
認定医療法人の活用から出資持分評価引き下げ対策まで

認定医療法人制度と
医業承継対策



まえがき

　地域医療の担い手であった医療機関の高齢化が進んでいます。しか
し一方では、医業承継が進んでいないのが現状でしょう。厚生労働省
は医療法人支援策として、「認定医療法人制度」を創設しました。「持
分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行する間の相続・贈
与に関する納税猶予制度は平成 26 年 10 月 1 日から始まっています。
　医療法人の理事長、役員が理解されて進められるのが一番ですが、
顧問の税理士等に相談をして、その仕組みと利用の是非を検討する機
会が出てくるでしょう。制度開始を機に移行の検討を進める医療法人
もあるところですが、「あまりメリットがあるわけではない」として、
制度に前向きでない意見があることも承知しています。しかし、せっ
かくの制度を頭から否定して、利用しないと結論付ける必要ももない
ので、十分に検討の上で選択肢を選ぶべきであると考えます。

　平成 23 年 4 月の四病協・日本医師会のアンケート調査（平成 22
年 6 月～ 7 月）によると、診療所の 91.8％が移行しないと回答して
おり、この中では診療所経営者で移行をしない理由上位３位は以下の
ようになっています。
⑴　出資持分はオーナーシップの源泉であり放棄できない。49.9％
⑵　相続税を支払っても、医療法人を子孫に継承させたい。39.3％
⑶　同族経営を維持したい。38.6％
　アンケートから数年経った現在も、同じような結果となるのでしょ
うか。出資持分があった方がいいのか、子息に多額の相続税を負担さ
せても財産権は守った方がよいのか。顧問税理士がきちんと説明をす
べきと考えます。



  厚生労働省では「持分なし医療法人」への移行促進策のご案内とい
う文書まで出して、キャンペーンをしています。パンフレットにも

「詳しくは、顧問の税理士、公認会計士に相談して下さい」との呼び
かけています。顧問税理士は必然的にサポートする必要が出てきてい
ます。それ以前に医療法人と税理士は移行の是非を適切に判断するよ
う支援をしなければなりません。

　「認定医療法人制度」を利用しなくても、「持分なし医療法人」への
移行方法はありましたし、今後も移行方法はあります。それなのにわ
ざわざ手間をかけて「認定医療法人」の制度を利用する意義は、納税
猶予をセットで考えるべきでしょう。
　「持分なし医療法人」への移行は、一定の税務リスクがあると論じ
られています。その内容は本編にも記載しています。
　しかし、そうだとしても、この道を否定することはできません。持
分なし医療法人への移行が決定済み、あるいは移行途中での場合は、
納税猶予制度の利用は十分に検討の価値はあります。その結果、たと
え持分放棄の道を取らなくても、３年猶予という時間的余裕があるこ
とはたいへん有り難い制度です。
　＜ケース１＞
　理事長の健康状況ではあと２～３年で相続が発生しそうだというケ
ース。　移行計画の認定を受けておいて、３年間の間に持分なし医療
法人へ移行する。
　＜ケース２＞
　持分なし医療法人への移行を検討しているときに先に相続が発生し
てしまった。　相続税の納税期限までに認定を受け納税猶予制度を利
用して、３年間の間に結論を出す方法。

　この３年の猶予はたいへん大きな時間であると認識しています。こ
の間に株価を引き下げて税務リスクを減少させることもできるでしょ
う。

　手間がかかる、メリットがないとすることなく十分に検討の上で、
判断することが必要で、本書がその一助になることを願っています。

　平成 27 年１月

税理士法人おおたか
代表社員　　成田　一正
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凡　例

相法………………………………………………………………相続税法
相令………………………………………………………相続税法施行令
相規……………………………………………………相続税法施行規則
法法………………………………………………………………法人税法
法令………………………………………………………法人税法施行令
所法………………………………………………………………所得税法
所令………………………………………………………所得税法施行令
措法………………………………………………………租税特別措置法
措令………………………………………………租税特別措置法施行令
措規……………………………………………租税特別措置法施行規則
評基通…………………………………………………財産評価基本通達
医法…………………………………………………………………医療法
医法規則…………………………………………………医療法施行規則
医療介護総合確保推進法………………地域における医療及び介護の
　　総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
改正医療法…………………………良質な医療を提供する体制の確立を
　　…図るための医療法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第
84 号）
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Q

