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Ⅰ　所得税の基本論題と派生問題
Ⅱ　法人税理論の新展開
Ⅲ　消費税の根本問題
　　－支出税との関連において－

Ⅰ　所得税の基本論題と派生問題
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  （1）　総説
  （2）　所得控除制度
  （3）　給与所得者控除制度
　2　財政学的説明
（二）　所得課税とは
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　2　課税単位の問題
（三）　累進税率構造と公平
　1　累進税率構造
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  （2）　単年度税制であること
  （3）　総合課税か分類課税か
　2　技術的問題点
  （1）　インフレ調整
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  （3）　帰属所得
  （4）　キャピタル・ゲイン
　3　税制を通ずる問題点
 　（1）　租税特別措置
 　（2）　税額控除の制度

（五）　所得税の納付
　1　確定申告と予定納税
 　（1）　予定納税
 　（2）　確定申告
　2　源泉徴収制度
　3　青色申告
　4　不正防止の制度
 　（1）　決定または更正決定
 　（2）　不服処理
 　（3）税務署による差押、公売

（一）　所得とは
　所得税と法人税とをあわせて収得税とよぶこと
もあるが、人または人々の嫁得する所得に対する
課税であって、直接税の代表的なものである。
こゝで人というのは、個人のことつまり一人の人
のことであり、人々というのは法人のことであ
る。法人とは複数の人々からなる組織体だからで
ある。個人所得税のことを個人という語を略して
所得税といゝ、法人所得税のことを法人の語を略
して法人税とよんでいるのである。そして直接税
とは、税を負担する人と、その税を義務として納
税する人とが同一であるように構成された税のこ
とを総称しているのであって、所得税、法人税、相
続税等がこれに当たる。
　所得税をヒトに対する課税とし、酒税やたばこ
税のように物品に対する税をモノに対する課税と
いう説明をする学説もある。これは常識的には分
かりやすい説明方法であるが、ヒトに対する課税
というのは、人頭税のように人そのものに対する
課税であると考えるべきであって、古くからあっ
た人頭税、現代の社会で言えば、一人あたり○○
円という住民税がヒトに対する課税である。所得
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税は人の嫁得する所得（金錢）に対する課税であ
るから、ヒトに対する課税とする説明は適当でな
い。税金というものはどのような構成をとるにし
ても、結局は人間が払うのであって、物品や動物
が支払うわけではない。
　現代社会において所得税は最も重要な税制であ
り、基幹税とよばれるものである。平成11年の
わが国の現状において、所得税が国税収入の約
32％をしめている。法人税は21％強であって両
税で国税収入の53％をしめる。この割合は不況
下のものであって、もっと大きな割合をしめる時
期も多かった。所得税は最重要な税種である。
　このように重要な租税であるが、租税の歴史の
上で見ると所得税の歴史は、比較的新しい。世界
で最初に所得税が導入されたのは、1799年に英
国においてナポレオン戦争の戦費調達のために、
時の首相ウィリアム・ピット（W. Pitt）が導入
した。わが国においてはずっとおくれて明治20
年（1887年）、海軍の建艦費用を賄うために導入
された。どちらの場合も、現在の所得税の制度と
は、かなり違ったものだが、所得税の制度は、紆
餘曲折を経た後、現在では世界各国において、租
税システムの中で最重要なものになっている。こ
れは資本主義の発展過程において、「所得」が租税
負担能力を単的に表現しているものであり、所得
を指標として課税することが最も公平であると次
第に考えれらるようになってきたからである。

　所得とは何かということを説明するのは、かな
り難かしい。常識的に言えば、サラリーマンの場
合、月給である。しかし月給は収入であっても所
得ではない。所得とは、所得税の対象とされる金
額であり、現代社会での実情から言えば、賃金ま
たは利潤であると理解しておいてよい。憲法が租
税とはどういうものかを何ら定義することなく、
納税の義務を規定しているように、所得税法で
も、所得とは何かという定義を下すことなしに、
所得税の計算方法を規定している。以下少し正確
に所得とは何かということを説明しよう。

