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第一章　はじめに－本論文の位置付け－

昨今，いわゆる「パナマ文書」が話題になっているが，連結範囲規制問題は，企業会計におけ

る連結財務諸表の適正な開示を担保する意味で改めて重要な意味を依然として有していると考え

られる。

タックス・ヘイブン諸国に企業を設立する際，慈善信託（チャリタブル・トラスト： charitable

trust）１を通じて出資を行うと，本国親企業からの拠出資金は，慈善信託への寄付金になり，タッ

クス・ヘイブン諸国に設立した企業との資本関係が不明瞭になり，本国親企業と当該企業との

「支配」関係が容易に検証できず，また，場合によっては，タックス・ヘイブン国で何らかの事業

を本国親企業の意図のもと行っているにもかかわらず，連結範囲規制を受けず連結対象外となっ

ていることもあり得るものと考える。

さらに，国内で一般財団法人（内容は後述）のような，いわゆる通称，非営利組織と呼ばれる事業

体を通じて，仮に，このような投資が行われればますます，その実態は不明瞭となる可能性がある。

また，そもそも，このような非営利組織と呼ばれる事業体には，連結範囲規制の観点からは，

「営利を目的」とする要素がある事業体は，連結範囲規制の対象と成りうるものの２，踏みいった
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1 慈善信託（チャリタブル・トラスト：charitable trust）とは，「英米法上認められた信託宣言（declaration of trust）に
従って株主権を行使する義務を負い，信託契約満了時には会社の残余財産をすべて慈善団体に寄付することを最終
目的とした仕組み」をいう（威知謙豪『特別目的事業体と連結会計基準』（2015年，同文舘出版）12頁～13頁参
照。）。

2 「企業会計基準適用指針第 22号『連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針』」
（2008年5月13日　最終改正：2011年3月25日，企業会計基準委員会）（以下，第28項は次のとおりであり，連結
すべき事業体は，営利を目的とすることが要件とされている。）
「連結会計基準第5項及び持分法会計基準4-2項において，子会社又は関連会社の範囲に含まれる企業とは，会社
及び会社に準ずる事業体をいい，会社，組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを
含む。）を指すとしている。
これには，「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資法人及び投資法人に関する法律」に基づ
く投資法人，投資事業組合，海外における同様の事業を営む事業体，パートナーシップその他これに準ずる事業体
で営利を目的とする事業体が該当するものと考えられる。
会社に準ずる事業体が子会社又は関連会社の範囲に該当するかどうかの判定にあたっては，子会社の範囲の決定に
関する取扱い及び関連会社の範囲の決定に関する取扱いに準じて行う。」（下線は筆者）



検討は，必ずしも，行われているとはいい難いというのが現実である。

非営利組織における連結規制問題を検討するに当たり，まず，大きく2つの枠組みを考慮する必

要がある。

まず，第一に，上場会社等の金融商品取引法適用会社（及び会社法上の連結計算書類作成義務

会社）が，非営利組織を連結する件に関する検討である。

第二に，非営利組織の子法人（例えば「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（以下，

「一般社団・財団法」と言う。）３第2条第4号）等を連結する件に関する検討である。

上記2つの枠組みの検討に関しては，非営利組織が「営利を目的」とするか否かに関し，当該営

利組織の関連組織を含めて「営利を目的」とするのか否かを検討することも必要と考えている。

本論文では，通称，非営利組織と呼ばれる事業体に関し，上述した問題意識のもと検討を加え

ていきたい。企業会計の問題としては，税務に関する問題，マネー・ローンダリング等の問題で

はなく，あくまで適正な連結会計の在り方を検討するものである。

なお，解決すべき問題点を図示すると次のとおりとなるが，本論文では，点線丸囲みの部分に

関する連結範囲規制を取り上げる。

第二章　一般社団法人・一般財団法人

第一節　一般社団法人

a．特徴総論

一般社団法人は，一般社団・財団法に基づいて設立された法人であり，いわゆる人の集合体に

法人格が付与されたものということができる４，とされる。

一般社団法人には，次のような特徴があるとされる５。
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【図表　1－1】一般財団法人を利用したタックス・ヘイブン国等の事業体等への資金拠出の例

3 平成18年（2006年）法律第48号。
4 太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人『一般法人・公益法人の制度・会計・税務』（2015年，同文
舘出版）7頁。

（出典：筆者作成）



◆　簡易な設立手続

①　設立に際して主務官庁の認可を得る必要はなく，登記申請のみで設立することができる。

②　株式会社のように公証役場での定款認証と法務局での登記手続のみで設立することが可能で

あり，設立時社員も，最低2名いればよい。

③　設立時に資本金にあたる金銭等の支出が求められない。

◆　自主的な運営が可能

①　設立登記のみで成立し，行政庁による監督を受けないため，自主的で身軽な運営が可能とな

る。

②　法人として最低限，社員，社員総会及び理事のみ設置すればよく，理事会，監事及び会計監

査人の設置は任意となっている。ただし，貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の社団法

人（大規模一般社団法人）においては，会計監査人の設置（及びそれに伴う監事の設置）が

必須となる。

◆　様々な事業に活用可能

事業目的の規制がないため，他の法律で禁止されない限りは，事業の種類に制限はなく，また，

事業内容に公益性も求められていない。そのため，「公益事業」はもとより，構成員に共通する利

益を追求する「共益事業」だけでなく，営利会社（株式会社等）のような自己の利益を追求する

「収益事業」についても営むことができる。

ただし，法人の剰余金を社員や役員等に分配することは認められていない。

◆　税制上のメリット

①　公益性のある事業を行っている一般社団法人においては「公益社団法人」の認定を受けるこ

とにより，公益目的事業非課税やみなし寄付金制度，利子・配当等に関する源泉所得税非課

税等，広く税制上の優遇措置が取られている。

②　「公益社団法人」とならなくても「一般社団法人」は，定款の内容や理事に関する規制等を

満たすことにより「非営利型法人」として収益事業についてのみ課税される法人になること

ができる。

b．一般社団法人の機関の特徴

一般社団法人（及び公益社団法人）は，人の集合体に法人格が付与されたものとされ，株式会

社も，出資者たる社員（株主）により構成された法人であるため，その意味では，株式会社も社

団法人の一種と言える６。

ただし，株式会社は法人が蓄積した剰余金を出資者に分配できるのに対して，一般社団法人

（及び公益社団法人）は法人が蓄積した剰余金を出資者に分配ができない（一般社団・財団法第35

条第3項参照），という違いがある。

また，一般社団法人（及び公益社団法人）の社員には，株式会社の株主のような法人に対する

持分はなく，議決権も原則として1人1議決権とされており（一般社団・財団法第48条第1項）７，

保有する株式の内容及び数に応じ，原則として株主が議決権を有する株式会社とは異なっている

（ただし，すべての株式の譲渡を制限している株式譲渡制限会社においては，定款で定めることに

より，議決権について株主ごとに異なる取扱いが認められている（会社法第105条第1項，同法第
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5 同上書，7頁～9頁。
6 同上書，13頁参照。



