭和 14年法律第 73 号）第 57 条ノ２
（福祉事業）の規定による事業又は施設の経営につき政府の委託を受
けたものが行う医療保健業 

リ 民法第 34 条の規定により設立された法人で、結核予防法（昭和 26 年
法律第 96 号）の規定に基づく健康診断、予防接種及び医療を行い、か
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つ、これらの医学的研究（その研究につき国の補助があるものに限
る。）を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有
するもの及びその支部であるものが行う医療保健業 

ヌ 民法第 34 条の規定により設立された法人で、ハンセン病患者の医療
（その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。）をするもの
が行う医療保健業 

ル 民法第 34 条の規定により設立された法人で専ら学術の研究を行うもの
がその学術の研究に付随して行う医療保健業 

ヲ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員として民法第 34 条の規定によ
り設立された法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属する
こと、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医
師又は歯科医師の利用に供されることとなっており、かつ、その診療
報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を備えるも
のが行う医療保健業 

ワ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることそ
の他の財務省令で定める要件を備える法別表第２第１号の表に掲げる
農業協同組合連合会が行う医療保健業 

カ 民法第 34 条の規定により設立された法人で看護師等の人材確保の促進
に関する法律（平成４年法律第 86 号）第 14 条第１項（指定等）の規
定による指定を受けたものが、介護保険法（平成９年法律第 123 号）
第７条第８項（定義）に規定する訪問看護、老人保健法（昭和 57 年法
律第 80 号）第 46 条の５の２第１項（老人訪問看護療養費の支給）に
規定する指定老人訪問看護又は健康保険法第 44条ノ４第１項（訪問看
護療養費）に規定する訪問看護の研修に１付随して行う医療保健業 

ヨ イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に
帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低
廉であることその他の財務省令で定める要件を備える公益法人等が行
う医療保健業 

 
30．洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、

演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン
（レタリングを含む。）、自動車操縦若しくは小型船舶（総トン数５トン
未満の沿岸小型船に限る。）の操縦（以下この号において「技芸」とい
う。）の教授（通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与そ
の他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。）のうちイ及び
ハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するため
の学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授
（通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。）の
うちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験（学校
の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募
集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。）を
行う事業 
イ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条（学校の範囲）に規定す

る学校、同法第 82条の２（専修学校）に規定する専修学校又は同法第
83 条第１項（各種学校）に規定する各種学校において行われる技芸の
教授で財務省令で定めるもの 

ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教
授で財務省令で定めるもの 

ハ 社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）第 51 条（通信教育の認定）の
規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教



-47- 

授又は学力の教授 
ニ 理容師法（昭和 22 年法律第 234 号）第３条第３項（理容師試験の受験

資格）又は美容師法（昭和 32 年法律第 163 号）第４条第３項（美容師
試験の受験資格）の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設にお
いて養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施
設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法
人の当該指導として行う技芸の教授 

ホ 船舶職員法（昭和 26 年法律第 149 号）第 13 条の２第１項（試験の免
除）の規定による船舶職員養成施設として国土交通大臣の指定を受け
た４級小型船舶操縦士第２種養成施設において養成として行う技芸の
教授 

 
31． 駐車場業 
 
32． 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの 

イ 信用保証協会法（昭和 28 年法律第 196 号）その他財務省令で定める法
令の規定に基づき行われる信用保証業 

ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額である
ことその他の財務省令で定める要件を満たすもの 

 
33． その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権（出版権及び

著作隣接権その他これに準ずるものを含む。）の譲渡又は提供（以下この
号において「無体財産権の提供等」という。）のうち次に掲げるもの以外
のものを行う事業 
イ 国又は地方公共団体（港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）の規定による

港務局を含む。）に対して行われる無体財産権の提供等 
ロ 宇宙開発事業団、海洋科学技術センターその他特別の法令により設立

された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権
の提供等 

ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提
供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるも
のが行う無体財産権の提供等 

【則】第４条・第４条の２・第４条の３・第４条の４・第４条の５・第
５条・第５条の２・第６条・第７条・第７条の２・第８条・第８
条の２・第８条の３ 

《改正》平 11政 204 
《改正》平 11政 262 
《改正》平 12政 145 
《改正》平 12政 334 
《改正》平 12政 420 
《改正》平 12政 307 
《改正》平 12政 416 
《改正》平 12政 550 
《改正》平 13政 339 
《改正》平 14政 004 
《改正》平 14政 104 
《改正》平 14政 201 

 
 

２ 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。 
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1． 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次

に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、そ
の事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの 
イ 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第４条（身体障害者の意

義）に規定する身体障害者 
ロ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定により生活扶助を受ける

者 
ハ 児童相談所、知的障害者福祉法（昭和 35年法律第 37 号）第 12 条第１

項（知的障害者更生相談所）に規定する知的障害者更生相談所、精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123 号）第６
条第１項（精神保健福祉センター）に規定する精神保健福祉センター
又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者 

ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45条第２項（精神障害者
保健福祉手帳の交付）の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けている者 

ホ 年齢 65 歳以上の者へ母子及び寡婦福祉法（昭和 39 年法律第 129 号）
第５条第１項（定義）に規定する配偶者のない女子であつて民法第
877 条（扶養義務者とその範囲）の規定により現に母子及び寡婦福祉
法第５条第２項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第３項に
規定する寡婦 

 
2． 母子及び寡婦福祉法第５条第４項に規定する母子福祉団体が行う前項各

号に掲げる事業のうち母子及び寡婦福祉法施行令（昭和 39 年政令第 224
号）第５条各号（貸付けの対象となる母子福祉団体の事業）に掲げる事
業で、次に掲げるもの 
イ 母子及び寡婦福祉法第 11 条（母子福祉団体に対する貸付け）（同法第

19 条の２第３項（母子福祉団体で寡婦を使用するものに対する準用）
において準用する場合を含む。）の規定による貸付金の貸付けに係る事
業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間
内の日の属する各事業年度において行われるもの 

ロ 母子及び寡婦福祉法第 16 条第１項（売店等の設置の許可）に規定する
公共的施設内において行われている事業 

 
3． 保険業法（平成７年法律第 105 号）第 259 条（目的）の保険契約者保護

機構が同法第 265 条の 28 第１項第５号（業務）に掲げる業務として行う
事業 
《改正》平 12政 145 
《改正》平 12政 354 
《改正》平 13政 274 
《改正》平 13政 333 
 

（収益事業を営む法人の経理区分） 
第６条 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経

理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行なわ
なければならない。 
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VII.参考資料-法人税基本通達抜粋 
法人税基本通達           

 
第 15 章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税 

 
第１節 収益事業の範囲 

 
第１款 共通事項 

 

(公益法人等の本来の事業が収益事業に該当する場合)  

15-1-1  公益法人等(人格のない社団等を含む。以下 15-１-８を除き、この節にお
いて同じ。)が令第５条第１項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のいず
れかに該当する事業を営む場合には、たとえその営む事業が当該公益法人等
の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得につ
いては法人税が課されることに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により
追加、平５年課法２-１「十一」により改正)  

 
(委託契約等による事業) 