1．　税法学的説明
（1）　総説
　所得とは次の式によって計算される。
収入－必要経費＝所得---①

所得－所得控除額＝課税所得---②
　①式にしめすように、収入から必要経費を差し
引いたものが所得である。必要経費とは収入を得
るために必要な経費ということである。小売商の
場合を考えてみよう。自動車製造工場から1台80
万円で自動車を仕入れたとする。それが必要経費
（売上原価）となる。この自動車を100万円で売っ
たとすれば、100万円が収入（売上）となる。差
引20万円がいわば利益であり、所得になる。この
例で分るように、収入から必要経費を差し引くと
言っても、収入があって、それから必要経費が差
し引かれるのではなく、必要経費が先に支出さ
れ、必要経費が支出されたからこそ収入が得られ
るという関係にたつものである。実際の取引にお
いて、必要経費は単に仕入れ原価だけでなく人件
費その他の付随的経費もふくまれるので、どのよ
うなものが必要経費となるかという判断をするた
めに会計学が存在し、また別途、税務会計という
制度も存在するのである。
　次に②式にしめされるように、所得からは所得
控除額というものが差し引かれて、課税所得が計
算される。所得というのは、一般的に計算された
課税対象となる金額であるが、人にはそれぞれ個
人的な生活事情が個別的に存在する。扶養すべき
子供のいる人といない人では所得は同じでも、担
税力は違うだろう。同じように大病をして医療費
を沢山使わざるを得なかった人は、担税力が著し
く減少するだろう。このように担税力の減少する
個別的な事情を考慮して設けられているのが、所
得控除の制度であり、基礎控除をふくめて現在15
種類の所得控除が制度化されている。
　この所得から所得控除額を差し引いたものが、
課税所得とされる。課税所得とは、それに税率を
かけると税額が算出されるもので、学問的には課
税標準（課税ベース）と言う。このように、所得
税の課税標準は、「所得」ではなく「課税所得」と
して構成されている。これは法人税とは著しく違
う所得税の特色である。法人税においては、（法
人）所得がそのまゝ課税標準とされる。法人につ
いては、個別的な担税力の減少に配慮する必要が
全くないからである。もっとも、法人についても
税額を政策的に減少させたいときは、租税特別措
置法でもって、所得計算そのものに変更を加える
こととしているために、特に課税所得という概念
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を構成していないのである。

（2）　所得控除制度
　所得とは何かという説明のために、所得控除の
制度は極めて重要な意味を持つので、それぞれの
所得控除制度の意味を説明しておこう。
①　雑損控除　　火災にあったとか、盗難・横領
にあった場合の損害を控除するものである。火
災や天災については、別途、納税猶予や、場合
によっては免税の措置もとられる。
②　医療費控除　　医者にかゝるということは通
常の場合は、一般的なことで家事関連費であ
る。しかし著しく大病をして医療費がかさんだ
場合には大きな負担となる。現在の制度では、
年間10万円を超える医療費については、超えた
額について控除を認めている。
③　社会保険料控除　　医療保険、年金等の掛金
が所得から控除されるが、国が強制する社会保
険料は全額控除となるが、その他の場合には限
度額が定められている。
④　小規模企業共済掛金控除　　社会保険料の一
種とみなして控除される。
⑤　生命保険料控除　　生命保険も一つの社会保
険とみなして一定額まで控除される。無闇に多
くかけても認められない。
⑥　損害保険料控除　　生命保険と同趣旨のもの
であるが、3000円までしか控除されない。この
ような制度はむしろ廃止してさしつかえないも
のであろう。
⑦　寄附金控除　　社会的に意義あると認められ
る寄附金について、一定額以上、一定額までの
範囲で控除される。
⑧　障害者控除　　以下の諸控除は、人的控除と
よばれる制度である。障害者控除は、障害者の
生活上の不利益に配慮したもの。
⑨　老年者控除　　65才以上の納税者に50万円
の控除があるが、1000万円を越える所得のある
老年者には適用されない。
⑩　寡婦（寡夫）控除　　配偶者を失なった者へ
の社会的配慮としての控除である。
⑪　勤労学生控除　　学生といえども所得があれ
ば課税されるが、特別に配慮される。
⑫　配偶者控除　　通常共働きでない世帯が多い
から、配偶者につき38万円を控除する。70才を