医療法人制度と医療法人の形態

　医療法人制度と医療法人の形態について教えてくださ
い。

A

１．医療法人制度

　医療法人制度は、昭和 25 年に創設されました。
　医療法人制度の趣旨は、医業経営の主体に法人格を認めることに
より、資金調達を容易にし、医業の永続性を確保することを目指す
ことにありました。
　これにより、医療機関での高度医療機器の導入が安易になるなど
の医療の高度化が図られ、地域医療の供給の安定化などが見込まれ
ることとなりました。

　医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療
所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法第
39 条第１項の規定に基づき設立される法人です。医療法第 40 条
により、医療法人でない者は、医療法人という名称を使用してはな
らないことになっています。
　医療法人制度の創設当時は、「病院又は常勤の医師若しくは歯科
医師が３人以上の診療所」とされていましたが、昭和 60 年 12 月

の第１次医療法改正により、常勤の医師若しくは歯科医師が１人又
は２人のいわゆる「一人医師医療法人」の設立が可能になりまし
た。
　なお、平成元年から概算経費特例（措法 67）が改正され、医療法
人の年間における社会保険診療報酬等の金額が 5,000 万円を超え
る場合には、特例措置が適用不可となっています。
　さらに、平成 19 年施行の第５次医療法改正により、同年４月１
日以降、持分あり社団医療法人の新規設立ができなくなったため、
その施行前に、多数の持分あり一人医師医療法人が設立されました。
　平成 26 年３月 31 日現在では、全国の医療法人総数 49,889 法
人のうち、持分の定めのある社団医療法人は 41,476 法人ありま
す。

２．医療法人の基本形

　医療法人の最も基本的な区分として、「社団たる医療法人」と
「財団たる医療法人」があります。このうち、社団たる医療法人が、
全医療法人全体の大多数を占めています。平成 26 年３月末現在で
は、全医療法人のうち 99.2％以上が「社団たる医療法人」です。
　なお、医療法人の名称に、よく「医療法人社団」と使われていま
すが、これは「社団たる医療法人」であることを示しています。

３．社団医療法人

　社団たる医療法人（以下、「社団医療法人」といいます）は、病院又
は診療所等の事業を行うために「社員」が集まったもので、事業目
的遂行のための資金を拠出し、活動を行います。株式会社でいうと
ころの株主に当たる社員は、社員総会を通して意思表示をします。
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そのため、社員総会が医療法人の最高意思決定機関となります。
　社員総会では、決算・予算の承認や理事・監事を選出します。社
員総会で選出された理事は、社員総会からの委任を受けて医療法人
の運営を行います。医療法人の対外的な代表権は理事会で選出され
た理事長だけが持つことになります。

　社団医療法人は、出資持分の有無という観点から、「出資持分の
ある社団医療法人」と「出資持分のない社団医療法人」に区分する
ことができます。「出資持分のある社団医療法人」とは、出資者が
その出資持分に応じた払戻請求権を有する法人をいい、「出資持分
のない社団医療法人」とは、出資者が出資持分に応じた払戻請求権
を有しない法人をいいます。
　出資持分のある社団医療法人の場合には、社員の退社や法人の解
散時に、出資持分に応じた払戻請求や残余財産の分配を受けること
ができます。しかし、出資持分に応じた払戻を受けることにより相
続税や贈与税が課税され、出資持分の払戻をすることにより医療法
人の経営を圧迫する可能性があります。
　また、医療法人は非営利性があることとされているので、「持分
がある」という概念が相反するのではないかと問題視されてきまし
た。その結果、平成 19 年４月１日施行の改正医療法により、出資
持分の定めのある社団医療法人の設立はできなくなり、財産権を持
った持分の定めのある社団医療法人は当分の間、経過措置として存
続されることになりました。