15-1-2  公益法人等の行う事業につき次に掲げるような事情がある場合には、その
公益法人等が自ら収益事業を営んでいるものとして取り扱うことになるので
あるから留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により追加) 
(1) 公益法人等が収益事業に該当する事業に係る業務の全部又は一部を委

託契約に基づいて他の者に行わせている場合  
(2) 公益法人等が、収益事業に該当する事業を行うことを目的とする組合

契約(匿名組合契約を含む。)その他これに類する契約に基づいて当該
事業に関する費用及び損失を負担し、又はその収益の分配を受けるこ
ととしているため、実質的に自ら当該事業を営んでいると認められる
場合  

(3) 公益法人等がその財産の信託(合同運用信託、証券投資信託及び法第 84
条第１項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する適格退職年金契
約等に係る信託を除く。)をしている場合において、当該信託に係る受
託者における当該財産の運用に係る行為が令第５条第１項各号《収益
事業の範囲》に掲げる事業のいずれかに該当するとき  

 
(共済事業) 

15-1-3  公益法人等がいわゆる共済事業として行う事業についても、当該事業の内
容に応じてその全部又は一部が収益事業に該当するかどうかの判定を行うこ
とに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により追加)  

 
(事業場を設けて営まれるもの) 

15-1-4  法第２条第 13 号《収益事業の意義》の「事業場を設けて営まれるもの」に
は、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を
営むもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既
存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販
売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するもので
あっても、「事業場を設けて営まれるもの」に該当する。(昭 56 年直法２-16
「七」により改正)  
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(継続して営まれるもの) 

15-1-5   法第２条第 13 号《収益事業の意義》の「継続して……営まれるもの」には、
各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のような
ものが含まれることに留意する。(昭 56年直法２-16「七」により改正) 
(1)  例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一

の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの  
(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、

通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しく
は不定期に反復して行われるもの  

  
(注) 公益法人等が令第５条第１項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業の

いずれかに該当する事業(以下 15-１-５において「特掲事業」とい
う。)とこれに類似する事業で特掲事業に該当しないものとを営んでい
る場合には、その営む特掲事業が継続して営まれているかどうかは、
これらの事業が全体として継続して営まれているかどうかを勘案して
判定する。  

 
(付随行為) 

15-1-6   令第５条第１項《収益事業の範囲》に規定する「その性質上その事業に附
随して行われる行為」とは、例えば次に掲げる行為のように、通常その収益
事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる行為をいう。
(昭 56年直法２-16「七」により改正) 
(1) 出版業を営む公益法人等が行うその出版に係る業務に関係する講演会

の開催又は当該業務に係る出版物に掲載する広告の引受け  
(2) 技芸教授業を営む公益法人等が行うその技芸の教授に係る教科書その

他これに類する教材の販売及びバザ-の開催   
(注)教科書その他これに類する教材以外の出版物その他の物品の販売

に係る収益事業の判定については、15-１-10 に定めるところによ
る。  

(3) 旅館業又は料理店業を営む公益法人等がその旅館等において行う会議
等のための席貸し  

(4) 興行業を営む公益法人等が放送会社に対しその興行に係る催し物の放
送をすることを許諾する行為  

(5)公益法人等が収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する行
為  

(6)公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分する行為  
 
(収益事業の所得の運用) 

15-1-7   公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場
合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通
常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業
に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用
する行為は、15-１-６にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含
めないことができる。(昭 56 年直法２-16「七」、平 11 年課法２-９「二十
一」 により改正) 
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等及び規則第 22 条の２各号に

掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第 37
条第４項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がある。  

 
(身体障害者等従事割合の判定) 

15-1-8   公益法人等の営む事業につき令第５条第２項第１号《身体障害者等を雇用
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する場合の非課税》の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、
当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以
下 15-１-８において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上
を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員
により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者
等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、
当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定
を行うことができる。(昭 56 年直法２-16「七」により追加、平６年課法２-
１「九」により改正)  

 

第２款  物品販売業 
 
(物品販売業の範囲) 

15-1-9   令第５条第１項第１号《物品販売業》の物品販売業には、公益法人等が自
己の栽培、採取、捕獲、飼育、繁殖、養殖その他これらに類する行為(以下
15-１-22 において「栽培等」という。)により取得した農産物等(農産物、畜
産物、林産物又は水産物をいう。以下 15-１-27 までにおいて同じ。)をその
まま又は加工を加えた上で直接不特定又は多数の者に販売する行為が含まれ
るが、当該農産物等(出荷のために最小限必要とされる簡易な加工を加えた
ものを含む。)を特定の集荷業者等に売り渡すだけの行為は、これに該当し
ない。(昭 56 年直法２-16「七」により改正)  
(注)  
１ 同号かっこ書の「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、 郵

便切手、収入印紙、物品引換券等が含まれるが、有価証券及び手形は
これに含まれない。  

２ 公益法人等が一定の時期又は一定の条件の下に販売する目的で特定の
物品を取得し、これを保有するいわゆる備蓄事業等に係る業務は、物
品販売業に含まれる。  

３ 公益法人等がその会員等に対して有償で物品の頒布を行っている場合
であっても、当該物品の頒布が当該物品の用途、頒布価額等からみて
専ら会員等からその事業規模等に応じて会費を徴収する手段として行
われているものであると認められるときは、当該物品の頒布は、物品
販売業に該当しない。  

 
(宗教法人、学校法人等の物品販売) 

15-1-10  宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号《物品販
売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、
それぞれ次による。(昭 56 年直法２-16「七」により改正) 
(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売

価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における
売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品
販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が一般の
物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真
帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とお
おむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品
販売業に該当する。  

(2) 学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売
は、物品販売業に該当する。  
(注) ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参

考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教
材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売
されるものをいう。  
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(3) 学校法人等が行うノ-ト、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品
等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、た
とえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるも
のである場合であっても、物品販売業に該当する。  

(4) 学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。  
(5) 学校法人等が行うバザ-で年１、２回開催される程度のもの(15-１-６

の(２)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとす
る。  

 
(文部科学大臣が指定した学校給食会) 

15-1-11  令第５条第１項第１号イ《非課税とされる学校給食用物資の販売業》に規
定する「日本体育・学校健康センタ-法第 25 条第１項の規定による文部科学
大臣の指定を受けた法人」は、現在のところ都道府県ごとに設立された都道
府県学校給食会だけであるから、市町村を単位とする学校給食会はこれに該
当しないことに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」、昭 57 年直法２-11「十
四」、昭 63年直法２-１「三」、平 12年課法１-49 により改正)  

 

第３款  不動産販売業 
 
(不動産販売業の範囲) 

15-1-12  公益法人等が土地(借地権を含む。以下 15-１-12 において同じ。)を譲渡
するに当たって当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地につき区画形
質の変更を行った上でこれを分譲する行為は、原則として令第５条第１項第
２号《不動産販売業》の不動産販売業に該当するのであるが、当該土地が相
当期間にわたり固定資産として保有されていたものであり、かつ、その建築
又は変更から分譲に至る一連の行為が専ら当該土地の譲渡を容易にするため
に行われたものであると認められる場合には、当該土地の譲渡は、不動産販
売業に該当しないものとする。ただし、その区画形質の変更により付加され
た価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない。(昭 56 年直法
２-16「七」により改正) 
(注) 土地の分譲に代えて当該土地に借地権を設定した場合におけるその借