超える配偶者については48万円。
⑬　配偶者特別控除　　この制度は、昭和62年9
月の税制改正によって導入された特殊な制度で
ある。家事専業主婦と共働き主婦との関係や、
サラリーマン家庭と事業者家庭における主婦労
働との関係を考えて設定された。主婦労働が必
要経費として控除される個人事業との関連であ
る。
　　現行の所得税制では、主婦がパートタイム労
働で得る収入が、103万円を超過すると夫が配
偶者控除が受けられなくなる。そして夫の税と
妻の税とがそれぞれに課税される。これは現在
の所得課税が個人単位に行なわれており、後で
述べるような世帯単位課税ではないから、当然
に起る結果である。しかし、このために家計と
しての収入は、妻が働くことによって逆に減少
するというケースが生じた。このため103万円
を超える収入を妻が得るならば、妻は働くこと
をやめなければ損であるということになった。
この対策として、103万円を超過すると夫の扶
養家族からはずれて独立した納税者になるが、
38万円の配偶者控除は復活して認めるという制
度になった。これを配偶者特別控除というので
ある。しかし38万円の配偶者控除がそのまゝ復
活するのではなく、103万円を超える妻の所得
金額が増加していくにつれて、この38万円の配
偶者特別控除額は逓減していく消失効果があっ
て、141万円（103万円＋38万円）で0となるよ
うに構成されている。
　　この制度の創設によって、サラリーマンは、
農民や事業所得者に比べて税制上非常に不利で
あるといういわゆるクロヨン議論は、相当に改
善されたとみることができる。
⑭　扶養控除　　原則として1人につき38万円が
控除されるが、年齢が16歳以上　23歳未満の扶
養家族がある場合、これを特定扶養親族として
1人25万円が加算される。これは、高校生及び
大学生の学齢を考慮したものである。また70才
以上の老人扶養親族にも同居の場合20万円、別
居の場合10万円が加算される。故郷に老親をお
いて都会で働いている人にとっては、同居老親
を扶養する場合以上に経費負担は重いであろう
から、この制度は奇妙と言うしかない。加算額
を区別している理由がない。
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（3）　給与所得者控除制度
　わが国は企業国家といわれる。沢山の産業を会
社がさゝえている。会社は法人税を払いサラリー
マンには月給を払う。サラリーマンは、その月給
から所得税を払うというが、所得税は天引きされ
る。これを源泉徴収制度という。サラリーマン
は、税を完全にとられているが、申告納税をして
いる人々は、そうではないというところに、サラ
リーマンの不満があった。給与所得控除という制
度は勤労所得控除（1913年、大正2年）に由来す
るものであったが、このような不満に答えて、昭
和62年の税制改正によって、相当大巾に引き上げ
られることになった。そしてその結果として、む
しろ最近は給与所得控除は大きすぎる、日本の所
得税の課税最低限は、諸外国と比べて極めて高い
という意見もきかれるようになった。
　給与所得控除は、今まで述べてきた各種の所得
控除の一つではない。課税所得を計算するための
②式にふくまれる控除ではなく、所得を計算する
ための①式にふくまれるものである。控除という
名称がついているが、必要経費にあたるもので、
「課税所得」を計算するためのものではなくて、
「所得」を計算するためのものなのである。
　従前、給与所得控除が比較的少なかったときに
は、サラリーマンにも必要経費を認めよという声
が非常に高かった。それは必要経費というより、
家事関連経費までを必要経費とせよという議論ま
でふくまれていた。サラリーマンは労働力を売っ
ているのだから、労働力の再生産に必要な経費を
すべて認めよということのようであった。
　現在は、給与所得控除にかえて、サラリーマン
にも特定支出を必要経費として認める制度が実施
されているが、利用者はほとんどいない。給与所
得控除を受ける方がはるかに税額が少くてすむか
らである。サラリーマンに必要経費として実額控
除が認められているのは次のようなものである。
　通勤費　　通勤に通常必要な費用に限る。
　転任に伴う引越費用　　これらは会社が負担す
るのがわが国の実情であるから、この制度の利用
者はいないだろう。
　研修費・資格取得費　　いわゆる勉学に必要な
経費である。
　単身赴任者の帰宅旅費
　必要経費の実額控除という制度は、給与所得控

除に加えて認められるのではない。外国には、給
与所得控除に加えて特別の必要経費控除を認める
制度のあるところもある。
　給与所得控除の計算方法は次のとおりである。
給与収入に対して一定の控除率が設けられてい
る。控除額は給料が多くなるほど増えるけれど
も、累増的でも比例的でもない。給与所得の少な
い人に有利にできている。

　以上のような給与所得者控除の制度は、通常は
給与所得控除とよんでいるが、どのような意味を
持つ制度なのであるか。今までの説明では、必要
経費でもない、所得控除の一種でもないヌエ的な
制度と受けとられたかも知れないが、制度の意義
は通常次のように説明されている。これは政府の
公式見解ではないが、それに近いものであって多
くの学者も認めているものである。
　①　必要経費の概算的な控除である。給与とい
う所得源泉に着目し、租税負担能力を考慮し
てつくられた制度である。

　②　他の所得との担税力の調整である。給与所
得には、事業所得のように相続とか、事業継
承できる性質はないので、担税力補充相当額
を配慮しなくてはならない。

　③　他の所得との所得捕捉率の格差を調整する
ものである。給与所得は、農業所得などと
違って把握される割合が高いから、税負担軽
減分を考慮すべきである。

　④　源泉徴収によって先取りされるから、少な
くとも、利子相当分は減額されなければなら
ない。

　以上のように給与所得控除という制度は理解さ
れているのであるが、これを私なりに総合してみ
ると次のように言えると思う。
　サラリーマンは、停年退職によって職を失なう
運命にある。たとい年金がつくとしても、老後生
活の保障のために、サラリーマンの給与所得に

給与収入 控 除 率
最低　65万円

180万円以下の部分 40%
360　　〃 30%
660　　〃 20%
1,000　〃 10%
1,000万円超の部分 5%
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は、ある程度は貯蓄ができるように配慮した課税
姿勢が必要である。老年になって仕事ができな
くなるということは、万人共通のことかも知れな
いが、強制退職させられるというのは、サラリー
マンの悲しい宿命なのである。