４．財団医療法人

　財団医療法人は、「財産」が主体となります。そのため、評議員
会を設けます。モデル定款では、社団医療法人の社員総会と同等の

権限を持つよう定めており、理事及び監事は評議委員会において選
任することとなっています。理事は、寄付行為に則って寄付された
財産を事業の目的のために使用し、法人を運営することになりま
す。社団医療法人とは異なり、財産を寄付した者が持分を持つこと
はありません。

５．出資額限度法人

　出資額限度法人とは、持分の定めのある社団医療法人のうち、定
款において社員の退社に伴う出資持分の払戻しや、解散時における
残余財産分配の法人の財産に及ぶ範囲について、払込出資額を限度
とすることを明らかにすることを定めている法人をいいます。
　出資額限度法人は、持分の定めのある医療法人の一類型ですが、
医療法人の財産評価額や社員の出資割合に関わらず、出資持分の払
戻請求権及び残余財産分配請求権の及ぶ範囲が、その社員が実際に
出資した額そのものに限定される特徴があります。

６．基金拠出型医療法人

　持分の定めのない社団医療法人の一類型であり、定款の定めると
ころにより、基金制度を採用している法人を基金拠出型医療法人と
いいます。
　持分の定めのない社団医療法人は、「基金拠出型医療法人」と

「一般の持分の定めのない社団医療法人（基金なし）」の２種類に区
分されることになりました。
　基金拠出型医療法人は、基金の拠出者に対して返還義務を負うも
のとされています。また、基金拠出型医療法人は、「持分の定めの
ない社団医療法人」に限られるため、「持分の定めのある社団医療
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法人」や「財団医療法人」は基金制度を採用することはできませ
ん。さらに、特定医療法人、社会医療法人についても適用除外とな
りますので、これらの医療法人の認定や承認を受けようとする場合
には、基金を拠出者に返還し、定款から基金に関する定めを削除す
る必要があります。平成 19 年施行の第５次医療法改正で新たに導
入された類型であり、平成 19 年４月１日以降は、基金制度を採用
した基金拠出型医療法人の形態をとることが一般的となっていま
す。

７．特定医療法人

　特定医療法人とは、医療法で規定されている法人ではなく、租税
特別措置法第 67 条の２第１項に規定する税制上優遇を受けられる
特定された医療法人をいいます。昭和 39 年に創設された類型で、
社団医療法人でも財団医療法人でも承認対象となりますが、社団医
療法人の場合には、持分の定めのない社団医療法人（基金なし）で
あることが必要となります。
　特定医療法人となるための承認基準は厳格であり、病院の規模、
同族支配の排除と規制、診療収益の内容と報酬単価の制限等、公益
性の高いことを条件としているため、平成 26 年３月末現在でも
375 法人にとどまっています。

８．社会医療法人

　持分の定めのない医療法人のうち、医療法第 42 条の２第１項各
号に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより
都道府県知事の認定を受けたものをいいます。
　平成 19 年施行の第５次医療法改正において新設された類型で、

財団医療法人と一般の持分の定めのない社団医療法人（基金なし）

が認定の対象となります。
　社会医療法人の認定要件は厳格ですが、認定を受けると、本来業
務である病院、診療所及び介護老人保健施設から生じる所得につい
て法人税が非課税となるとともに、直接救急医療等確保事業に供す
る資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になるなどの税
制上の優遇措置を受けることができます。
　また、医療法第 42 条の２第１項柱書に定める収益事業を行うこ
とも認められます。

９．特別医療法人

　特別医療法人とは、旧医療法第 42 条第２項に規定されていた収
益業務を行うことができる法人でしたが、平成 19 年施行の第５次
医療法改正により、社会医療法人が創設されたために廃止となりま
した。平成 24 年３月 31 日をもって特別医療法人数はゼロとなり、
制度自体も廃止されました。


