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はしがき

　本書は、実務的観点から、中小企業が納めるべき主な税金と、その基
礎となる簿記会計の知識について解説したものである。事業をするにあ
たって避けられないのは、法人税・所得税の申告納付である。租税は、
納税者の担税力に即し、公平な負担が求められる。そのためには、ま
ず、正しい収益と正しい費用とが認識され、その結果として正しい所得
が捕捉されなければならない。つまり、正しく税額を計算する基本は、
日々の取引の状況を帳簿に記録し、また、取引に伴って作成したり受け
取ったりした書類を保存しておくことである。しかしこれは、慣れてい
ない者にとって、かなりの負担となる。
　幸いにも 20 世紀後半に至り、コンピュータに関する技術革新は、ま
さに驚異的なスピードで進展し、高性能化・小型化とともに、急激な値
段の低下によるパソコン時代を迎えた。パソコンの利用によって、「簿
記会計を知らなくても、また、ソロバンができなくとも、でもコンピュ
ータに任せばちゃんと答えを出してくれる」という時代となった。最近
の会計ソフトは、現金取引を現金出納帳、預金取引を預金出納帳に入力
すると、仕訳がわからなくとも経理処理できるといわれている。もちろ
ん、会計ソフトは万能ではないものの、会計ソフトで経理処理すれば、
仕訳から帳簿記入、決算書作成という一連の流れは、かなり省略するこ
とができる。
　しかしながら、コンピュータ簿記であっても、取引の意味や仕訳の原
理などは、従来の手記簿記と変わらない。また、コンピュータ簿記で一
番怖いのは、入力がたとえ間違っていても帳簿はできてしまう、という
ことである。そのため、会計ソフトを利用する場合には、正しく経理処
理されているかどうかのチェックが大切となる。チェックするために
は、自分で入力したデータがどのようなしくみで帳簿に記載されていく



のかを理解していることが前提である。
　もっとも、最近の会計ソフトは、便利で使い勝手もよくなっており、
中小企業の経理に必要なスキルとして、それほど高度な簿記会計の知識
が必要なわけではない。とはいえ、経理のスキルは、依然として必要で
ある。一般的に、個人事業の規模だったら、自分で経理処理することが
可能なボリュームである。それに加えて、自分で働いて請求し、経費も
自分の判断で支出しているので、一番情報をもっているのは事業主本人
ということである。そこで、本書では、個人事業の経理と所得税・消費
税等、さらには法人成りと中小法人の実務ポイントをわかりやすく解説
することを試みた。
　著者としては、経理のスキルを習得し、税金を計算するしくみを身に
つけるために、本書が広く活用されることを期待している。本書が、中
小企業の必携書として、事務負担の軽減化の一助になれば幸いである。
最後に、本書を刊行する機会を与えて下さった法令出版株式会社の代表
取締役鎌田順雄氏に厚くお礼を申し上げるとともに、構成や編集にあた
ってお骨折りいただいた編集部の下島克仁氏に深く感謝申し上げたい。

平成 27 年 11 月
吉 川 宏 延
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1

序　章

　現在、わが国に存在する企業（＝個人事業＋法人）386 万者のうち、大
企業は１万者で、全体の 0.3％にすぎない 1)。385 万者が中小企業であ
り、99.7％を超える。企業の実態をみると、所有と経営の未分離の小企
業から、所有と経営の分離を前提とする大企業まで、さまざまである。
個人事業数は、昭和 56 年をピークに年々数が減っている。一方、法人
数は、平成 18 年の会社法の施行を境に伸びている。とはいえ、起業は、
個人が事業を始め、数年して事業が拡大してきたら、法人成りするの
が、一般的であろう。

１　個人事業と法人

　中小企業 385 万者のうち、334 万者が小規模企業であり、86.8％にの
ぼる。小規模企業は、地域に密着した活動体として地域の経済社会・雇
用を支える礎ともいえる、きわめて重要な存在である 2)。

（１）個人事業
　小規模企業 334 万者のうち、206 万者が個人事業であり、61.7％を
占める 3)。というのも、個人事業の場合は、運営の手間とコストがか
からず、すぐに始めることができるので、法人成りしていない小規模
企業が多いのであろう。
　すなわち、個人事業とは、その名のとおり個人が商売を始めること
であり、業種に特有の法律の規制がある場合を除き、特段の資格も要