2　財政学的説明
　所得とは何かということを、経済学者や財政学
者は古くからいろいろと考えてきた。所得税法
は、その思想が十分に固まらないうちから実施を
されたわけだが、現在では、財政学的に所得とは
何かということは、ほゞ一致をみている。それは
ある期間、実際は1年間における経済力の増加分
という考え方であるが、去年100万円の収入が
あった。今年は110万円の収入があった。だから
10万円という増加額が今年の所得である、という
のではない。次の式で表現されるものである。
　資産の増加額＋消費額＝所得
　かりに100万円の嫁得があったとしよう。その
うち80万円を生活費その他で消費したが、残っ
た20万円は貯蓄した。この100万円を所得と考え
る考え方である。現代の所得税制では、既に述べ
たように、この100万円がすばり課税対象になる
わけではないが、このような所得概念を純資産増
加説とよぶわけである。これはシャンツ＝ヘイグ
＝サイモンズの概念と呼ばれていて、長い間の所
得概念論争の結論として得れられたものである。
　この所得概念では、月給のように毎年間違いな
く入ってくる収入も、宝くじに当ったような例外
的、一時的な収入もすべて収入として所得概念を
構成することになるので、包括的所得概念と言わ
れている。つまり所得の源泉を一切考慮に入れな
いわけである。
　これに対して、所得源泉説とか、周期説とかよ
ばれる所得概念構成論がある。これは周期的ある
いは反復的に得られる収入だけを所得とする考え
方なので、宝くじに当ったようなものは所得とは
見ず、従って所得税の対象とは考えない。源泉説
は、農業が主たる産業であった時代に、果樹は決
して切らずに、毎年実を結ぶ果実のみを収穫とし
ていた頃の考え方からきた思想だとされる。現在
のわが国の所得税制で、後に述べるように所得は
10種類に分類されるが、純資産増加説でもってす
ればすべての所得が説明できるが、源泉説で説明

するとすれば、5、6種類の所得についてしか説明
できないことになる。利子所得とか配当所得、事
業所得、不動産所得、給与所得及び雑所得のうち
の年金については、源泉説で説明できるけれど
も、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得及
び年金以外の雑所得については、経済力増加説で
ないと、説明できない。経済力増加説で説明すれ
ば、10種類の所得についてすべて説明できるわけ
であって、現代の所得税制はこの純資産増加説
（経済力増加説）によっているということができ
る。つまり源泉説というのは歴史的な学説であっ
て、今日では通用しないということである。また
一方で経済力にしろ、純資産にしろ、増加という
表現だけでは内容を十分に説明していないことも
分るだろう。
　また所得ということは、利益にかなり近い概念
ではあるが、利益とも全く違う概念であることも
明らかであろう。

（二）　所得課税とは
　収入から必要経費を差し引いたものが所得であ
ると言っても、また自己の裁量で自由に消費する
こともできれば貯蓄することもできる所持金が所
得であると言ってみても、世の中の所得や必要経
費には実にさまざまな種類がある。つい最近まで
は、勤労所得は血と汗の結晶だから軽課に、不労
所得には重課をというような区別思想があった。
いわゆる労働者の賃金と、重役の報酬とは性質が
違うと考えたわけである。現在はそれらを給与所
得一本としてとらえ、本質的に区別しない。それ
は所得税の累進課税が相当にきびしく、高額所得
者には高額の所得税がかかっていたからであろ
う。このようなやり方も、現在のように累進税率
が最高37％どまりで、10％、20％、30％のわずか
4段階に簡素化されてしまうと、やはり相当に反
省されてよいと思われる。

1　所得の分類
　所得を現在の税法で10種類に分類しているの
は、所得税が累進税率構造を持っているからなの
ではない。所得を分類するのは、収入の種類に
よって、必要経費が全く異っており収入が同じで
も必要経費が違えば、所得が全く違ってくるから
である。そこで収入の性質に応じて所得を分類



－30－

し、必要経費の額を算定する方法を合理的に定め
れば、課税対象となし得る適当な所得額が計算で
きることになる。こうなれば、勤労所得軽課、不
労所得重課といった区分をしなくても、妥当な結
果が得られるのではないかと考えられるわけであ
る。銀行預金の利子は、不労所得だからうんと重
い税率を課すべきだと考えなくても、利子所得に
は必要経費はないとして、利子は全額が課税所得
となると考えて課税すればよい。
　収入を得るための必要経費が、収入の種類に
よって異なることを予想し、所得計算を合理的に
行なうために、税法は所得を次の10種類に分類し
た。所得の分類によって、税率を別にしようとい
う意味で分類したものではない。

①　利子所得　　預貯金、国債などの利子という
所得

②　配当所得　　株式や出資に対する配当金とい
う所得

③　事業所得　　商工業や農業などの事業によっ
て得られた利益に相当する所得

④　不動産所得　土地や建物を貸して得られた利
益に相当する所得

⑤　給与所得　　賃金、給料、歳費、賞与などか
ら給与所得控除をして計算され
た所得

⑥　退職所得　　退職金に対する所得
⑦　譲渡所得　　土地、建物、ゴルフ会員権など

を売った場合の利益に対する所
得

⑧　山林所得　　山林の立木を売った場合の利益
に対する所得

⑨　一時所得　　クイズの賞金とか生命保険の満
期返戻金に対する所得。これら
の嫁得は、労働の対価でないも
のである。

⑩　雑所得　（イ）営業でない原稿料収入などの
所得。これらの嫁得は、労働の
対価である。

           （ロ）　年金、恩給に対する所得
　以上のように所得を分類して計算し、それらを
すべて合計して課税するのを総合課税と言い、分
類した所得ごとに課税するのを分類課税と言う。
現在の税制は、総合課税を原則とするが、利子、