地権の設定で令第 138 条第 1 項《借地権の設定等により地価が著しく
低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用が
あるものについても、本文の取扱いによる。  

 
(特定法人の範囲) 

15-1-13  令第５条第１項第２号イ《非課税とされる特定法人の行う不動産販売業》
の「その業務が当該地方公共団体の管理の下に運営されている」とは、その
法人の事業計画及び資金計画の策定並びにその実施が当該法人の出資者たる
地方公共団体の監督の下に行われ、かつ、予算及び決算について当該地方公
共団体の承認を必要とするなど当該法人の業務運営が当該地方公共団体によ
って実質的に管理されていることをいう。(昭 51 年直法２-39「11」により
追加、昭 56 年直法２-16「七」、平２年直法２-１「十一」により改正) 
(注) 当該地方公共団体が当該法人の業務運営を管理していることについて

は、当該地方公共団体に確認を求めるものとする。   
 
 

第４款  金銭貸付業 
 
(金銭貸付業の範囲) 

15-1-14  令第５条第１項第３号《金銭貸付業》の金銭貸付業は、その貸付先が不特
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定又は多数の者である金銭の貸付けに限られないことに留意する。(昭 56 年
直法２-16「七」により追加) 
(注) ここでいう「金銭の貸付け」には、手形の割引が含まれるが、公益法

人等が余裕資金の運用等として行ういわゆる有価証券の現先取引に係
る行為はこれに含まれないものとする。  

 
(金銭貸付業に該当しない共済貸付け) 

15-1-15  公益法人等が、その組合員、会員等の拠出に係る資金を主たる原資とし、
当該組合員、会員等を対象として金銭の貸付けを行っている場合において、
その貸付けに係る貸付金の利率がすべて年 7.3％以下であるときは、当該組
合員、会員等に対する金銭の貸付けは、15-１-14 にかかわらず、令第５条第
１項第３号《金銭貸付業》の金銭貸付業に該当しないものとして取り扱う。
(昭 45年直審(法)58「７」、昭 56 年直法２-16「七」により改正)   

 

第５款  物品貸付業 
 
(物品貸付業の範囲) 

15-1-16  例えば旅館における遊技用具の貸付け、ゴルフ練習場、スケ-ト場等にお
ける用具の貸付け、遊園地における貸ボ-ト等のように、旅館業、遊技所業
等に係る施設内において使用される物品の貸付けは、それぞれの旅館業、遊
技所業等の範囲に含まれ、令第５条第１項第４号《物品貸付業》の物品貸付
業には含まれないことに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により追加) 
(注) 著作権、工業所有権、ノ-ハウ等は、同号かっこ書の「通常物品といわ

ないもの」に含まれない。   
 
 

第６款  不動産貸付業 
 
(不動産貸付業の範囲) 

15-1-17  令第５条第１項第５号《不動産貸付業》の不動産貸付業には、店舗の一画
を他の者に継続的に使用させるいわゆるケ-ス貸し及び広告等のために建物
その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれる。(昭
56 年直法２-16「七」により追加)  
(注) 他の者に不動産を使用させる行為であっても、同項第９号《倉庫業》、

第 14 号《席貸業》、第 27 号《遊技所業》又は第 31 号《駐車場業》に
掲げる事業のいずれかに該当するものは、不動産貸付業に含まれない
ことに留意する。  

 
(非課税とされる墳墓地の貸付け) 

15-1-18  令第５条第１項第５号ニ《非課税とされる墳墓地の貸付業》の規定により
収益事業とされない墳墓地の貸付業には、同号ニに規定する法人がいわゆる
永代使用料を徴して行う墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。(昭 56
年直法２-16「七」により追加)  

 
(非課税とされる国等に対する不動産の貸付け) 

15-1-19  令第５条第１項第５号ホ《非課税とされる国等に対する不動産の貸付業》
の規定により収益事業とされない国又は地方公共団体(以下この節において
「国等」という。)に対する不動産の貸付けは、国等によって直接使用され
ることを目的として当該国等に対して直接貸付けられるものに限られるので
あるから、公益法人等が国等に対して不動産の貸付けを行った場合において
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も、当該不動産が国等以外の者に転貸されているときは、当該不動産の貸付
けはこれに該当しない。(昭 46 年直審(法)21「８」、昭 56 年直法２-16
「七」により改正)  

 
(非課税とされる住宅用地の貸付け) 

15-1-20  令第５条第１項第５号ヘ《非課税とされる住宅用地の貸付業》に規定する
「主として住宅の用に供される土地」とは、その床面積の２分の１以上が居
住の用(貸家住宅の用を含み、別荘の用を除く。)に供される家屋の敷地とし
て使用されている土地のうちその面積が当該家屋の床面積の 10 倍に相当す
る面積以下であるものをいう。(昭 49 年直法２-71「28」により追加、昭 56
年直法２-16「七」により改正)  

 
(低廉貸付けの判定) 

15-1-21  公益法人等が行う土地の貸付けが規則第４条の２《非課税とされる住宅用
地の貸付けの要件》の要件に該当するかどうかについては、次のことは次に
よる。(昭 49 年直法２-71「28」により追加、昭 56 年直法２-16「七」によ
り改正) 
(1)  土地の貸付けが同条の要件に該当するかどうかは、それぞれの貸付け

ごとに判定する。  
(2)  同条に規定する貸付期間に係る収入金額は、当該期間につき経常的に

収受する地代の額によるものとし、契約の締結、更新又は更改に伴っ
て収受する権利金その他の一時金の額はこれに含めないものとする。  

(3)  同条に規定する固定資産税及び都市計画税の額は、当該土地に係る固
定資産税又は都市計画税が特別に減免されている場合であっても、そ
の減免がされなかったとした場合におけるこれらの税額による。  

 
 

第７款  製造業 
 
(製造業の範囲) 

15-1-22  公益法人等が、製造場、作業場等の施設を設け、自己の栽培等により取得
した農産物等につき出荷のために最小限必要とされる簡易な加工の程度を超
える加工を加え、又はこれを原材料として物品を製造して卸売する行為は、
令第５条第１項第６号《製造業》の製造業に該当する。(昭 56 年直法２-16
「七」により追加)  

 
 
(研究試作品等の販売) 

15-1-23  公益法人等がその研究の成果に基づいて製作した試作品等を他に譲渡する
場合において、その譲渡が反復又は継続して行われるなど事業と認められる
程度のものであるときは、その製作及び譲渡は、令第５条第１項第６号《製
造業》の製造業に該当する。(昭 56年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第８款  通信業 
 
(通信業の範囲) 

15-1-24  令第５条第１項第７号《通信業》の通信業(放送業を含む。)とは、他人の
通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業及
び多数の者によって直接受信される通信の送信を行う事業をいうのであるか
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ら、無線呼出業務、電報又は郵便物の集配業務、公衆電話サ-ビス業務(いわ
ゆる赤電話等)及び共同聴取聴視業務(いわゆる共同アンテナ)に係る事業も
これに含まれることに留意する。(昭 56年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第９款  運送業 
 