1　中小企業庁編『中小企業白書』679 頁（2015 年）。
2　中小企業庁編『小規模企業白書』２頁（2015 年）。なお、小規模企業とは、おおむね

常時使用する従業員数が 20 人以下の中小企業をいう（中小企業基本法２⑤）。
3　中小企業庁・前掲注213 頁。
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（３）個人事業と法人の違い
　個人事業と法人の間において程度の差はあれ、小規模企業は、経営
者本人とその親族によって経営が支えられている。両者には、一方
で、かなり共通する面が多い。他方で、経営面や法務面について、つ
ぎのような違いをあげることができる 6)。
イ　経営面

　経営面の違いは、個人事業は、個人が主体となって自己責任で事
業活動を行い、事業活動の全責任は「事業主自身」が負う。これに
対して、法人は、個人とは切り離し、法人格が認められた「法人」
が事業活動を行い、その事業活動から生じる責任も個人から切り離
して「法人自身」が負うことになる。

ロ　法務面
　法務面の違いは、個人事業は、「事業主自身」が主体となって自
己責任で事業活動を行うので、取引について「無限責任」を負う。
これに対して、法人は、法人格が認められているので、取引の責任
は個人から切り離して「法人自身」が負うこととなり、個人は自分
が法人に出資した範囲で「有限責任」を負うことになる。

　かくして、私法上、権利義務の主体となりうる地位を権利能力（法

人格）といい、法人格は、個人（自然人）と法人（法律上の人格者）に
のみ認められている。租税法上、法人は私法上の借用概念であるが、
公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人と
いう５つがある（法税２五～九）。このうち、人格のない社団等は、他
の法人と異なり、法人格を有しない団体である。とすれば、個人事業
も、人格のない社団等に該当することがありうるのではないか、とい
う疑問が生じる。そこで、人格のない社団等について、簡単に論点を
整理しておく。

監査法人または税理士・税理士法人でなければならない（会社 333 ①・374 ①）。また、監
査役とは、取締役および会計参与の職務の執行を監査する機関である（会社 381 ①）。

6）　中小企業庁・前掲注243 頁。

らなければ何かの認可を得る必要もない。いつ開業してもいいし、い
つ廃業してもいい。きわめて自由である。制約といえば、暦年を単位
として経理を行わなければならない、ということぐらいである。この
計算期間を変えることはできず、翌年３月 15 日までに確定申告をし、
所得税を納付することになる（所税 120 ①）。

（２）法人
　法人には、法人税が課される（法税 4 ①）。法人数 260 万社のうち、
211 万社が資本金 1,000 万円以下の株式会社であり、全体の 81.2％を
占めている 4)。そこで、小規模の株式会社の設立について、簡単に会
社法のしくみを解説する。
　小規模の株式会社の機関設計は、株主総会と取締役で足りる（会社

295 ①・326 ①）。発起設立の場合、発起人が会社の設立の企画者とし
て定款に署名または記名押印する。なお、発起人は、１人でもよい。
また、設立と同時に株主となる発起人の出資が必須なので、最低の出
資金として１円は必要だが、それ以上は任意である（会社 25）。した
がって、１人で株主（発起人）と取締役を兼ねて、資本金１円の株式
会社を設立できる。
　こうした最もシンプルな機関設計では、取締役会や監査役などの他
の機関を設置した場合に比べて、負担が軽く、より機動的な会社経営
が行えるというメリットがある。しかし、一人会社では、個人事業に
近い会社形態であることから、対外的信用性が充分ではないというデ
メリットもある。せっかく株式会社を設立したのであれば、将来の会
社の発展を見据え、ある程度の機関のしくみを考える、あるいは、取
引先等の債権者からみて信頼性のある会社組織にしたいというのであ
れば、会計参与や監査役を置くのもよい 5)。

4　国税庁長官官房企画課『平成 25 年度分会社標本調査―調査結果報告―税務統計から見
た法人企業の実態』14 頁（2015 年）。

5　なお、会計参与とは、取締役と共同して、計算書類を作成する者をいい、公認会計士・
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的には当該社団等自体であり、したがって、その実体からすれば、本来
的には、人格のない社団等を法人税法上の納税義務者とし、それに実体
的に帰属している所得に対して法人税を課すべきである。ところが、法
人税法上、納税義務者が「法人格」を有するものに限定されているた
め、その本来的な姿による執行ができない、という社会的実体と課税制
度のギャップがあった。
　そのため、改正法人税法では、人格のない社団等は、法人とみなし
て、その収益事業に係る所得につき、人格のない社団等が法人税の納税
義務を負うことになった。その後、昭和 40 年の法人税法および所得税
法の全文改正において、収益事業を営むか否かにかかわらず、「人格の
ない社団等は、法人とみなして、この法律（法人税法・所得税法）の規
定を適用する」（所税４、法税３）ことになり、納税義務者としての主体
性が拡充された。なお、人格のない社団等が納税義務を負う場合には、
事業開始届を提出しなければならない。
　人格のない社団等は、公益法人等と同じく、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
分する（法税令６）。ここでいう「所得に関する経理」とは、単に収益お
よび費用に関する経理だけでなく、資産および負債に関する経理を含む