配当、譲渡、山林、退職等の所得については、分
類課税である。かなり分類課税も多いので、総合
課税を原則とすると言いにくいような状況になっ
ている。

2　課税単位の問題
　課税単位とは、所得税を個人に対して課税する
か、世帯に対して課税するかという問題である。
課税単位の問題は、現在では所得税に関してだけ
の問題であるが、法人税についても既に連結決算
ということが話題になっている。親会社と子会社
の決算を別箇にするのでなく、合計すべきである
とするのが連結決算の思想であるが、この方法が
法人の税務会計にも取入れられることになれば、
法人税に関しても課税単位の問題が生ずることに
なる。
　課税単位の問題については、ロシヤのピョート
ル大帝（在位1682～1725年）の時代に面白いは
なしがある。当時のロシヤでは、世帯単位に課税
が行なわれていた。人口がどんどん増えているの
に、一向に世帯数は増えない。当時のロシヤは大
軍備拡張時代で、財政需要は熾烈なるものがあっ
た。しかし人々は税金の増えることを恐れて、人
口がいくら増えても大世帯をつくることにして世
帯数を増やさなかったのである。世帯調査を行
なって、この事実を知ったピョートルは愕然とし
た。そして敢然として課税単位を個人単位に切り
換えた。300年以上も前のはなしであるから、所
得税のことではなく、人頭税と地租に当たる収穫
物に対する課税であったが、個人単位課税とすれ
ば、人口増加に応じて、税収は増えるはずであっ
た。ピョートルの改正に対して、農民も頑強に抵
抗した。今度は子供が生れても登録しない、戸籍
のない闇人口が増えることになって、納税対象と
なる人口数は一向に増えなかった。皇帝側は止む
なく対抗手段を考えた。それは人の死亡を認めな
いという乱暴なことであった。
　死人をいつまでも生きている者扱いして課税対
象としたのである。このためにロシヤでは、「死せ
る魂」とか「生ける屍」と言った言葉が生れたと
言われる。ヨーロッパでは教会が徴収していた人
頭税も、ロシヤでは軍隊が徴収していたというよ
うに、軍を先頭にたてての徴税作戦が行なわれ、
軍事大国ロシヤがヨーロッパに対抗する勢力とし
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て出現したという歴史物語である。当時は所得税
という税制はまだ出現していなかったけれども、
地租や人頭税というものは、現代の所得税に相当
する社会的機能を持っていたのである。
　現在、所得税の課税単位について議論が行なわ
れているのは、主にアメリカであり、ヨーロッパ
ではフランスなどである。それはどういう議論か
というに、夫婦共稼ぎの場合に夫は夫、妻は妻と
いうように別々に課税するか、一つの世帯とみて
課税額を夫と妻に按分するかということである。
いずれにしろ、所得税が累進税率構造を持ってい
るところから起る現象である。
　夫が年間1000万円の所得、妻が400万円の所得
がある場合、課税単位を個人とすれば、それぞれ
に課税される。累進税率を1000万円で30％、400
万円で10％と仮定しよう。夫の税は300万円、妻
の税は40万円、合計で340万円である。これを世
帯単位に課税するとすれば、いくつかの計算方法
が考えられるが、先ず次のようなことになる。
①　夫婦合計1400万円の所得に対し30％で課
税する。税額は420万円。これを二人で負担
する。夫の負担分300万円、妻の負担分120
万円となる。

②　夫の1000万円は妻と共同で得たものと考
え、夫500万円、妻500万円の所得とみる。
妻の400万円も同様に夫200万円、妻200万
円とみる。夫700万円、妻700万円の所得と
して税率20％をかける。夫の税額も妻の税
額も140万円で合計280万円の税額となる。
これを2分2乗方式というが、個人課税方式
と世帯課税方式の折衷的なものである。

③　妻の所得は比較的少ないので、夫の所得に
合算する。①と同じく夫婦合計の税額は420
万円であるが、この場合は夫1人で負担す
る。

　このようにいろいろの考え方があるが、2分2乗
方式はフランスで実行されており、アメリカで
は、独身者が二人で生活しても、あるいは夫婦と
いう形式で二人で生活しても、税額は変ってはな
らないという結婚中立的税制という思想が強く主
張されている。結婚ということによって税金に変
化があってはならないという考え方も、社会生活
のあり方が日本とはかなり違うところからくるの
ではないか。

（三）　累進税率構造と公平
1　累進税率構造
　現在の所得税は、累進税率構造をもっている。
これは課税の原理で言うと能力説を背景としたも
ので、能力説は、所得が多ければ多いほど租税負
担能力を有すると考える。一定の比例税率で課税
すれば、所得の多いものほど税額も多くなるが、
それは同一割合であるから、それだけでは十分で
ないという考え方にたつものである。これが、「担
税力あるところ課税あり」という考え方であっ
て、財政需要の極端に増えている福祉国家に必要
な所得税制は、これでなければならぬと考えられ
ているものである。
　累進税率と言っても、全額累進税率というのと
超過累進税率というのがあるが、現代はすべて超
過累進税率でなければならぬと考えられている。
この相違を実例で説明しよう。
　100万円まで　10％
　100万円超　200万円まで　20％　　という二つ
の累進税率があった場合、200万円の所得者に対
し、全額累進税率では、200万円×20％＝40万円
の税額となるのに対し、超過累進税率では（100万
円×10％）＋｛（200万円－100万円）×20％｝＝
30万円という税額になる。全額累進税率では、税
率の変更する境目のところで、この設例では所得
100万の人と101万円の人の税額が10万円と20万
2千円というとんでもないことが起るわけであっ
て、今は、累進税率と言えば超過累進税率をさす
ことになっている。平成11年現在の所得税の累進
税率構造をグラフ化すると次のような図になる。