(運送業の範囲) 

15-1-25  令第５条第１項第８号《運送業》の運送業には、リフト、ロ-プウェイ等
の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれ
ない。(昭 56 年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第 10 款  倉庫業 
 
(倉庫業の範囲) 

15-1-26  令第５条第１項第９号《倉庫業》の倉庫業には、寄託を受けた物品を保管
する業が含まれるから、手荷物、自転車等の預り業及び保護預り施設による
物品等の預り業(貸金庫又は貸ロッカ-を除く。)もこれに該当する。(昭 56
年直法２-16「七」により改正) 
(注) 貸金庫又は貸ロッカ-は、同項第４号《物品貸付業》の物品貸付業に該

当する。  
 
 

第 11 款  請負業 
 
(請負業の範囲) 

15-1-27  令第５条第１項第 10 号《請負業》の請負業には、事務処理の委託を受け
る業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集
及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基
づいて行うこれらの事業を含み、同号イからハまでに掲げるものを除く。)
は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事
実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭 56 年直法２-16「七」 に
より追加)  

 
(実費弁償による事務処理の受託等) 

15-1-28  公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、
当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若
しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該
業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるもの
であり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね５年以内の
期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、
所轄国税局長。以下 15-１-53 において同じ。)の確認を受けたときは、その
確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものと
して当該公益法人等の収益事業としないものとする。(昭 56 年直法２-16
「七」により改正)  

 
(請負業と他の特掲事業との関係)  

15-1-29  公益法人等の行う事業が請負又は事務処理の受託としての性質を有するも
のである場合においても、その事業がその性格からみて令第５条第１項各号
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《収益事業の範囲》に掲げる事業のうち同項第 10 号以外の号に掲げるもの
(以下 15-１-29 において「他の特掲事業」という。)に該当するかどうかに
より収益事業の判定をなすべきものであるとき又は他の特掲事業と一体不可
分のものとして課税すべきものであると認められるときは、その事業は、同
項第 10 号《請負業》の請負業には該当しないものとする。(昭 56 年直法２-
16「七」により追加)  

 
 
 

第 12 款  印刷業 
 
(印刷業の範囲)  

15-1-30  令第５条第１項第 11 号《印刷業》の印刷業には、謄写印刷業、タイプ孔
版印刷業及び複写業のほか、製版業、植字業、鉛版等製造業、銅版又は木版
彫刻業、製本業、印刷物加工業等が含まれる。(昭 56 年直法２-16「七」に
より追加)  

 
 
 

第 13 款  出版業 
 
(出版業の範囲) 

15-1-31  令第５条第１項第 12 号《出版業》の出版業には、各種の名簿、統計数値、
企業財務に関する情報等を印刷物等として刷成し、これを販売する事業が含
まれる。(昭 56年直法２-16「七」により追加) 

(注)１ 他の者が出版する出版物の編集、監修等を引き受ける事業は、同項
第 10号《請負業》の請負業に該当する。  

２ 出版物の取次を行う事業は、同項第１号《物品販売業》の物品販売
業又は同項第 20 号《問屋業》の問屋業に該当する。  

 
(特定の資格) 

15-1-32  令第５条第１項第 12 号《出版業》に規定する「特定の資格」とは、特別
に定められた法律上の資格、特定の過去の経歴からする資格その他これらに
準ずる資格をいうのであるから、単に次に掲げることに該当することをもっ
てその会員の資格とするような法人は、特定の資格を有する者を会員とする
法人とはならないことに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により改正) 
(1) 年齢、性別又は姓名が同じであること。  
(2) 趣味又はし好が同じであること。  
(3) その他(１)又は(２)に準ずるものであること。  

 
(会報に準ずる出版物) 

15-1-33  令第５条第１項第 12 号《出版業》に規定する「これに準ずる出版物」と
は、会報に代え、又は会報に準じて出版される出版物で主として会員だけに
必要とされる特殊な記事を内容とする出版物をいう。したがって、会員名簿
又は会員の消息その他これに準ずるものを記事の内容とするものは会報に準
ずるものに該当するが、いわゆる単行本、月刊誌のような書店等において通
常商品として販売されるものと同様な内容のものは、これに該当しないこと
に留意する。(昭 56年直法２-16「七」により改正)  

 
(出版物を主として会員に配布すること) 
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15-1-34  令第５条第１項第 12 号《出版業》に規定する「主として会員に配布す
る」こととは、会報その他これに準ずる出版物を会員に配布することを目的
として刷成し、その部数の大部分(８割程度)を会員に配布していることをい
う。この場合において、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対
して対価を受けないで配布した部数は、会員に配布したものとして取り扱う。
(昭 56年直法２-16「七」により改正)  

 
(会報を専らその会員に配布すること) 

15-1-35  令第５条第１項第 12 号《出版業》に規定する「会報をもっぱらその会員
に配布する」こととは、会報を会員だけに配布することをいう。この場合に
おいて、会員でない者でその会に特別の関係を有する者に対して対価を受け
ないで配布しているものは会員に配布したものとして取り扱う。(昭 56 年直
法２-16「七」により改正)  

 
(代価に代えて会費を徴収して行う出版物の発行) 

15-1-36 公益法人等の行う出版物の配布が令第５条第１項第 12 号《出版業》の出版
業に該当する場合において、当該出版物の対価が会費等の名目で徴収されて
いると認められるときは、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭 56 年直法
２-16「七」により改正) 
(1) 会員から出版物の代価を徴収しないで別に会費を徴収している場合に

は、その会費のうち当該出版物の代価相当額を出版業に係る収益とす
る。  

(2) 会員以外の者に配布した出版物について代価を徴収しないで会費等の
名目で金銭を収受している場合には、その収受した金額を出版業に係
る収益とする。  

 
 

第 14 款  写真業 
 
(写真業の範囲) 

15-1-37  令第５条第１項第 13 号《写真業》の写真業には、他の者の撮影した写真
フィルムの現像、焼付け等(その取次ぎを含む。)を行う事業が含まれる。
(昭 56年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第 15 款  席貸業 
 
(席貸業の範囲) 

15-1-38  令第５条第１項第 14 号イ《席貸業》に規定する「不特定又は多数の者の
娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」には、興行(15-１-53 によ
り興行業に該当しないものとされるものを含む。)を目的として集会場、野
球場、テニスコ-ト、体育館等を利用する者に対してその貸付けを行う事業
(不動産貸付業に該当するものを除く。)が含まれることに留意する。(昭 56
年直法２-16「七」により追加、昭 59 年直法２-３「九」により改正)  
(注) 展覧会等のための席貸しは、同号イの娯楽、遊興又は慰安の用に供す

るための席貸しに該当する。  
 
(会員に準ずる者) 

15-1-38 の 2  令第５条第１項第 14 号ロ(４)《非課税とされる会員等を対象とする席貸
業》に規定する「会員その他これに準ずる者」には、公益法人等の正会員の
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ほか、準会員、賛助会員等として当該公益法人等の業務運営に参画し、その
業務運営のための費用の一部を負担している者、当該公益法人等が複数の団
体を構成員とする組織である場合のその間接の構成員等が含まれるものとす
る。(昭 59年直法２-３「九」により追加)  