109条第2項））。

上記のとおり株式会社と異なる点はあるが，法人自身による自主的な管理と運営を目的の１つ

として施行された一般社団・財団法では，先に制度として運用がなされている会社法と機関設計，

法人運営，役員の責任等について多くの類似する規定が見て取れる。

社団法人と株式会社の主要な機関を比較すると次のとおりである。

c．一般社団法人の機関設計

一般社団・財団法上，一般社団法人については，次の「図表2-2」の5つの機関設計が認められ

ている。また，公益社団法人は，理事会の設置が必須となるため，③か⑤のいずれかの機関設計

となる。
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7 この原則は，社員は，一般社団法人の構成員であり，議決権の行使を通じて法人の運営に参画する者であることか
ら，各自が平等に議決権を有することを原則とする趣旨であるとされる（新公益法人制度研究会『一問一答　公益
法人関連三法』（2006年，商事法務）47頁参照。）。ただし，一般社団法人は，様々な団体に幅広く法人格を付与す
る制度であって，その中には，様々な個性を有する団体があり得ることから，定款で団体の個性に応じた別段の定
めを許容している（同項ただし書）（新公益制度研究会前掲書 47頁参照。）。具体的には，定款の別段の定めとして
は，例えば，法人の活動に対する貢献度に応じて議決権を付与すること，会費などの経済的な負担に応じて議決権
を付与すること等が考えられる，と言われる（新公益制度研究会 前掲書47頁参照）。もっとも，特定の社員が社員
総会において全く議決権を有しないとする定款の定めは，その社員が法人運営を決定する社員総会の決議に全く関
与することができないこととなり，一般社団法人の本質に反するため，その効力を有しないとされる（同条第 2
項）。
なお，新公益法人研究会は，内閣府の参事官等により構成された研究会である。

【図表　2－1】社団法人と株式会社の主要な機関の比較

＊監事会は，任意に設置されるもので，法律により定義された機関ではない。
（出典：太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人『一般法人・公益法人の制度・会
計・税務』（2015年，同文舘出版，14頁。））