　現在の累進税率構造はブラケットがわずか4段
階で極めて簡素化されているが、これは世界的な
所得税累進税率の緩和傾向に加えて、不況対策と
して所得減税を実施した結果である。しかし所得
税減税にかわる消費税の拡大等の税制改正は行わ

税率
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れていないので、所得税制はかなり弱体化してい
るという印象を拭い得ない。もっとブラケットの
数も増やすべきであろうし、最高税率も超高額所
得者に対しては低過ぎると思われる。

2　公平の問題
　所得というものが、担税力の指標として最も確
実なものであり、超過累進税率を適用する所得税
という税制が、最も理想的な税制と考えられてき
た。もっともその前提として、納税者が正直に申
告するということがあるのだけれども。最近に
なって、申告が十分正確ではないというところか
ら、この所得税中心思想にも反省がみられるよう
になった。しかし租税は公平でなければならぬと
いう租税原則の公平とは、累進税率による課税の
実現こそ公平ということだと考えられてきた。こ
の思想を明確にしたのがアメリカのマスグレーブ
であった。
　課税の原理として、なぜ租税をとることができ
るか、なぜ納税をしなくてはならぬかというwhy
の問いかけに対して、租税はどのように課税され
るべきかというhowの租税原則の筆頭に常に公平
ということが擧げられてきた。しかしこの公平の
観念の内容は、課税の原理が応益説から応能説に
とかわってくるのと連動して、比例的から累進的
へとかわってきたのである。いわば公平観念の進
化であり、equalityからequityへの進展であっ
た。
　先に本誌において課税の原理について述べたと
ころをこゝに再説すると、マスグレーブは、累進
税率によって租税負担を求めることを公平と位置
づけ、いわばこの公平を神様として祭ったのであ
る。そしてこのことを垂直的公平と名付けたが、
それは上下間の公平という意味で、所得の多い者
（上位者）と少ない者（下位者）の間の公平という
ことこそ、眞の公平というものだと考えたのであ
る。この考え方に多くの学者が共鳴した。そして
垂直的公平が確保されれば、所得の同じ者には同
じ税額をという課税関係も確保されると考えた。
このことを水平的公平、つまり横ならびの公平と
よんだのであった。水平的公平とは、垂直的公平

けい

を公理として設定した場合の系にあたるものであ
る。
　現在のわが国においては、所得税は不公平な税

であるといった議論、これは業種別の所得把握率
が極端に違うというような議論であるが、クロヨ
ン論議とよばれるこの種の議論から、水平的公平
ということが、消費税導入の理論的根拠であるか
のように説明されるようになった。マスグレーブ
の言った水平的公平は、所得の同じ人には同じ税
額を、ということであったが、今、日本で言われ
ている水平的公平は、同じ支出額には同じ税額を
という消費税むけの議論である。
　所得税はまことに重要ですぐれた税の制度であ
り、この税の実行のためにまだまだ沢山の制度や
方式が必要であるが、それらの説明に先だち、
こゝで所得税の重要な問題点を解説することとし
たい。こうすることによって、税制というものが
本質的にいかに難しいものであるかということが
理解できるからである。

（四）　所得税の問題点
1　本質的問題点
　所得税という制度に内在する基本的な性質で
あって、これは所得税制そのものを改善すること
によって改められるという性質のものではない。
いかなる制度にも長所、短所があるが、以下に
かゝげるのはいわば所得税という税制の短所と考
えられるものである。

（1）　所得は隠されたがる
　人々は自分の所得（嫁ぎ）を隠したがる性質を
もっている。戦争のように人々が愛国心に燃えて
振いたつときは、進んで納税する傾向も出るが、
所得税は一般的に人々は納めたがらない。それが
まして自己申告ということになると、完全で正確
な申告を期待する方が無理である。このような観
点から、所得税よりは支出税がすぐれているとい
う意見は古くから存在した。プライバシーという
ことは、いろんな内容をふくんでいるが、所得は
その最たるものと考えられている。

（2）　単年度税制であること
　国の財政は一年を単位としている。所得税も1
年という期間を単位に計算される。比例税率なら
問題は生じないが、累進税率では必ず問題を生ず
る。例えば同じく5年間で3千万円の所得をあげ
た人AとBがあったとする。Aはそれを5年のうち
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1年で嫁いだ。Bは毎年平均的に嫁いだ。この場合
の税額の差は明らかである。
　　A　3000万円×37％＝1,110万円
　　B　（600万円×20％）×5＝600万円
　このように累進税率による課税は、本質的に不
公平さを持っている。支出税という構想は、生涯
所得に対する課税を前提とするので、この点でも
所得税よりはるかに公平であるとする意見があ
る。