 
(利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの) 

15-1-38 の 3  公益法人等の行う席貸業が令第５条第１項第 14 号ロ(４)に規定する「そ
の利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」に該当するかどうかは、既
往の実績等に照らし、当該事業年度における会員その他これに準ずる者に対
する席貸しに係る収益の額と費用の額とがおおむね均衡すると認められるよ
うな利用料金が設定されているかどうかにより判定する。(昭 59 年直法２-
３「九」により追加)  

 
 

第 16 款  旅館業 
 
(旅館業の範囲) 

15-1-39  令第５条第１項第 15 号《旅館業》の旅館業には、下宿営業のほか、旅館
業法による旅館業の許可を受けないで宿泊させ、宿泊料(その実質が宿泊料
であると認められるものを含む。以下 15-１-42 までにおいて同じ。)を受け
る事業が含まれる。したがって、例えば宗教法人が宿泊施設を有し、信者又
は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-１-42 に該当するも
のを除き、旅館業に該当する。(昭 56 年直法 2-16「七」により改正)  

 
(公益法人等の経営に係る学生寮) 

15-1-40  学生又は生徒の就学を援助することを目的とする公益法人等の経営する学
生寮(地方税法施行令第 51 条の８各号《固定資産税が非課税とされる寄宿
舎》に掲げる要件のすべてに該当するものに限る。)は、令第５条第１項第
15 号((旅館業))の旅館業に該当しないものとする。(昭 46 年直審(法)21
「９」、昭 56 年直法２-16「七」により改正)  

 
(学校法人等の経営する寄宿舎) 

15-1-41  学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の
経営は、令第５条第１項第 15 号《旅館業》の旅館業に該当しないものとす
る。ただし、令第５条第１項第 30 号《技芸教授業》の技芸教授業を営む公
益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については、この限
りでない。(昭 56 年直法２-16「七」により改正)  

 
(低廉な宿泊施設) 

15-1-42  公益法人等が専ら会員の研修その他その主たる目的とする事業(収益事業
に該当する事業を除く。以下 15-１-42 において同じ。)を遂行するために必
要な施設として設置した宿泊施設で、次の要件のすべてを満たすものの経営
は、15-１-41 のただし書に該当するものを除き、令第５条第１項第 15 号
《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。(昭 56 年直法２-16「七」に
より追加) 
(1) その宿泊施設の利用が専ら当該公益法人等の主たる目的とする事業の遂

行に関連してなされるものであること。  
(2) その宿泊施設が多人数で共用する構造及び設備を主とするものであるこ

と。  
(3) 利用者から受ける宿泊料の額がすべての利用者につき１泊 1,000 円(食
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事を提供するものについては、２食付きで 1,500 円)以下であること。  
 
 

第 17 款 飲 食 店 業 
 
(飲食店業の範囲) 

15-1-43  令第５条第１項第 16 号《飲食店業》の料理店業その他の飲食店業には、
他の者からの仕出しを受けて飲食物を提供するものが含まれることに留意す
る。(昭 56年直法２-16「七」により追加) 
(注) 学校法人がその設置する小学校、中学校、盲学校等において学校給食

法等の規定に基づいて行う学校給食の事業は、料理店業その他の飲食
店業に該当しない。  

 
 

第 18 款 周 旋 業 
 
(周旋業の範囲) 

15-1-44  令第５条第１項第 17 号《周旋業》の周旋業とは、他の者のために商行為
以外の行為の媒介、代理、取次ぎ等を行う事業をいい、例えば不動産仲介業、
債権取立業、職業紹介所、結婚相談所等に係る事業がこれに該当する。(昭
56 年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第 19 款 代 理 業 
 
(代理業の範囲) 

15-1-45  令第５条第１項第 18 号《代理業》の代理業とは、他の者のために商行為
の代理を行う事業をいい、例えば保険代理店、旅行代理店等に係る事業がこ
れに該当する。(昭 56 年直法２-16「七」により追加)  

 
 

第 20 款 仲 立 業 
 
(仲立業の範囲) 

15-1-46  令第５条第１項第 19 号《仲立業》の仲立業とは、他の者のために商行為
の媒介を行う事業をいい、例えば商品売買、用船契約又は金融(手形割引を
含む。)等の仲介又はあっせんを行う事業がこれに該当する。(昭 56 年直法
２-16「七」により追加)  

 
 

第 21 款 問 屋 業 
 
(問屋業の範囲) 

15-1-47  令第５条第１項第 20 号《問屋業》の問屋業とは、自己の名をもって他の
者のために売買その他の行為を行う事業(いわゆる取次業)をいい、例えば商
品取引員、出版取次業(物品販売業に該当するものを除く。)、広告代理店業
に係る事業がこれに該当する。(昭 56 年直法２-16「七」により追加)  

 



-60- 

 

第 22 款 鉱業及び土石採取業 
 
(鉱業及び土石採取業の範囲) 

15-1-48  令第５条第１項第 21 号《鉱業》の鉱業には、請負契約により探鉱、坑道
掘削、鉱石の搬出等の作業を行う事業のほか、自らは鉱業権者又は租鉱権者
としての登録は受けていないが、鉱業権者又は租鉱権者である者との契約に
基づいて鉱業経営に関する費用及び損失を負担し、採掘された鉱物(当該鉱
物に係る収益を含む。)の配分を受けることとしているため、実質的に鉱業
を営んでいると認められる場合におけるその事業が含まれる。 
 同項第 22 号《土石採取業》の土石採取業についても、同様とする。(昭 56 年直
法２-16「七」により追加)  

 
 

第 23 款 浴 場 業 
 
(浴場業の範囲) 

15-1-49  令第５条第１項第 23 号《浴場業》の浴場業には、いわゆるサウナ風呂、
砂湯等の特殊浴場業が含まれる。(昭 56 年直法２-16「七」により追加、昭
63 年直法２-１「三」により改正)  

 
 

第 24 款 理 容 業 
 
(理容業の範囲) 

15-1-50  理容学校を経営する公益法人等が理容所を設けて不特定又は多数の者に対
して理容サ-ビスの提供を行っている場合には、たとえその理容サ-ビスの提
供が教育実習の一環として行われるものであり、かつ、その理容学校におけ
る技芸の教授が令第５条第１項第 30 号ニ《非課税とされる理容又は美容の
教授》の規定により収益事業に該当しないものとされるときであっても、当
該理容サ-ビスの提供は、同項第 24 号《理容業》の理容業に該当する。(昭
56 年直法２-16「七」により追加、昭 63 年直法２-14「七」により改正)  

 
 

第 25 款 美 容 業 
 
(美容業の範囲) 

15-1-51  令第５条第１項第 25 号《美容業》の美容業には、マッサ-ジ、パック、美
容体操等の方法により全身美容のサ-ビスを提供する事業のほか、犬、猫等
の愛玩動物のシャンプ-、トリミング等を行う事業が含まれる。(昭 56 年直
法２-16「七」により追加)  
(注) 15-１-50 は、美容学校を経営する公益法人等が美容所を設けて不特定