【図表　2－2】一般社団法人の機関設計

（出典：太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人，前掲書，14頁）



一般社団法人の機関設計について一般法人法上，次のような規定がなされている。

①　社員総会と理事は，必ず設置が必要となる（一般社団・財団法第60条第1項）。

②　定款で定めた場合，理事会，監事及び会計監査人を設置することができる（一般社団・財

団法第60条第2項）。ただし，大規模一般社団法人（負債総額が200億円以上の一般社団法

人）においては，会計監査人の設置が必要となるため（一般社団・財団法第62条），④か⑤

のいずれかの機関設計となる。

③　理事会又は会計監査人のいずれか又は両方を設置した場合には，監事の設置が必要となる

（一般社団・財団法第61条）。

上記のとおり，一般社団法人には多様な機関設計が認められており，社員総会と1名の理事とい

う機関設計も可能である。

d．社員総会の地位

社員総会は，一般社団法人を構成する社員全員で組織される会議体であり，一般社団法人を構

成する社員全員で組織される会議体であり，一般社団法人における必置の最上位機関（一般社

団・財団法第35条）である。

株式会社でいう株主総会（会社法第295条）に相当する機関であり，一般社団法人の構成員たる

社員は，いずれも平等な地位にあるものとされ（一般社団・財団法第48条第1項参照），法人の運

営については，社員全員の総意によって決定される。

社員総会では，原則として一般社団法人に関する一切の事項（法律で規定されている事項，法

人組織，運営，管理その他）について決議をすることができるが（一般社団・財団法第35条第1

項），法人が機関設計において理事会の設置を選択した場合には，社員総会が決議できる範囲は，

一般社団・法人法で規定された事項と定款で定めた事項に限定される（一般社団・財団法第35条

第2項）。

すべての一般社団法人は，一般社団・財団法人法の適用を受けるが，法人によってその規模は

様々である。

一般的に社員が少ない法人では，社員自らが運営に携わる機会が多く，社員と法人とが緊密な

関係にある傾向が強い。反対に，社員が多い法人では，法人の権限の多くを理事や理事会に委ね

ることにより，より機動的かつ効率的な法人運営がしやすくなる反面，社員と法人との関係が希

薄になりやすくなるため，決議すべき内容の社員への周知がより強く求められることとなる。

このように法人における社員数の多寡や法人が求める管理水準あるいは法律上の要請等により，

設置する機関と運営が変わり，社員総会の権限の範囲（決議すべき範囲）が異なってくる。

一般社団・財団法人法では，法人が機関設計において理事会の設置を選択した場合には社員総

会の決議事項の範囲を重要な事項に限定することにより，理事会による機動的でかつ効率的な法

人運営を可能にしている。

社員総会の決議については，上記以外にも次のような制限が定められている。

①最上位機関である社員総会の決議であっても，社員に剰余金を分配することは認められない

（一般社団・財団法第35条第3項）。

②一般社団・財団法において社員総会で決議することが求められている事項については，他の

機関へ決議権限を移譲することが禁止され，たとえ定款で定めたとしても無効とされる（一

般社団・財団法第35条第4項）。
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e．理事会の権限等

理事会は，3人以上の理事（一般社団・財団法第65条第3項，同法第177条）全員により構成さ

れる機関である（一般社団・財団法第90条第1項，同法第197条）。

一般社団法人においては，定款により設置することができる任意の機関であるが（一般社団・

財団法第60条第2項），多くの法人において理事会を機関として設置している８。

（なお，一般財団法人では，法律上の必置機関とされている（一般社団・財団法第 170条第 1

項）。）

理事会が行う職務として次のものが例として示されている（一般社団・財団法第 90条第 2項，

同法第197条）。

①　理事会設置の一般社団法人の業務執行の決定（一般社団・財団法第90条第2項一）

②　理事の職務の執行の監督（一般社団・財団法第90条第2項二）

③　理事の中からの代表理事の選定及び解職（一般社団・財団法第90条第2項三）

理事会設置の一般社団法人においては，社員総会で決議できる範囲が一般社団・財団法人で規

定する事項と定款で定めた事項に限定されている（一般社団・財団法第35条第2項）ため，実質

的な業務執行の権限は，理事会が有することになる。

次に掲げる事項及びその他重要な業務執行の決定は，理事に委任することができないとして，

理事会の専決事項とされている（一般社団・財団法第90条第4項，同法第197条）。

①　重要な財産の処分及び譲受け（一般社団・財団法第90条第4項1号）

②　多額の借財（一般社団・財団法第90条第4項2号）

③　重要な使用人の選任及び解任（一般社団・財団法第90条第4項3号）

④　従たる事務所その他の重要な組織の設置，変更及び廃止（一般社団・財団法第90条第4項4号）

⑤　理事の職務の執行が，法令及び定款に適合することを確保するための体制，その他，法人

の業務の適正を確保するため必要なものとして，法務省令で定める体制の整備一般社団・

財団法第90条第4項5号，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則９第14条）

⑥　定款の定めに基づく任務を怠った役員等の責任の一部免除（一般社団・財団法第 90条第 4

項第6号，同法第111条第1項，同法第114条第1項）

以上，いずれも法人にとって，重要な事項であるため，理事全員の協議により適切な意思決定

がなされることが期待されている 10，と解釈されている。

なお，一般社団法人が，連結範囲規制の対象となる事業体となるか否か，また連結範囲規制の

対象となる事業体となる場合，その支配の指標は何かに関しては，第三章において検討を加える。

第二節　一般財団法人

a．特徴総論

一般財団法人は，一般社団・財団法に基づいて設立された法人であり，いわゆる財産の集合体

に法人格が付与されたものということができる 11。
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8 太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人，前掲書，43頁。
9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成19年［2007年］4月20日法務省令第28号，最終改正
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一般財団法人には，次のような特徴があるとされる 12。

◆　簡易な設立手続

①　設立に際して主務官庁の認可を得る必要はなく，登記申請のみで設立することができる。

②　株式会社のように公証役場での定款認証と法務局での登記手続により設立することが可能で

あり，設立者は1名でもかまわない。

③　一般社団法人とは異なり設立時に設立者に対して，300万円以上の財産の拠出が求められる。

◆　自主的な運営が可能

①　設立登記のみで成立し，行政庁による監督を受けないため，自主的で身軽な運営が可能とな

る。

②　法人の機関として，評議員，評議員会，理事，理事会及び監事を設置することが求められる。

また，会計監査人についても，定款の定めにより，設置することが可能である。ただし，貸

借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人（大規模一般財団法人）においては，

会計監査人の設置が必須となる。

◆　様々な事業に活用可能

①　他の法律で禁止されている業種でない限り，どのような事業も行うことができ，また，事業

内容に公益性も求められていない。そのため「公益事業」はもとより，構成員に共通する利

益を追求する「共益事業」だけでなく，営利会社（株式会社等）のような自己の利益を追求

する「収益事業」についても営むことができる。ただし，法人の剰余金を役員等に分配する

ことは認められていない。

②　遺言による一般財団法人の設立が可能である。この場合，遺言執行人が法人の設立手続を行

うこととなる。

◆　税制上のメリット

①　公益性のある事業を行っている一般財団法人においては，「公益財団法人」の認定を受けるこ

とにより，公益目的事業非課税やみなし寄付金制度，利子・配当等に対する源泉所得税非課

税等，広く税制上の優遇措置が取られている。

②　「公益財団法人」とはならなくても「一般財団法人」は，定款の内容や理事に関する規制等

を満たすことにより，「非営利型法人」として収益事業についてのみ課税される法人になるこ

とができる。

b．一般財団法人の機関設計に関する規律

一般財団法人には，評議員，評議員会，理事，理事会及び監事を置かなければならない（一般

社団・財団法第170条第1項）。また，定款の定めによって，会計監査人を置くことができる（同

法第170条第2項）。

一般財団法人は，設立者が一定の目的のために拠出した一団の財産に法人格を付与する制度で

あり，その性質上，一般社団法人の社員総会のような機関が元来存在しないことから，業務執行

機関である理事が法人の目的に反する恣意的な運営を行うことが懸念される 13。

また，準則主義への移行に伴い，主務官庁による業務の監督もなくなるため，法人の機関設計
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上，理事等の選解任や法人の重要事項の決定を通じて，理事の業務執行を他の機関が監督すると

いうガバナンスの仕組みを構築することが重要である 14と，立法時考えられた。

そこで，一般財団法人においては，3名以上の評議員からなる評議員会を必置とし，一定の基本

的事項を決定する権限を通じて理事を牽制監督させるとともに，理事間の相互監視を期待して理

事全員で構成される理事会を必置とし，さらに理事の監視機関は次の2通りとなる。

c．評議員の地位

評議員は，評議員会の構成員である（一般社団・財団法第178条第1項）。

一般財団法人においては，3名以上の評議員を置かねばならず（一般社団・財団法第173条第3

項），評議員は，一般財団法人の必置の機関として，評議員会において，一般財団法人の重要事項

を決定するとともに理事及び理事会を監督する 15。

d．評議員会の地位

評議員会は，評議員全員で組織される会議体であり（一般社団・財団法第178条第1項），一般

財団法人における必置の最上位機関である。

一般財団法人には，一般社団法人のような社員たる構成員がいないため，社員総会がなく，そ

れに代わるものとして，評議員を構成員とする評議員会の設置を義務付け，理事等の執行と監督

の役割を担う機関として設置された 16。

評議員会では，法律で規定する事項と定款で定めた事項に限り決議することが認められている

（一般社団・財団法第178条第2項）。

一般社団・財団法において評議員会で決議するよう求めている事項については，他の機関に権

限を委譲することが禁止され，たとえ定款で定めたとしても無効とされる（一般社団・財団法第

178条第3項）。

評議員会で決議できる一般社団・財団法で規定された事項は決議の方法により次のように規定

されている。

◆　普通決議

評議員会は，原則として決議に参加できる評議員の過半数が出席し，その過半数で決する「普

通決議」により行われる（一般社団・財団法第189条第1項）。

評議員と議決権は，いずれも定款で過半数を上回る割合に変更することにより加重することが

できるが，過半数を下回る割合にすることは認められない（一般社団・財団法第189条第1項）。
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【図表　2－3】一般財団法人の機関設計