（法基通 15 －２－１）。また、会計基準については、公益法人等と同じく、
公益法人会計基準が人格のない社団等にも適用される。このようにみて
くると、営利のみを目的とする個人事業が人格のない社団等となること
は、租税法上通常考えられないわけである。

３　公正処理基準

　ところで、法人税法は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準（公正処理基準）」により計算することを規定している（法税 22 ④）。
ここでいう「基準」は、客観的な規範性をもつ公正かつ妥当と認められ
る会計処理の基準という意味であり、公益法人等および人格のない社団
等については、公益法人会計基準が公正処理基準となる。また、中小法

２　人格のない社団等

　法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの
（人格のない社団等）は、その社団性ゆえに、法人課税の対象に取り込ま
れ、収益事業課税が行われてきた 7 )（法税２八・３）。ところが、現行の法
人法制においては、認可主義による「一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律」（一般法人法）や、認証主義による「特定非営利活動促進
法」（ＮＰＯ法）の制定によって、法人格取得が格段に容易になってい
る。また、会社法の施行によって、株式会社をはじめとする営利法人の
設立も容易になっている。
　以前であれば、人格のない社団等として扱うほかなかった団体の範疇
も狭まり、法人でない社団とされる団体は大幅に減少している。とはい
え、現実には、多くの任意団体が存在する。最高裁は、法人でない社団
のメルクマールとして、「（①）団体としての組織をそなえ、（②）そこ
には多数決の原則が行われ、（③）構成員の変更にもかかわらず団体そ
のものが存続し、（④）しかしてその組織によって代表の方法、総会の
運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している」ことを
あげている 8)。
　法人税法上、人格のない社団等に関する明文規定が設けられたのは、
昭和 32 年の税制改正においてである。それ以前の課税実務の現状は、
人格のない社団等の活動に係る所得・財産の帰属主体は、社会的・経済

7　なお、法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体の
うち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して
統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、民法 667 条

（組合契約）の規定による任意組合や、商法 535 条（匿名組合契約）の規定による匿名組
合は、これに含まれない。また、法人でない財団とは、一定の目的を達成するために出
えんされた財産の集合体で特定の個人または法人の所有に属さないで、一定の組織によ
る統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののう
ち法人格のないものをいう（法基通１－１－１・１－１－２）。

8）　最判昭和 39 年 10 月 15 日民集 18 巻８号 1671 頁。
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（２）別段の定め
　いずれにせよ、公正処理基準の尊重規定の適用範囲は、租税目的の
見地から別段の定めが規定されている事項以外のものに限られる。別
段の定めについて、金子宏教授は、「課税所得を算出するための益金
および損金の計算については、法人税法および租税特別措置法によっ
て、租税政策上の理由から多数の別段の定めがなされており、一般に
公正妥当と認められる会計処理の基準が大幅に修正を受けている」と
した上で、「法人税法および租税特別措置法の益金および損金に関す
る規定」をつぎの３つに分類している 11)。
イ　公正処理基準を確認する性質の規定 12)

ロ　公正処理基準を前提としつつも、画一的処理の必要から統一的な
基準を設定し、または一定の限度を設け、あるいはそれを部分的に
修正することを内容とする規定 13)

ハ　租税政策上または経済政策上の理由から、公正処理基準に対する
例外を定める規定 14)

　一般的にいって、法人税法の規定は、上記イ・ロのカテゴリーに属
し、租税特別措置法の規定は、上記ハのカテゴリーに属する。別段の
定めは、主として、租税政策的な見地から定められることが多い。そ
のため、企業会計と法人税法の調整論議に馴染まないものもある。反
面、両者の間に共通性が認められるものの、ことさら法人税法の独自
性を強調するために設けられるものも見受けられる。なお、新会計基