又は多数の者に対して美容サ-ビスの提供を行っている場合について準
用する。   

 
 

第 26 款 興 行 業 
 
(興行業の範囲) 

15-1-52  令第５条第１項第 26 号《興行業》の興行業には、自らは興行主とはなら
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ないで、他の興行主等のために映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、ス
ポ-ツ、見せ物等の興行を行う事業及び興行の媒介又は取次ぎを行う事業が
含まれる。(昭 56 年直法２-16「七」により改正) 
(注) 常設の美術館、博物館、資料館、宝物館等において主としてその所蔵

品(保管の委託を受けたものを含む。)を観覧させる行為は、興行業に
該当しない。  

 
(慈善興行等) 

15-1-53  次に掲げる興行(これに準ずるものを含む。)に該当することにつき所轄税
務署長の確認を受けたものは、令第５条第１項第 26 号《興行業》の興行業
に該当しないものとする。(昭 56 年直法２-16「七」により追加、平２年直
法２-１「十一」により改正) 
(1) 催物に係る純益の金額の全額が教育(社会教育を含む。)、社会福祉等の

ために支出されるもので、かつ、当該催物に参加し又は関係するものが
何らの報酬も受けないいわゆる慈善興行  

(2) 学生、生徒、児童その他催物に参加することを業としない者を参加者又
は出演者等とする興行(その興行収入の相当部分を企業の広告宣伝のため
の支出に依存するものについては、これにより剰余金の生じないものに
限るものとし、その他の興行については、その興行のために直接要する
会場費、人件費その他の経費の額を賄う程度の低廉な入場料によるもの
に限る。)   

 
 

第 27 款 遊 技 所 業 
 
(遊技所業の範囲) 

15-1-54  令第５条第１項第 27 号《遊技所業》の遊技所業とは、野球場、テニスコ-
ト、ゴルフ場、射撃場、釣り堀、碁会所その他の遊技場を設け、これをその
用途に応じて他の者に利用させる事業(席貸業に該当するものを除く。)をい
い、いわゆる会員制のものが含まれる。(昭 56 年直法２-16「七」により改
正)   

 
 

第 28 款 遊 覧 所 業 
 
(遊覧所業の範囲) 

15-1-55  令第５条第１項第 28 号《遊覧所業》の遊覧所業とは、展望台、パノラマ、
遊園地、庭園、動植物園、海中公園等のように、専ら不特定又は多数の者を
して一定の場所を遊歩し、天然又は人工の物、景観等を観覧させる場合にお
けるその事業をいう。(昭 56年直法２-16「七」により追加)   

 
 

第 29 款 医 療 保 健 業 
 
(医療保健業の範囲) 

15-1-56  令第５条第１項第 29 号《医療保健業》の医療保健業には、療術業、助産
婦業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭 56 年直法２-16
「七」により改正)  
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(日本赤十字社等が行う医療保健業) 

15-1-57  令第５条第１項第 29 号《非課税とされる医療保健業》に掲げる公益法人
等(同号ル及びカに掲げる公益法人等を除く。)については、その行う医療保
健業のすべてが収益事業とならないことに留意する。(昭 56 年直法２-16
「七」により追加、昭 59 年直法２-３「九」、平６年課法２-１「九」、平６
年課法２-５「九」により改正)  

  
(病院における給食事業)  

15-1-58  収益事業に該当しない医療保健業に係る医療の一環として行われる患者の
ための給食であっても、その給食が当該医療保健業を営む公益法人等以外の
公益法人等によって行われている場合には、当該給食に係る事業は当該医療
保健業には含まれないのであるが、国等又は収益事業に該当しない医療保健
業を営む公益法人等の経営する病院における患者給食を主たる目的として設
立された公益法人等がこれらの病院における医療の一環として専らその病院
の患者のために行う給食は、収益事業に該当しないものとする。 (昭 56 年
直法２-16「七」により改正) 
(注) 収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象

として行うものであっても、日用品の販売、クリ-ニングの取次ぎ、公
衆電話サ-ビス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する。   

 
(専ら学術の研究を行う公益法人) 

15-1-59  令第５条第１項第 29 号ル《非課税とされる学術研究に付随して行う医療
保健業》に規定する「民法第 34 条の規定により設立された法人で専ら学術
の研究を行うものがその学術の研究に付随して行う医療保健業」とは、専ら
学術の研究を行うものとして文部科学大臣の許可を得て設立した法人で、そ
の学術の研究のために専門の研究員をもって常時研究をするものが、その研
究の過程又は結果を実証するなどの必要上付随して行う医療保健業をいう。
(昭 56年直法２-16「七」、平 12 年課法１-49 により改正)  

 
(診療所の範囲) 

15-1-60  規則第５条第３号《非課税とされるオ-プン病院等》の「診療所」 には、
巡回診療バス等の臨時に開設される診療所が含まれる。(昭 56 年直法２-16
「七」により追加)  

 
(臨床検査センタ-)  

15-1-61  規則第５条第３号《非課税とされるオ-プン病院等》かっこ書の「専ら臨
床検査をその業務とするもの」には、たん、血液、尿等の検体を集中的に検
査することを業務とするいわゆる臨床検査センタ-が含まれることに留意す
る。(昭 56年直法２-16「七」により改正)   

 
(地域医師等による利用) 

15-1-62  規則第５条第３号《非課税とされるオ-プン病院等》の地域医師等による
「利用」には、当該地域医師等が同号に規定する病院等で同条第１号に規定
する医師会法人等(以下 15-１-63 において「医師会法人等」という。)の開
設するもの(以下 15-１-63 において「医師会病院等」という。)へ患者を転
院させるなどの方法により利用するものが含まれる。(昭 56 年直法２-16
「七」により追加、昭 57 年直法２-11「十四」、平 11 年課法２-９「 二十
一」 により改正)  
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(地域医師等による継続診療) 

15-1-63  規則第５条第４号《非課税とされるオ-プン病院等》の「地域医師等の診
療を受けた患者でその後引き続き当該地域医師等によって主として診療され
るもの」には、その医師会病院等において診療を受けた患者でその受診の時
において当該医師会病院等を開設する医師会法人等の組織されている区域又
は隣接地域に住所又は居所を有するものが含まれる。(昭 56 年直法２-16
「七」により追加、昭 57年直法２-11「十四」により改正)  

 
(オ-プン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額) 

15-1-63 の 2  規則第５条第５号《非課税とされるオ-プン病院等》の「これらに準ずる
額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利
用料の額をいう。(昭 59 年直法２-３「九」により追加、昭 63 年直法２-14
「七」、平６年課法２-５「九」により改正) 
(1)  公害健康被害の補償等に関する法律第４条第４項《認定等》に規定す

る被認定者に係る診療報酬等で同法第 22 条《診療方針及び診療報酬》
の規定により算定される額  

(2)  労働者災害補償保険法第７条第１項第１号《保険給付の種類》に規定
する業務災害及び同項第２号に規定する通勤災害を被った者に係る診
療報酬等で同法第 13 条又は第 22 条《療養給付》の規定による療養の
給付に要するものとして昭和 51 年１月 13 日付基発第 72 号「労災診療
費算定基準について」労働省通達により算定される額  