（出典：太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人，前掲書，79頁）



なお，評議員会における普通決議の例として，次のものがある。

（a）理事，監事または会計監査人の選任（一般社団・財団法第63条第1項，同法第177条）

（b）理事，会計監査人の解任（一般社団・財団法第176条）

（c）理事の報酬等（定款にその額を定めていない場合）（一般社団・財団法第89条，同法第197条）

（d）監事の報酬等（定款にその額を定めていない場合）（一般社団・財団法第105条第1項，同法

第197条）

（e）会計監査人の評議員会への出席（一般社団・財団法第109条第2項，同法第197条）

（f）評議員会に提出された資料等の調査者の選任（一般社団・財団法第191条）

◆　特別決議

次の評議員会の決議については，法人における重要な決議事項であるため，議決に参加できる

評議員の 3分の 2以上に当たる多数をもって決する「特別決議」により行う必要がある（一般社

団・財団法第189条第2項）。

（a）監事の解任（一般社団・財団法第176条第1項）

（b）役員等の法人に対する責任の一部の免除（一般社団・財団法第113条第1項，同法第198条）

（c）定款の変更（一般社団・財団法第200条）

（d）事業の全部譲渡（一般社団・財団法第201条）

（e）解散後の法人の継続決定（一般社団・財団法第204条）

（f）合併契約の承認（一般社団・財団法第247条，同法第251条第1項，同法第257条）

なお，「評議員の3分の2以上」の要件は，定款でこれを上回る割合に変更することが認められ

ている（一般社団・財団法第189条第2項カッコ書）。

◆　総評議員の同意

次の評議員会の決議は，決議内容の重要性から総評議員の同意が必要である。

・理事，監事又は会計監査人の損害賠償責任の免除（一般社団・財団法第112条，同法第198条）

評議員会は，原則としてあらかじめ定められた評議員会の目的である事項以外の事項以外の事

項については，決議をすることができないとされ（一般社団・財団法第189条第4項本文），評議

員会と理事会との権限が明確に区別されている 17。

ただし，次の3つについては，例外として決議することが認められている（一般社団・財団法第

189条第4項ただし書）。

①　評議員会に提出された資料を調査する者の選任（一般社団・財団法第191条第1項）

②　評議員会の決議によって法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任（一般社団・財団法

第191条第2項）

③　会計監査人に評議員会への出席を求めること（一般社団・財団法第109条第2項，同法第197条）

なお，評議員の議決権は，理事会の場合と同様，1人1個であり，社員の議決権のように定款で

別段の定めを設けることは認められない 18。

また，ある決議につき特別利害関係を有する評議員については，自己の利益のため議決権を行

使する可能性があるため，その決議に加わることができない（一般社団・財団法第189条第3項）。

一般社団・財団法では，個人的な能力や資質に着目して信任を受けた評議員が，自ら評議員会
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18 新公益法人制度研究会，前掲書，130頁。



に出席して議論をし，執行機関に対する牽制と監督を行う機関として役割を果たすことが求めら

れている 19。

このことから，代理人による議決権の代理行使や，書面等による議決権の行使あるいは持ち回

り決議等が認められていない 20。

この点において，（1）議決権の代理行使（一般社団・財団法第50条），（2）書面による議決権の

行使（一般社団・財団法第51条），（3）電磁的方法による議決権の行使（一般社団・財団法第52

条）の3つの議決権の行使が認められている社員総会とは異なっている。

e．理事会

一般財団法人では，理事会は法律上の必置機関とされている（一般社団・財団法第170条第1項）。

理事会の権限等に関しては，原則として，一般社団法人と同様である（一般社団・財団法第197

条）。

なお，一般財団法人が，連結範囲規制の対象となる事業体となるか否か，また連結範囲規制の

対象となる事業体となる場合，その支配の指標は何かに関しては，第三章において検討を加える。

第三章　一般社団法人・一般財団法人と連結範囲規制問題

第一節　一般社団法人・一般財団法人を，子会社の範囲に含まれる「会社に準ずる事業体」とし

て取り扱うべきか否かについて

連結財務諸表に関する会計基準において，子会社の範囲に含まれる企業とは，会社及び会社に

準ずる事業体をいい，会社，組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当する

ものを含む。）を指すとされており（第5項），これには，「資産の流動化に関する法律」21に基づ

く特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」22に基づく投資法人，投資事業組合，海

外における同様の事業を営む事業体，パートナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目

的とする事業体が該当するものと考えられるとされている（ 連結財務諸表における子会社及び関

連会社の範囲の決定に関する適用指針（以下，「連結範囲適用指針」と言う。）第28項）。

連結財務諸表に関する会計基準，連結範囲適用指針及びその他の会計基準等においては，一般

社団法人・一般財団法人が子会社の範囲に含まれる「会社に準ずる事業体」として取り扱うべき

か否かについて明記されていないため，個々の状況に照らした検討を実施することになる。

一般社団法人・一般財団法人は，2008年12月1日から施行されている一般社団・財団法に基づ

いて設立される法人である。

一般社団・財団法人法の施行前において，税制上の優遇措置を受けることができる公益法人

（社団法人・財団法人）を設立するには，主務官庁による設立の許可が必要とされ，「法人格の取

得」，「公益性の判断」，「税制上の優遇措置」が一体となっていた 23。そのため，法人設立が簡便で
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19 太陽有限責任監査法人・太陽グラントソン税理士法人，前掲書，89頁。
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なく，また，公益性の判断基準が不明確であったり，営利法人類似の法人等が公益法人として税

制上の優遇措置を受けるなど，様々な問題が生じていた 24。

また，1998年の特定非営利活動促進法 25（NPO法）の制定，2001年の中間法人法 26の制定によ

り，営利（剰余金の分配）を目的としない社団について法人格取得の機会が拡大されてきたが，

特定非営利活動法人を設立するには行政庁の認証が必要とされており，いずれも社団のみに関す

る制度であるという問題があった 27。

当該問題に対処するため，2008年12月1日から施行されている一般社団・財団法は，法人格の

取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下，営利（剰余金の分配）を目的としない社団

と財団について，法人が行う事業の公益性の有無に関わらず，登記のみによって簡便的に法人格

を取得することができる法人制度として，一般社団・財団法が制定された 28。

一般社団法人・一般財団法人のうち，公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は，

申請を行うことで，公益社団法人又は公益財団法人の認定を受けることができ 29，税制上の優遇を

受けることができる 30。また，一般社団・財団法施行前の公益法人（社団法人・財団法人）は，一

般社団・財団法施行後において，公益社団法人・公益財団法人，又は一般社団法人・一般財団法

人へ移行（移行が認められない場合には解散）となる。なお，中間法人法に基づく中間法人（準

則主義によって設立される剰余金の分配を目的としない社団法人であって，社員に共通する利益

を図ることを目的とする法人）は，一般社団・財団法施行後において，一般社団法人に移行して

いる 31。

一般社団・財団法の施行前において，税制上の優遇措置を受けることができる公益法人（社団

法人・財団法人）及び中間法人法に基づく中間法人が会社に準ずる事業体に含まれるかどうかに

ついては，会計基準等にその考え方が記載されていたが，前述のとおり，一般社団・財団法人法

に基づく一般社団法人・一般財団法人については会計基準等において明記がない。

一般社団・財団法人法の施行前，施行後と，会計基準等における「会社に準ずる事業体」の取

扱いの関係は【図表2-4】のとおりである。
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一般社団法人・一般財団法人は，剰余金の分配を目的としない法人であるが，事業の制限なく

簡便に法人格を取得することができることから，さまざまな目的をもって設立されている。2008

年5月31日公表分の連結範囲適用指針において，一般社団法人・一般財団法人と同様に，剰余金

の分配を目的とせず事業制限もない「「中間法人法」に基づく中間法人」であって，営利を目的と

する場合には，会社に準ずる事業体に含まれるとされていた 33理由は，剰余金の分配を目的としな

い場合であっても，きわめて公益性の高い事業を営んでいる場合を除き，当該法人の営む事業や

取引の形態を総合的に勘案したうえで，会社に準ずる事業体として取扱うかどうかを判断し，連

結の範囲に含めることを検討すべきであるという趣旨と考えられる。

したがって，一般社団法人・一般財団法人が会社に準ずる事業体に該当し，子会社に該当する

か否かについては，当該法人の実態に応じた判断を行うことになり，会社がどのような意図を持

って一般社団法人・一般財団法人に関与しているかを明確にする必要がある。
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（出典：林健一「厳選　現場からの緊急相談Ｑ＆Ａ 第6回 連結の範囲『経営財務』（3204号） 
  ［税務研究会，2015年3月16日］12頁参照。） 