（3）　総合課税か分類課税か
　所得はその性質によって必要経費が違うので、
現代の税制では10種類に分類されているが、分類
された所得がそれぞれに計算されても、それらを
すべて総合合算して一つの所得として累進税率を
かけるのを原則としている。これを総合課税方式
というが、このようにするのは、税額を大きく確
保するためである。このことが適当かどうかは、
所得税制の基本問題である。実情としては、利子
所得のように総合されず、別途課税されるものも
あれば、山林所得のように五分五乗方式という計
算方法で個別課税されているものもある。五分五
乗というのは、山林所得を5つに分割し、それぞ
れに税率をかけ税額を合計するもので、分割しな
い場合よりも税額はぐっと少なくなる。山林所得
という一どきに生ずる所得を、5年間にわたって
生じたものと仮定して計算するわけである。実情
としては、山林は20年なり30年なり育成しない
と伐採できないので、山林所得は何年かに一度発
生するものである。
　総合課税か分類課税かということは、財政事情
や社会事情を考慮して決められるべきで、一つの
制度としてどちらかを永久的に採用できるものだ
と考えてはならぬだろう。

2　技術的問題
　以下は課税技術的な問題として、所得税に関し
て一般的に議論されているもののうち重要なもの
である。
　　
（1）　インフレ調整
　累進税率はそれ自体が正当に構成されていて
も、少しでもインフレが進行し貨幣価値の下落が
起れば名目的所得が増加して、適用されるブラ

ケットが上位にすゝむということが起る。このこ
とをブラケット・クリーピングと言うが、税の自
然増収ではなくて自然増税である。このことを避
けるためには、所得税法は毎年インフレ進捗に見
合わせて改正を検討すべき宿命を持っている。

（2）　現物給与（フリンジ・ベネフィット　fringe
　benefit）
　フリンジ・ベネフィットとよばれることが多い
が、フリンジ・ベネフィットとは境界線上の利益、
曖昧な利益というような意味で、フリンジとは本
来、「ふち」とか「へり」とかいう意味で、婦人
の帽子のつばのヘリ飾りのことを指す言葉であ
る。これはサラリーマンが正規に受ける月給（金
錢）のほかに、各種の便宜供与や現物を支給され
ることがある。これを課税上どう取り扱うかとい
う問題である。例えば、お昼時に会議があったと
き、お弁当を支給されたとか、役員になれば、通
勤に社用車を提供されているとかの場合、これを
課税上どう扱うかということである。抱括所得の
立場にたてば、すべての便宜供与を金錢に換算
し、給与に加算すべきであると考えられるが、社
会の実情としてそのようなことは繁に耐えない
し、また小額であって実費弁償的な性格のものも
あるし、そこでこれらの扱いは、国税庁通達に
よって「現物給与の取扱い」としてかなり細かく
規定されている。例えば、従業員がかなり安い家
賃の社宅に住んでいても、時価との差額に課税さ
れることはないが、役員が安い社宅に住むことは
認められないというようなことになっている。
　しかし世の中に起るあらゆる現物給与の取扱い
が、すべて通達で律せられるわけのものでもな
い。例えばいゝ業績をあげた社員に一般的な賞与
（金錢）のほかに、特別に時価300万円の自動車が
与えられたとしよう。その自動車を時価で賞与に
合算するか、卸価格で合算するか、あるいは社用
車の特別私用を許されたものとして何年かに分割
して経費計算をするか、細かい問題は沢山残るわ
けで、これらは個別に解決しなければならない問
題点である。

（3）　帰属所得
　ある人が自分自身のために働く。例えば庭師を
よんで庭の手入れをすれば10万円かゝるところを
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自分でやった。また妻が夫のために働く。クリー
ニングに出せば4000円かゝる背広のクリーニング
を妻が行なった。これらのことを帰属所得とい
う。抱括的所得の立場を貫ぬくとすれば、すべて
金錢に評価して課税すべきということになる。し
かしこれはあまりにも理論だおれのはなしであっ
て、課税の対象として考慮すべきことではない
が、家賃のことに関して、帰属所得に課税せよと
眞剣に議論している人々もいる。帰属家賃に課税
しないと持家の人と借家の人との間に不公平が生
ずるという考え方であり、これらの考えの人は、
少なくとも借家の人には、家賃控除をすべきだと
考えている。
　この帰属所得に関して課税するということは、
実務上とてもできないことであるが、理論上も、
持家の人は建設費用や維持費を払っているし、毎
年固定資産税を払っているわけだし、借家の人は
それに代るものとして家賃を払っているのだか
ら、帰属家賃に課税せよという意見は理論的にも
正しくない。家賃の支払ということは、所得処分
（家事関連費）であって所得控除の議論とはなら
ないわけである。たゞ、帰属所得にもいろいろあ
るから、実務上は無理としても理論的には課税す
るのが正しいというようなものがあるかも知れな
い。