 
(非課税とされる福祉病院等の判定) 

15-1-64  公益法人等の行う医療保健業が規則第６条各号《非課税とされる福祉病院
等》のすべてに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年
度ごとに行うものであるから、同条第４号の厚生科学大臣の証明についても
事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事
実に異動のない場合には、同号ニ及びホに掲げる事項以外の事項については、
当該証明を省略することができる。(昭 56 年直法２-16「七」、平 12 年課法
１-49 により改正) 
(注)  １ 同条第４号の厚生科学大臣の証明は、その証明すべき事項に関し

厚生科学大臣の権限を受任した都道府県知事の証明で足りる。  
 ２ 厚生労働大臣の証明した事項が事実と異なると認められる場合に

は、厚生科学大臣(厚生労働大臣の委任により都道府県知事が証明
したものについては、その証明した都道府県知事)と協議の上処理
する。  

 
(災害等があった場合の特例) 

15-1-65  規則第６条第２号又は第４号イからハまで《非課税とされる福祉病院等》
の要件に該当するかどうかを判定する場合において、災害その他特別の事情
の発生により一時的にこれらの要件に該当しない期間が生じても、その後速
やかに旧に復しているとき又は旧に復することが確実であると認められると
きは、当該事業年度を通じてこれらの要件に該当しているものとする。(昭
56 年直法２-16「七」により改正)  

 
(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額) 

15-1-65 の 2  15-１-63 の２《オ-プン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額》の取
扱いは、規則第６条第１号《非課税とされる福祉病院等》に規定する公益法
人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が同条第３号に規定す
る「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭 59
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年直法２-３「九」により追加)  
 
 

第 30 款 技 芸 教 授 業 
 
(芸教授業の範囲) 

15-1-66  令第５条第１項第 30 号《技芸教授業》の「技芸の教授」には、自らは技
芸の習得に関する教授を行わないで同号に規定する技芸に関する免許の付与
等のみを行う行為が含まれるが、同号に規定する技芸以外の技芸に関する免
許の付与等はこれに該当しないことに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」
により追加) 
(注) １ 同号の「免許の付与その他これに類する行為」には、卒業資格、段

位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等を付与する行為が含
まれる。  

     ２ 同号に規定する技芸の教授若しくは免許の付与等の一環として、又
はこれらに付随して行われる講習会等は、たとえ一般教養の講習を
その内容とするものであっても、同号の「技芸の教授」に該当する。  

 
(公開模擬学力試験) 

15-1-67  令第５条第１項第 30 号《技芸教授業》の「公開模擬学力試験」には、そ
の公開模擬学力試験を行う予備校等の生徒がその選択により受験料を負担し
てこれに参加する場合のその参加に係る部分が含まれる。(昭 56 年直法２-
16「七」により追加)  

 
(授業時間数の判定) 

15-1-67 の 2  公益法人等の行う技芸又は学力の教授に係る授業時間が規則第７条第２号
及び第７条の２各号《非課税とされる技芸教授等》に定める所定の時間数以
上であるかどうかの判定は、次による。(昭 59 年直法２-３「九」により追
加)  
(1)  これらの号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業

と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)
が含まれるものとする。  

(2)  学力の教授に係る教科又は課程の授業時間数が規則第７条の２各号に
規定する時間数以上であるかどうかは、受講者の募集区分の異なるご
と(一の科目ごとに選択して受講させ、当該科目ごとに定められた受講
料を収受することとしている場合には、その科目ごととする。)の授業
時間数による。  

 
(大学入試のための学力の教授の範囲) 

15-1-67 の 3  規則第７条の２第１号《非課税とされる学力の教授》に規定する「大学の
入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授」とは、高
等学校を卒業した者及び高等学校の第３学年(定時制の高等学校にあっては
第４学年)に在籍する者を主たる対象者として行う大学の入学試験に備える
ための学力の教授をいう。(昭 59 年直法２-３「九」により追加)  

 
 

第 31 款 駐 車 場 業 
 
(駐車場業の範囲) 

15-1-68  令第５条第１項第 31 号《駐車場業》の駐車場業には、駐車場所としての
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土地の貸付けが含まれることに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により
改正)  

 
 

第 32 款 信 用 保 証 業 
 
(低廉保証料の判定)  

15-1-69  規則第８条の２第２項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額
が年２％以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約に
おいて定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常
徴収する保証料の額は年２％以下であるが、一定の条件に該当するときは年
２％を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保
証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭 51 年直法２-
39「12」により追加、昭 56 年直法２-16「七」により改正)  

 
 

第 33 款 そ の 他 
 
(学校法人等が実習の一環として行う事業) 

15-1-70  収益事業に該当しない技芸の教授を行う学校法人等がその教育実習の一環
として行う次のような行為であっても、継続して事業場を設けて行われるな
ど事業と認められる程度のものであるときは、その行為は収益事業に該当す
ることに留意する。(昭 56 年直法２-16「七」により改正) 
(1) 洋裁学校が他の者の求めに応じて行う縫製加工(製造業)  
(2) タイピスト学校が行う印書の引受け(請負業又は印刷業)  
(3) 音楽学校等が行う演奏会等で 15-１-53 に該当しないもの(興行業)  
(4) 写真学校が行う撮影等の引受け(写真業)  

 
(神前結婚等の場合の収益事業の判定) 

15-1-71  宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一
部と認められるものは収益事業に該当しないが、挙式後の披露宴ににおける
飲食物の提供、挙式のための衣装その他の物品の貸付け、記念写真の撮影及
びこれらの行為のあっせん並びにこれらの用に供するための不動産貸付け及
び席貸しの事業は、収益事業に該当することに留意する。(昭 56 年直法２-
16「七」により改正)  

 
 

第２節   収益事業に係る所得の計算等 
 
(所得に関する経理) 

15-2-1  令第６条《収益事業を営む法人の経理区分》の「所得に関する経理」とは、
単に収益及び費用に関する経理だけでなく、資産及び負債に関する経理を含
むことに留意する。(昭 56 年直法２-16「八」により改正) 
(注) 一の資産が収益事業の用と収益事業以外の事業の用とに共用されてい

る場合(それぞれの事業ごとに専用されている部分が明らかな場合を除
く。)には、当該資産については、収益事業に属する資産としての区分
経理はしないで、その償却費その他当該資産について生ずる費用の額
のうち収益事業に係る部分の金額を当該収益事業に係る費用として経
理することになる。  
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(固定資産の区分経理) 

15-2-2  公益法人等又は人格のない社団等が、収益事業以外の事業の用に供してい
た固定資産を収益事業の用に供することとしたため、これにつき収益事業に
属する資産として区分経理をする場合には、その収益事業の用に供すること
となった時における当該固定資産の帳簿価額によりその経理を行うものとす
る。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等が、その区分
経理に当たりあらかじめ当該固定資産につき評価換えを行い、その帳簿価額
の増額をしたときであっても、その増額はなかったものとする。(昭 56 年直
法２-16「八」により追加) 
(注) 本文により収益事業に属するものとして区分経理をした固定資産に係

るその後の償却限度額の計算については、７-４-３から７-４-４の２
まで《償却方法を変更した場合の償却限度額》の例による。  

 
(収益事業の資本) 