【図表　2－4】一般社団・財団法人法の施行前，施行後と，会計基準等における「会社に準ずる

事業体」の取扱いの関係

32 「監査・保証実務委員会実務指針第88号『連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査
上の留意点についてのQ&A』」（1993年7月21日　最終改正：2012年3月22日，日本公認会計士協会）

33 2008年5月13日に連結範囲適用指針が公表された当時，同適用指針第28項は次のように記載されていた。すなわ
ち，「子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い‐1では，子会社又は関連会社の範囲に含まれる会社等には，
会社，組合その他これらに準ずる事業体（外国の法令に準拠して設立されたものを含む。）が含まれるものとして
いる。これらには，「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」
に基づく投資法人，「中間法人法」に基づく中間法人，投資事業組合，海外における同様の事業体を営む事業体，
パートナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するものと考えられる。…」（下
線は筆者）。2011年3月25日最終改正における同適用指針第28項は，中間法人が12月1日の「一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律」（2006年法律第48号）の施行により，同法に基づく一般社団法人に移行したことを
踏まえ，次のように改訂された。
「連結会計基準基準第5項及び持分法会計基準第4－2項において，子会社又は関連会社の範囲に含まれる企業と
は，会社及び会社に準ずる事業体をいい，会社，組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当
するものを含む）を指すとしている。これには，「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社や「投資信
託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人，投資事業組合，海外における同様の事業を営む事業体，パー
トナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するものと考えられる。…」。



具体的には，取引を通じ，最終的に一般社団法人・一般財団法人から生ずる損益が他の企業に

還元又は転嫁されている場合などは，当該他の企業にとって，「会社に準ずる事業体」として取り

扱うべきと考えられる。

第二節　検討対象となる一般社団法人・一般財団法人の財務及び営業または事業の方針を決定す

る機関（社員総会または評議員会）を支配しているか否かについて

一般社団法人・一般財団法人が「会社に準ずる事業体」として取り扱われ，かつ，会社がその

意思決定機関を支配している場合には，当該一般社団法人・一般財団法人は会社の子会社として

取り扱われるものと考えられる。

一般社団法人・一般財団法人の意思決定機関，業務執行機関は【図表2-5】のとおりであり，こ

れらの機関の状況を勘案のうえ， 連結財務諸表に関する会計基準第７項 等に基づき，意思決定機

関を支配しているかどうかの判断を行うことになると考えられる。

第三節　一般社団法人・一般財団法人における「営利事業」の意義の検討

公益法人制度改革に関する有識者会議が，2004年11月に取りまとめた報告書では，新たに創設

される法人が営利を目的としない法人であることから，その名称として「非営利法人」という仮

称が用いられていた 34。

しかし，その後の法律の立案の過程において，「非営利」という用語は，伝統的には「剰余金の

分配を目的としない」という意味で用いられるが，そのほかに「収益事業を行わない」あるいは

「利益を追求しない」という異なった意味で用いられることがあり，むしろ，社会一般では，後者

の意味で理解される場合が多く，「非営利法人」という名称を採用すると，法律上もそのような制

約のある法人であるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があった 35。

一般社団法人，一般財団法人は，社員または設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権

利を付与することができない（一般社団・一般財団法第 11条第 2項，同法第 153条第 3項第2号）

ので，伝統的な意味における「非営利」の法人であるが，収益事業を行うことは何ら妨げられな

い 36。

一般社団・財団法人法は，法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下，剰余

金の分配を目的としない社団または財団について，その行う事業の公益性の有無にかかわらず，

準則主義（登記）によって法人格を取得することのできる一般的な法人制度を創設し，もって，

一般社団・一般財団法人等の連結範囲規制問題に関する考察 49

【図表　2－5】一般社団法人・一般財団法人の意思決定機関，業務執行機関

（出典：林　健一，前掲論文，12頁参照。）

34 新公益法人制度研究会，前掲書，14頁。
35 同上書，14頁。
36 同上。



人々の自由活発な活動や財産の社会的な活用を促進しようとするものであり，このような立法趣

旨から，一般社団法人または一般財団法人が行うことができる事業について，一般社団・財団法

人法においては，格別の制限が設けられていない 37。

一般社団法人または一般財団法人は，公益的事業に限らず，共益的な事業，あるいは，収益事

業を行うことも何ら妨げられない 38。

したがって，一般社団法人または一般財団法人が収益事業を行い，その利益を法人の活動経費

等に充てることは，何ら差支えないものと考えられる 39。

ただし，その事業の内容が強行法規や公序良俗に反するものであってはならないことは当然で

ある 40。

また，行政庁による公益認定を受けた公益社団法人または公益財団法人であっても，公益目的

事業以外の事業（収益事業等）を行い得ることが前提とされている 41。

第三節　一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人を連結対象とする場合の支

配の指標

一般社団法人・一般公益社団においては，先述のように，社員総会が，株式会社における株主

総会に匹敵する最高意思決定機関であり，これらの社団が連結対象となる場合は，社員の議決権

を基準に支配の有無を判断することになるものと考える。なお，先述のように，株式会社とは異

なり，社員の議決権は，原則，社員1人１議決権である点に留意が必要である。

一方，一般財団法人・公益財団法人においては，評議員会が最高の意思決定機関であり，これ

らの財団が連結対象となる場合は，評議員の議決権を基準に支配の有無を判断することになるも

のと考える。なお，先述のように，評議員の議決権は例外なく1人１議決権である点に留意が必要

である。

いずれにせよ，議決権基準により，誰が支配しているのか判断することになる。

第四章　公益法人会計基準と連結範囲規制問題

第一節　公益法人会計基準設定の経緯等

第一款　2004年（平成16年）改正基準

（１）設定から1985年の改正まで

公益法人の会計基準は，1971年12月，行政管理庁（当時）による「公益法人の指導，監督に関

する行政監察結果に基づく勧告」において，主務官庁が会計，経理に関する事務処理基準を設け

て適切な指導を行うよう指摘されたことを踏まえ，1973年から有識者の意見も踏まえつつ政府と

して検討を進め，1977年3月4日に公益法人監督事務連絡協議会が，「公益法人会計基準について」
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37 同上書，16頁～17頁参照。
38 同上書，17頁。
39 同上。
40 同上。
41 公益法人（「公益社団法人」・「公益財団法人」）は，公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであるこ
と（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下，「認定法」と言う。）第5条第1号），その行う
事業が公益法人の社会的信用維持のためにふさわしくないものでないこと（同法同条第5号），事業活動を行うに
際し，公益目的事業比率が100分の50以上であること（同法同上第8号・第15号），公益目的事業の実施に支障を
及ぼすおそれがないこと（同法第5条第7項）が求められ，これに反しない範囲において公益目的事業以外の事業
を行うことができる，とされている（新公益法人制度研究会，前掲書，195頁参照）。