11）　金子・前掲注9309 ～ 310 頁。
12）　たとえば、資産の評価益の益金不算入の規定（法税 25）、法人税の還付金の益金不算

入の規定（法税 26 ①一）、資産の評価損の損金不算入の規定（法税 33）、法人税の損金
不算入の規定（法税 38 ①）などである。

13）　たとえば、棚卸資産の評価に関する規定（法税 29）、減価償却に関する規定（法税
31）、引当金に関する規定（法税 52・53）などである。

14）　たとえば、受取配当等の益金不算入に関する規定（法税 23）、特別減価償却や準備金
に関する規定（税特措 42 の５～ 45 の２・55 ～ 57 の８）、交際費の損金不算入に関する
規定（税特措 61 の４）などである。

人については、企業会計原則のほか、中小企業会計指針や中小企業会計
基本要領が公正処理基準と考えられる。

（１）公正処理基準の意義
　公正処理基準について、金子宏教授は、「その中心をなすのは、企
業会計原則・同注解、企業会計基準委員会の会計基準・適用基準等、
中小企業の会計に関する指針、中小企業の会計に関する基本要領や、
会社法、金融商品取引法、これらの法律の特別法等の計算規定・会計
処理基準等であるが、それに止まらず、確立した会計慣行を広く含む
と解すべきであろう」と評しながらも、その意義については、つぎの
３点に注意する必要があると述べている 9)。
イ　企業会計原則の内容や確立した会計慣行が、必ずしも公正妥当で

あるとは限らない点
ロ　企業会計原則や確立した会計慣行が、決して網羅的であるとはい

えない点
ハ　公正処理基準は法的救済を排除するものであってはならない点
　つまり、企業会計において公正処理基準によって会計処理が行われ
るならば、法人税法の中にある数多くの計算規定は不要となり、あわ
せて税務調査における否認等をめぐるトラブルもなくなるであろうと
いう考え方に、その意義が求められる。もっとも、企業会計原則の内
容や確立した会計慣行が必ず公正妥当であるとは限らず、しかも、こ
れらが決して網羅的であるとはいえないため、その判断には注意を要
する。結局、これらの場合に、何が公正処理基準であるかを判定する
のは、最終的には裁判所の任務である 10)。

9）　金子宏『租税法』317 頁（弘文堂、第 20 版、2015 年）。
10）　たとえば、公正処理基準をめぐる裁判例としては、東京地判平成９年 10 月 27 日行集

48 巻 10 号 778 頁、名古屋地判平成 13 年７月 16 日訟月 48 巻９号 2322 頁、東京地判平
成 19 年１月 31 日税資 257 号順号 10623 などがある。
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準や会社法の制定などに対しては、法人税法上、「別段の定め」によ
る手当てが行われている 15)。

（３）中小企業会計のルール
　公正処理基準が創設された当時、企業会計原則は、収益を実現原則
によって認識・測定し、所得価額で測定した資産原価を実現収益との
対応関係に基づいて費用として期間配分することによって利益を計算
する「原価・実現主義会計」を採用していた 16)。ところが、国際的共
通化を意図した最近の会計基準は、会計処理が将来事象の見積りや市
場の価格機構に依存する「将来・市場指向」という特徴を備えること
によって、伝統的会計慣行の中核概念から離脱する傾向にある。
　中小法人においては、ほとんどの場合は金融商品取引法の規制が及
ばないから、直接には国際会計基準の影響を受けない。基本的には、
会社法と法人税法の規定によって会計処理すれば足りる。実務的には、
会社法上の強制規定があるとはいえ、圧倒的に法人税法の強制力が作
用することになるから、税法規定の優位性が確立されている。だから
といて、中小企業会計が法人税法の規定に従えればことが足るわけで
はなく、そのルール作りにおいては、「財務内容の開示」という企業会
計に課せられた本来の機能が発揮されるものでなければならない。
　しかし実際は、本来の企業会計のあり方を追求しながらも、ともす

15）　たとえば、金融商品に係る会計基準（平成 11 年１月 22 日公表）に対して、平成 12 年
度税制改正により法人税法 61 条の２～ 61 条の７、企業結合に係る会計基準（平成 15 年
10 月 31 日公表）に対して、平成 13 年度税制改正により法人税法 62 条～ 62 条の７、平
成 18 年度税制改正により法人税法 62 条の８、ストック・オプション等に関する会計基
準（平成 17 年 12 月 27 日公表）に対して、平成 18 年度税制改正により法人税法 54 条な
どの「別段の定め」が創設されている。