15-2-3  令第６条《収益事業を営む法人の経理区分》の規定により収益事業を開始
した日において収益事業に属するものとして区分された資産の額の合計額か
ら外部負債の額の合計額を控除した残額は、資本の元入額とする。その後に
おいて収益事業以外の事業から収益事業に支出された金銭その他の資産の価
額についても、同様とする。(昭 56年直法２-16「八」により改正)  

 
(公益法人等のみなし寄附金) 

15-2-4  公益法人等(規則第 22 条の２各号に掲げる法人を除く。)が収益事業に属
する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経
理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事
業へその金銭等の額に見合う金額に相当する資本の元入れがあったものとし
て経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出
がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第 37
条第４項《公益法人等のみなし寄附金》の規定の適用がないものとする。
(昭 50 年直法２-21「34」により追加、昭 56 年直法２-16「八」、平８年課法
２-７「二」により改正) 
(注) 人格のない社団等及び規則第 22 条の２各号に掲げる法人が収益事業に

属する資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理を
した場合においても、その区分経理をした金額については同項の規定
の適用はないことに留意する。  

 
(費用又は損失の区分経理) 

15-2-5  公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを営
んでいる場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。
(昭 56年直法２-16「八」により改正) 
(1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じ

た損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。  
(2)  収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継

続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、
収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準に
より収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理
する。  

(注) 公益法人等又は人格のない社団等が収益事業以外の事業に属する金銭
その他の資産を収益事業のために使用した場合においても、これにつ
き収益事業から収益事業以外の事業へ賃借料、支払利子等を支払うこ
ととしてその額を収益事業に係る費用又は損失として経理することは
できないことに留意する。  
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(収益事業に専属する借入金等の利子) 

15-2-6  公益法人等が、法令の規定、主務官庁の指導等により収益事業以外の事業
に係る資金の運用方法等が規制されているため、収益事業の遂行上必要な資
金の全部又は一部を外部からの借入金等により賄うこととしている場合には、
当該借入金等に係る利子の額のうち当該収益事業の遂行上通常必要と認めら
れる部分の金額は、収益事業について直接要した費用の額とすることができ
る。(昭 56年直法２-16「八」により追加)  

 
(退職給与引当金勘定への繰入額等の配賦) 

15-2-7  公益法人等又は人格のない社団等が収益事業及び収益事業以外の事業の双
方にわたってその業務に従事する使用人を対象として退職給与引当金勘定へ
の繰入れを行う場合には、これらの事業の全部が収益事業であるものとして
損金の額に算入される退職給与引当金勘定への繰入額を計算し、これを当該
事業年度の人件費の額の比その他合理的な基準によりあん分して収益事業に
係る損金算入額を計算するものとする。 
 使用人の退職に伴い令第 107 条第１項第１号《使用人の退職の場合の退職給与
引当金勘定の取崩し》の規定により退職給与引当金勘定の金額の取崩しを行う場
合におけるその取り崩すべき金額の計算についても、同様とする。(昭 56 年直法
２-16「八」により追加)  

 
(賞与引当金勘定への繰入額の配賦) 

15-2-8  15-２-７の前段の取扱いは、賞与引当金勘定への繰入額を収益事業に係る
費用として配賦する場合について準用する。(昭 56 年直法２-16「八」によ
り追加)  

 
(低廉譲渡等) 

15-2-9  公益法人等又は人格のない社団等が通常の対価の額に満たない対価による
資産の譲渡又は役務の提供を行った場合においても、その資産の譲渡等が当
該公益法人等又は人格のない社団等の本来の目的たる事業の範囲内で行われ
るものである限り、その資産の譲渡等については法第 37 条第７項《低廉譲
渡等》の規定の適用はないものとする。(昭 56 年直法２-16「八」により追
加、昭 63年直法２-１「三」により改正)  

 
(収益事業に属する固定資産の処分損益) 

15-2-10  公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、
除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原
則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益(当該事業
年度において２以上の固定資産の処分があるときは、そのすべてに係る損益
とする。)については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。
(昭 56年直法２-16「八」により改正) 
(1) 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地(借地権を含む。)、

建物又は構築物につき譲渡(令第 138 条第１項《借地権の設定等により
地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の
規定の適用がある借地権の設定を含む。)、除却その他の処分をした場
合におけるその処分をしたことによる損益(15-１-12《不動産販売業の
範囲》のただし書の適用がある部分を除く。)  

(2) (1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に
属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるそ
の処分をしたことによる損益  
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(借地権利金等) 

15-2-11  公益法人等又は人格のない社団等が固定資産である土地又は建物の貸付け
をしたことにより収受する権利金その他の一時金の額の取扱いについては、
次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭 56年直法２-16「八」により追加) 
(1)  その土地の貸付けにより令第 138 条第１項《借地権の設定等により地

価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規
定に該当することとなった場合におけるその貸付けにより収受する権
利金その他の一時金の額は、土地の譲渡による収益の額として 15-２-
10 による。  

(2) 土地又は建物の貸付けに際して収受する権利金その他の一時金で(1)に
該当しないものの額及び土地若しくは建物の貸付けに係る契約の更新
又は更改により収受するいわゆる更新料等の額は、不動産の貸付けに
係る収益の額とする。  

 
(補助金等の収入) 

15-2-12  収益事業を営む公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団体等か
ら交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価として
の実質を有するものを除く。以下 15-２-12 において「補助金等」という。)
の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。(昭 56 年直
法２-16「八」により追加)  
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、

たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっ
ても、収益事業に係る益金の額に算入しない。  

(2)  収益事業に係る収入又は経費を補てんするために交付を受ける補助金
等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。  

(注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又
は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲
渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。  

 
(公益法人等が収入したゴルフクラブの入会金) 

15-2-13  公益法人等又は人格のない社団等であるゴルフクラブがその会員となる者
から収入した入会金(当該会員が脱退する場合にこれを返還することが、そ
の定款、規約等において明らかなもの及び会員から預かった一種の保証金等
に類する性格を有するものを除く。)の額は、その収益事業に係る益金の額
に算入するのであるが、当該公益法人等又は人格のない社団等がその入会金
の全部又は一部に相当する金額を基金等として特別に区分経理した場合には、
その区分経理をした金額は、収益事業に係る益金の額に算入しないことがで
きる。この場合において、当該公益法人等又は人格のない社団等がその基金
等として特別に区分経理をしている金額の全部又は一部に相当する金額を取
り崩して収益事業に係る損失の補てんに充て、又はゴルフ場施設の修理費そ
の他収益事業に係る費用の支出に充てたときは、その補てん等に充てた金額
は、当該事業年度の収益事業に係る益金の額に算入する。(昭 56 年直法２-
16「八」により改正) 
(注) 会員の名義変更に当たって収受する名義書替料等の額は、収益事業に

係る益金の額に算入するのであるから留意する。  
 
(公益法人等の確定申告書の添付書類) 

15-2-14  公益法人等又は人格のない社団等が法第 74 条第２項《確定申告書の添付
書類》の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類
には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係
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るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭 56 年直法２-16「八」によ
り追加)  

 