として公益法人会計基準（以下，「1977年基準」と言う。）を申し合わせたのが最初である 42。

その後，当該，1977年基準が多くの法人において適用されるようになる一方，理解が難しい，

収益事業への適用が困難といった理由から基準改正を求める意見が強くなってきたことを踏まえ，

総理府（当時）が，1982年7月から有識者で構成する「公益法人会計基準検討会」（座長：番場嘉

一郎）に検討を依頼し，1983年12月には公開草案を公表するなど関係者の意見をとり入れつつ検

討を進め，1984年6月に報告書をとりまとめた 43。

政府は当該報告書を踏まえつつ，1977年基準との連続性の確保等の指導監督上の観点からさら

に検討を行った上で，1985年9月17日に公益法人指導監督連絡会議決定において「公益法人会計

基準（改正）について」（以下，「1985年基準」と言う。）として申し合わせ，1987年4月1日以降

できるだけ速やかに実施するものとされた 44。そして，公益法人が会計帳簿及び計算書類を作成す

るための基準として活用されてきた（「公益法人会計基準」45公益法人会計基準について 1 会計基

準の設定の経緯等 設定の経緯）。

その後，1985年基準は「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（1996年9月20日閣議決定。以

下，「指導監督基準」と言う。）において，「原則として公益法人会計基準に従い，適切な会計処理

を行うこと」（「指導監督基準」5 財務及び会計 ）とされたこともあり，公益法人が会計帳簿及び

計算書類等を作成するための基準として広く利用され，約9割（完全適用と一部適用の合計）の法

人が現行基準を適用した会計処理を行うまでに至っている，とされた 46。

（２）「公益法人会計基準の見直しに関する論点の整理（中間報告）」について

新基準策定に当たって，2001年12月に，「公益法人会計基準の見直しに関する論点の整理（中

間報告）」（以下，「中間報告」と言う。）を公表した。

この中間報告のポイントをまとめると以下のとおりである 47。

①　財務書類の体系に企業会計手法をとり入れ， ）正味財産増減計算書をフロー式に統一， ）

収支計算書に代えてキャッシュ・フロー計算書を財務諸表に導入

②　収支計算書及びキャッシュ・フロー計算書に「事業活動」，「投資活動」，「財務活動」の3区分

を設けることで，財務書類の透明性を高め，より適切な分析が可能

③　寄付者の意思に沿った事業運営を明らかにするため，正味財産について寄付者等の意思に基

づき「永久拘束」，「一時拘束」，「その他」に３区分

④　連結財務諸表の作成や主要支出先及び関連当事者間取引の開示等により事業・取引の実態を

踏まえたディスクロージャーの徹底を検討

この中間報告については，公表から2002年2月末までの間に国民から意見募集が行われ，公益

法人関係者，公認会計士等から81件の賛否両論にわたるさまざまな意見が寄せられた，とされて

いる 48。

一般社団・一般財団法人等の連結範囲規制問題に関する考察 51

42 越尾淳「新公益法人会計基準の完全解説-検討の経緯と今後の課題‐」『企業会計』（2005 Vol.57 №2）（2005年2月，
中央経済社）24頁参照。なお，越尾氏は，当時，総務省大臣官房管理室・公益法人行政推進室・企画担当参事官
補であった。

43 同上書，24頁～25頁参照。
44 同上書，24頁参照。
45 2008年4月11日　改正 2009年10月16日，内閣府公益認定等委員会。
46 越尾，前掲書，25参照。
47 同上書，26頁参照。
48 同上。



なお，後述のKSD事件に関しては，事件発生前，連結会計が公益法人会計基準において義務付

けられていたならば，KSD事件は大規模なものとはならなかったであろうから，連結財務諸表の

作成・開示がこのような問題の抑止につながるとの指摘がある 49。

1985年基準を策定した改正から，当時，すでに20年近くが経過し，この間，企業会計の分野に

おいては，国際的な調和の観点から，税効果会計の導入，キャッシュ・フロー計算書の導入，退

職給付会計の導入，新連結会計制度の導入等の「会計ビッグバン」と称される大幅な見直しが行

われ，また，公会計及び非営利法人会計の分野においても，こうした企業会計の改革の動きを踏

まえて，企業会計原則に基づく独立行政法人会計基準及び同注解の設定，社会福祉法人会計の整

備といった取組みがなされてきていた，とされる 50。

他方，当時の同20年間で，公益法人を取り巻く社会的及び経済的環境が大きく変化し，低金利

に伴う財産運用収入の減少，不景気等に伴う寄付金収入や会費収入の減少等を受け，公益法人に

おいてもより効率的な事業運営が求められてきている状況であった 51。

また，一部公益法人による不祥事等を受け，公益法人の事業活動の状況を透明化する必要性も

生じてきていた，とされる 52。

当該不祥事事件として，特に社会的な影響が大きかったと思われるのは，2000年に発覚した

KSD事件だと言われる 53。

同事件は，財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団がKSD豊明会という任意団体を設

立して横領などを起こしたものであり，これは任意団体が外部報告の対象外であったことの一例

であるとされる 54。

（３）「公益法人会計基準の改正等について」の申し合わせまで

公益法人会計基準の検討については，それまで総理府（当時）及び総務省の研究会として検討

が進められてきたが，先述の「行政改革大綱」の指摘も踏まえ，政府として，公益法人会計基準

の理論及び実務の進展に即してさらに充実と改善を図るための検討を行うことが求められること

となった 55。

これを踏まえ，2002年3月29日，「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会」（各

府省の官房長クラスで構成。以下，「幹事会」と言う。）の下に，これまでの公益法人会計基準検

討会の委員を中心に会計学者，民法学者，公認会計士，税理士及び公益法人関係者らの有識者で

構成する「公益法人会計基準検討会」（以下，「検討会」と言う。）を設け，概ね2002年度の１年間

開催することが「公益法人会計基準の検討について」により関係府省間で申し合わされた 56。

また，検討会の下に「公益法人会計基準検討会ワーキンググループ」が設けられ，実務的な検

討を行うこととされた 57。

検討会においては，中間報告とこれらに寄せられた国民からの意見を踏まえつつ，実際の公益
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49 水谷文宣「民間非営利組織の連結財務諸表への一考察‐カナダ基準とイギリス基準を踏まえて‐」『公益・一般法
人』（№817）（2012年3月15日，公益法人協会）54頁参照。