16）　もちろん、期間損益計算においては、費用・収益は発生主義に基づいて計上されるけ
れども、収益の計上を確実なものに限定するために、未実現収益を当期の損益計算から
排除する。収益について未実現の要素を排除しようとする計算原則が、いわゆる「実現
原則」である。ここで、実現とは、原則として、販売過程を通じて現金または現金同等
物といった流動性に富む資産を受領することをいう。

れば、法人税法の規定に依存した会計処理を行い、財務諸表を作成す
ることになる。中小法人の会計処理および財務諸表の作成について
は、中小企業会計指針と中小企業会計基本要領という、２つの会計ル
ールがある。前者の指針は、これまで公表されている多数の会計基準
に対して、一定の条件の下で、中小法人に適用しないことを適法化で
きる。さらに、後者の要領は、それ自体で中小法人の会計の一応の適
法性を意味するものとなっている。

４　確定決算主義

　法人税の課税標準である所得金額は、企業活動の成果の把握という面
において、法人が獲得した利益と共通した性格を有する。もっとも、法
人税法は、所得の基本的計算のしくみについては、企業会計のルールを
用いるものの、すべての会計慣行が認められることを意味するのではな
い。企業会計のルールに認められる裁量は、税務行政においては許され
ないものである。両者の相違から、企業会計における公平性と税務会計
における公平性との間には、齟齬が生じる。
　とはいえ、法人の計算および内部手続を利用することで、納税者は利
益計算と課税所得計算それぞれの二重計算の手間を省くことができるほ
か、立法者は、法人税法における課税所得計算に関する規定を簡素化す
ることができる 17)（法税 22 ④）。また、課税庁も、企業統治が十分に機能
している法人については、その利益計算が適切に行われることを通じ
て、適正な課税計算がなされるものと期待できよう。
　さらに、こうした機能的な観点と併せて、法人が計算書類等を確定さ
せる手続である決算を利用することにより、いわゆる「内部取引の客観
性」を確保することが企図されている。したがって、法人の意思決定を

17）　ちなみに、最高裁は、法人税法の簡素化を実現する反面として、「現に法人のした利益
計算が法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものでない限り、課税所
得の計算上もこれを是認するのが相当」と判示している（最判平成５年 11 月 25 日民集
47 巻９号 5278 頁）。　



序　章  

10 11

経て、はじめて簿記上の取引が成立する内部取引については、課税所得
に反映させる前提として、決算によって確定された計算書類等において
経理されていることが必要となる。
　これは、租税法の強行規定および事実に反する経理でないかぎり、そ
の決算において採用された計算を基準として、それがそのまま課税所得
の計算上、計算要素として取り上げられることを意味する。こういった
法人税法の基本的考え方を「確定決算主義」と呼ぶ。
　このように、税務会計における課税所得計算は、企業会計上の利益計
算に対して第２次的計算の性格をもつ。これの法的根拠は、いわゆる

「確定した決算に基づく申告」に係る規定に求められる。
　すなわち、法人税法は、「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日か
ら２月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項
を記載した申告書を提出しなければならない」（法税 74 ①柱書）と規定
しており、企業会計上の利益計算を部分的に修正・加工して課税所得を
求めるというかたちをとっている。その修正・加工は、主に別段の定め
によってなされており、それが適用されないところは、公正処理基準に
従って会計処理されることになる。
　もっとも、公正処理基準の解釈は、あくまで企業会計の領域でなされ
るもので、法人税法の解釈が入る余地はないわけである。中小法人につ
いては、中小企業会計基本要領は、「安定的に継続利用可能なものとす
る観点から、国際会計基準の影響を受けないものとする」（中小要領総論

６）と一線を画することを明示し、国際的共通化を志向する企業会計基
準とは異なる姿勢を鮮明にしている。他方、個人事業については、企業
会計や会社法の動向に大きく依存するものの、現在までのところ、企業
会計原則等が適用されるのか、適用される場合にはどのように適用され
るのかといった点も、明らかになってはいない。
　しかしながら、所得税の青色申告に際しても、法人税の場合と同様
に、複式簿記が前提となる貸借対照表と損益計算書の提出が求められて
おり、青色申告者に対しては、簿記会計に関する相当程度の知識が求め

られる。そこで、次章以下では、中小企業の経理と税務について、個人
事業と法人の異同を理解し、税金の計算方法を身に付けることを目指し
たい。第１章は「個人事業の税務」を、第２章は「個人事業の経理」
を、第３章は「損益計算書科目」を、第４章は「貸借対照表科目」を、
第５章は「消費税等の経理処理」を、第６章は「中小法人の会計と税
務」を、それぞれテーマとして取り上げる。