50 越尾，前掲書，25頁～26頁参照。
51 同上書，26頁参照。
52 同上。
53 水谷，前掲書，54頁参照。
54 同上書，54頁参照。
55 越尾，前掲書，27頁参照。
56 同上書，27頁参照。
57 同上。



法人に中間報告ベースでの基準案を適用した場合のフィージビリティスタダィを行う等により実

務面での問題点の洗い出し等も行った上で，それぞれの分野で高い見識を有する各委員により多

面的かつ具体的な検討が行われた 58。

また，検討の節目ごとに検討会と各府省との間での会議も開催され，検討会と行政が十分に連

携を図りながら検討が進められた 59。

このような約1年間にわたる検討を踏まえ，2002年3月28日，検討会は幹事会に対し，「公益法

人会計基準検討会報告書」（以下，「報告書」と言う。）を提出した 60。

同報告書は，2004年改正基準の原案に相当するものであり，そのポイントは以下のとおりとな

っていた 61。

①　会計基準は法人の財務状況を分かりやすく外部報告するためのものであるとの立場から，予

算や決算といった法人のガバナンスに係る収支計算書等は基準の範囲外として，外部報告目

的の財務諸表を簡素化。なお，大規模公益法人については，複雑な財務状況をより客観的に

表示するために，キャッシュ・フロー計算書も作成

②　正味財産増減計算書を収益及び費用を表示する様式（フロー式）に統一することとし，法人

運営の効率性（業績）がチェック可能となるとともに，企業会計の「損益計算書」との比較

可能性を向上

③　正味財産を寄付者等の意思に基づいて「指定正味財産」，「一般正味財産」の2区分を設けるこ

とで，法人の受入財産に係る受託責任を明確化

④　保有債券等の時価情報の開示や関連当事者間取引の開示等を通じて，法人の財務状況の透明

性を向上させるため，「公益法人会計基準注解」を新設するとともに，注記も充実

一方，中間報告へ寄せられた国民からの意見を踏まえ，法人負担にも配慮して，実効性の高い

基準案とするため，例えば以下のような変更が加えられた 62。

①　正味財産の区分が3区分から2区分に変更された。

②　キャッシュ・フロー計算書は大規模公益法人のみが作成することになった。

③　連結財務諸表は今後の検討課題となった。

この報告書を踏まえ，2003年6月，報告書で示された基準案に盛り込まれている例えば次のよ

うな事項を，基準案を実施した場合の実務上の論点について，総務省において検討会の委員を中

心に「公益法人会計基準案研究委員会」（座長：加古宜士，以下，「研究委員会」と言う。）を開催

して引き続き検討を進めることとした 63。

①　正味財産の指定／一般区分の在り方

②　これまで減価償却を実施してこなかった法人の過年度償却の在り方等の会計基準の移行に係

る問題

③　関連当事者の範囲

そして，この検討にも見通しが得られたことから，2004年10月14日，公益法人等の指導監督等

に関する関係省庁連絡会議（各府省の官房長クラスで構成。政府の閣僚会議の整理方針に従って
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廃止された「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議」の後継会議）において，「公益法人

会計基準」（以下，「2004年改正基準」と言う。）を中核とする「公益法人会計基準の改正等につい

て」を申し合わせ，2006年4月1日以降開始する事業年度からできるだけ速やかに適用を開始する

こととしたものである。

新基準の開発にあたっては，以上の視点から会計基準を再構築するため，企業会計の理論と手

法を，公益法人会計に積極的に導入することとした 64，とされている。

（４）2004年改正基準における連結財務諸表導入見送りと関連当事者注記について

2004年基準では，連結財務諸表の導入は見送られたものの，同基準第 4.1（12）・注14・様式

3.13において，関連当事者との取引内容が開示されることになった。

関連当事者との取引とは，公益法人と関連当事者との間で行われる取引である。

関連当事者とは，（1）当該公益法人を支配する法人，（2）当該公益法人によって支配される法

人，（3）当該公益法人と同一の支配法人を持つ法人，（4）当該法人の役員及びその近親者を指す

（同基準注14.1）。

関連当事者との取引では，独立した第三者間取引（arm’s-length transaction）とは異なる条件での

取引関係を結ぶことが可能である。

例えば，公益法人が通常より高い価格で役員の運営する企業から資材を購入したり，特定の事

業が関連当事者との間で独占的に行われたりすることが考えられる 65。

これにより，不当に法人財産が流出し，多くの利害関係者が犠牲となる可能性がある 66。

また，国や地方自治体等から安い賃料で事務所を借り受けるような取引は，公益法人にとって

利益のある取引であるが，これは，公益法人が補助金を受領していることと同義である，との指

摘がある 67。

関連当事者との取引を行うこと自体は，否定すべきではないが，次のような理由から，取引の

内容を国民に対して開示を行う必要性は高いものと考えられる，との指摘がある 68。

第一の理由は，関連当事者との取引が開示されることを通じて，不当な取引が行われることを

防止するためである。

第二の理由は，当該法人の将来性等に対する十分な状況を提供するためである。利用者は，関

連当事者との取引とそうでない取引を峻別することにより，当該法人の将来性等（取引相手の存

続可能性・特定の取引相手に依存することに対するリスクその他）を見極めることが可能となる。

企業会計の分野では，当時の財務諸表等規則 69（第8条など）・連結財務諸表規則 70（第15条な

ど）に基づき，「関連当事者との取引」が開示されてきた。

公益法人においては，民間企業以上に関連当事者との取引が頻繁に行われる可能性がある，と
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の指摘もある 71。

2004年改正基準では，先述のとおり，公益法人に連結財務諸表の作成を求めるには至らなかっ

たものの，個別財務諸表においては，関連当事者との取引はその他の取引と混在して財務諸表に

計上されることになり，関連当事者との取引を通常の取引と峻別することは困難であるので，注

記において別途開示する必要性が高いものと考えられたようである 72。

なお，関連当事者との間の取引のうち（1）一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金

の受取りその他の性格から見て取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引，（2）役員

に対する報酬，賞与及び退職慰労金の支払いについては，注記を要しないものとされた。

第二款　2008年改正基準

（１）概要

2006年に公益法人制度改革関連三法 73が成立し，新制度を踏まえた会計基準を整備する必要が

生じたため，内閣府公益認定等委員会において，改めて公益法人会計基準を定めることとなった

（以下，「2008年基準」と言う。）。

2004年基準からの変更点は，①会計基準の体系の整備，②財務諸表の定義の再構築，③附属明

細書に関する規定の整備，④基金の規定の整備，⑤会計区分の整理，であったが，形式的な整備

であったと考えられる。

いずれにせよ，公益法人制度が大きく変わり，特に，一般社団法人・一般財団法人という，先

にも述べた大きな制約を受けず収益事業を行い得る新たな組織形態の誕生にもかかわらず，公益

法人会計には，連結財務諸表は導入されなかった。

（２）一般社団・財団法人制度の濫用または悪用についての懸念について

法人の設立について，登記のみで設立することができるという準則主義を採用すると，法人制

度の濫用・悪用という弊害が生じるとの指摘があった 74。

これについて，一般社団・財団法人法は，一般社団法人及び一般財団法人に共通する規律とし

て，役人の任務や責任を明確にするなど自律的なガバナンスを定めるほか，休眠法人を整理する

制度（一般社団・一般財団法人法第第 149条，同法第203条），裁判所による解散命令の制度（同

法第261条），罰則に関する規定（同法第334条～第344条）を設けること等により，これを防止し

ている 75。

一般財団法人に特有の規律として，理事の業務執行を監督する機関として，理事の業務執行を

監督する機関として評議員及び評議員会の制度を設け，理事会及び監事を必置の機関とする（同

法170条第1項）ことにより，ガバナンスを高めているほか，設立の際に拠出する財産及び存続中

に保有すべき純資産の額を300万円とすること（同法153条第2項，第202条第2項）等により，権

利の濫用・悪用を防止している 76。
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法律の構成上は，以上のような説明がなされているものの，次のような事案が発覚した。

『日本経済新聞』2016年3月24日付の紙面によると，高齢者からの預託金流用が，公益財団法

人「日本ライフ協会」（東京都港区）において発覚し，大阪地方裁判所に民事再生を申請していた

もののそれを断念し，破産手続きに移行することが，2016年3月23日判明した。同協会は15都道

府県に事務所があり，契約者は2600人だったとのことである。

また，高齢者や障害者がアパートに入居する際の身元保証や，死亡時の葬儀などを支援する事

業を実施していたとのことである。

東京商工リサーチによると負債総額は約 12億円であったとのことであり，同年 3月末をもち，

事業は終了するということであった。

これは，事業譲渡を予定していた福岡市の一般社団法人「えにしの会」が資金調達が困難にな

ったとしてスポンサーを辞退したためであると報じられている。

2016年2月に開かれた債権者向け説明会で，保全管理人の弁護士は破産に伴う債権者への配当

に費やせる資産を約4億5千万円と説明し，破産した場合に返還できる預託金は4割程度になると

明らかにしていた。

内閣府は，2016年3月，公益財団法人の認定を取り消した。

公益社団法人又は公益財団法人は，一般社団法人・一般財団法人に比し，次のようなメリッ

ト・デメリットが指摘されている 77。

A．公益法人であることのメリット

①　行政庁による社会的信用の付与

公益社団法人又は公益財団法人になるには，「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律」（以下，「公益法人認定法」と言う。）が定める要件をクリアする必要がある。その意味で，

公益社団法人又は公益財団法人として認定されること自体が，社会的に信頼し得る法人であるこ

との証明になる。

②　税制上の優遇措置

各種の税制上の優遇措置が用意されている。公益目的事業が非課税とされるほか，利子・配当

等に関する源泉所得税非課税やみなし寄付金制度，また，寄付者に対する寄付金控除等，広く税

制上の優遇措置が受けられる。

B．公益法人であることのデメリット

①　事業活動について制約

一般社団法人又は一般財団法人は，基本的に事業内容に制約はないが，公益認定を受ける場合

には，事業が公益認定基準に適合するものでなければならない。

また，公益認定基準に違反した場合，公益認定が取り消されることになり，保有する公益目的

取得財産残額は，公益法人，国又は地方公共団体等に贈与しなければならない。

②　行政庁による指導監督

一般社団法人又は一般財団法人では，業務や運営について行政庁による監督を原則として受け

ないが，公益社団法人又は公益財団法人になると，公益性の確保と事業の運営の適正性の維持の

観点から，毎年度の報告義務や監督，行政庁による定期的な立ち入り検査を受けることになる。

③　事務負担の増加
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一般社団法人又は一般財団法人が公益認定を受ける時はもちろんのこと，公益認定後も継続し

て公益認定基準を充足する必要があるため，法人における事務負担が増加する。

（３）2008年基準と連結範囲規制

一般社団・財団法第2条では，子法人に関する規定を置いた。例えば，一般社団法人又は一般財

団法人がその保有する株式に基づく議決権の行使等によって，株式会社を支配している場合，そ

の株式会社は，当該一般社団法人又は一般財団法人の子法人となる。子法人には業務の制限は特

段示されていない。

また，『「公益法人会計基準」の運用指針』（2008年4月11日，内閣府公益認定等委員会）におい

て，同運用指針6（1）において，注記事項の関連当事者の範囲における「支配」の考え方に関し，

議決権の保有割合のほか，法人が公益財団法人又は一般財団法人である場合には，評議員に占め

る割合に応じて判断すること等の改正が行われ，支配法人及び被支配法人に公益財団法人又は一

般財団法人が含まれることが文理上明確化された。

しかし，連結財務諸表の導入は見送られている。

私見であるが，これまで民法において規定されていた公益法人制度が，公益法人改革により，

一般社団法人又は一般財団法人において，会社法的思考が導入されたにもかかわらず連結財務諸

表が導入されていない点は，疑問が残る。

また，公益社団法人又は公益財団法人においても，会計不正が起こり得ることが「日本ライフ

協会」の事案においても明らかになり，事業制約や行政上の監督の乏しい一般社団法人又は一般

財団法人への会計規制は，なおさら，連結範囲規制も含めた再考が求められるものと考える。

第五章　本論文の結語

一般社団法人又は一般財団法人は，会社法・金融商品取引法の規制する株式会社と機関設計や

事業を含め大きな差異はなくなったと言える。

そのため，上場企業等が出資又は資金の拠出を行う一般社団法人又は一般財団法人があれば，

やはり，連結範囲規制に関する問題はあると考えるのが妥当である。

さらに，公益法人会計基準では求められていないものの，上場企業等が連結すべき一般社団法

人又は一般財団法人があれば，その子法人や，一般社団法人又は一般財団法人からの資金の拠出

先等も連結範囲規制の対象とすることになると考えるのが妥当である。

また，公益社団法人又は公益財団法人においては，その事業目的から「営利性がない」として

連結範囲規制の対象から，直ちに対象外とするのではなく，会計不正の有無など事業実態を踏ま

え慎重に判断する必要もあると考えられる。

当然，いわゆるパナマ問題で社会問題化したようなマネー・ロンダリング等の悪用事案は，投

資事業組合の悪用において問題とされた一部の会計不正事件とその後の後追いによる投資事業組

合の連結範囲規制（「実務対応報告第20号『投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適

用に関する実務上の取扱い』」（2006年9月8日，企業会計基準委員会）など）の過去の苦い歴史も

参考に，社団・財団の連結範囲規制問題に取り組むことも忘れてはならないと考える。
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水谷文宣「民間非営利組織の連結財務諸表への一考察‐カナダ基準とイギリス基準を踏まえて‐」

『公益・一般法人』（№817）（2012年3月15日，公益法人協会）54頁。
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