（4）　キャピタル・ゲイン（capital　gain）
　キャピタル・ゲインとは、資本財による利得の
ことで、例えば持っている土地が値上りした、株
式が値上りしたというような値上り益のことであ
る。この場合、値上りしただけでは、所有物の財
産価格が増えただけだが、これを売って実際に値
上り益を現金として入手すれば、あきらかに財産
が増えることになる。前者の場合を未実現のキャ
ピタル・ゲインといい、後者の場合をキャピタル・
ゲインの実現という。抱括的所得の立場からは、
両方の場合とも課税せよということになるが、所
得税の実際としては、後者の場合だけ譲渡所得と
して課税されている。法人税の場合には、保有株
式の値上りは、時価として評価されることになる
ので、未実現のキャピタル・ゲインにも課税が行
なわれているわけである。たゞし、保有土地につ
いては、再評価が全く行なわれていないので、未
実現のキャピタル・ゲインには全く課税されてい

ない。
　このように未実現のキャピタル・ゲインに課税
しないでおくと、所有者は課税をおそれて、いつ
までも資産を手放そうとしない、つまり売らない
傾向が生ずる。このことを、ロックイン・エフェ
クト（資産の封鎖効果）とよび、市場の効率性を
害するので課税することが必要であると説く人が
あるが、統計的に実証された事実でもないし、あ
まりに窮屈な理論だおれのように思われる。個人
の所得税に関して、未実現のキャピタル・ゲイン
に課税せよというは、無理な議論であろう。
　次にキャピタル・ゲインということを狭義に用
いる場合には、株式の売買益のみをさすことが多
い。株を1000円で買って、1500円で売れば、500
円儲かるわけで、これに対して課税するのは、至
極当然のように思われるが、奇妙なことに、わが
国ではむしろ課税されない時期が多かったし、課
税されても部分的であった。年50回以上取引し
た場合に限るといったようなことである。
　現在は課税されるようになっているが、長らく
課税されなかった理由としては次のようなことが
言われていた。
①　投資市場を育成し、産業を活性化する必要
があること。

②　株式売買益に課税する以上、売買損にも減
税しなくてはならず、実質課税としての意
味が少いし、徴税事務も大変である。

③　株式の売買には投機的色彩も強く、そのよ
うな場合の売買益は決して国富そのものの
増加を意味せず、その裏には売買損が存在
しているから、課税には適しないこと。

　以上のことは、一応の理論であるが、抱括的所
得の立場をとると否とにかゝわらず、株式の売買
益は商品の売買益と全く同様の経済行為（仕入
れて利益を得て売ること）であるから課税するの
が正当である。株式売買益が非課税のまゝ長らく
放置されたのは政治的な理由によるものであろ
う。

3　税制を通ずる問題点
　以下のことは、所得税にかぎらず税制を通ずる
問題点と言えるものである。
（1）　租税特別措置
　特定の政策を実現するために、特別措置として
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減税したり、増税したりすることを言うが、減税
の場合が圧倒的に多い。そして特別措置は所得税
に関してよりも法人税に関するものが多彩であ
る。
　租税特別措置によって失なわれた税収をタック
ス・エクスペンディチュアと呼んでいる。近時の
議論では、所得に関する課税は、個人法人を問わ
ず、狭い課税ベースに高い税率で課税するより
も、廣い課税ベースに低い税率で課税する方が望
ましいとされる。その方が公平であり効率的であ
ると考えられるようになったのである。そこで租
税特別措置は廃止して、必要な場合には補助金を
支給せよという議論がでてくるようになった。
　しかし租税特別措置が全くなくなっても、政策
遂行上不便が起ることは考えられる。例えば、所
得控除の制度は、ほとんど所得税法つまり基本法
に規定されているが、老人扶養親族や老人配偶者
に対する控除額の割増額などは租税特別措置法に
規定されている。臨時的な措置ということであ
る。同様に次に述べる税額控除の制度について
も、絶対必要と考えられる外国税額控除は、本法
に規定されているが、住宅取得等特別税額控除
は、特別措置法に規定されている。

（2）　税額控除の制度
　税額控除の制度とは、所得税額を一旦算出した
上で、既に支払われた税額をそれより差し引くこ
とである。こう言えば、絶対不可欠の制度のよう
に思われるけれども、既に支払われた税額ではな
く、特定の政策目的を実現するためにこの制度を
用いることもあって、現在11種類の税額控除の制
度があるが、政治目的や産業支援目的のものが多
く、絶対必要と考えられるものは、次の外国税額
控除だけである。
　○外国税額控除　　日本人が外国で所得を得て
納税した場合、所得税法は属人的に適用されるか
ら外国と日本とから二重に課税されることにな
る。この二重課税を防止するために、ある人が日
本と国際条約を結んだ国において所得税を支払っ
た場合、その税額は、日本の所得税法で計算した
税額から控除される。控除の計算方法にはいくつ
かの方法があるが、二重課税防止のために絶対必
要な制度である。
　○配当控除　　この制度も、本法に規定されて

いるもので、重要な基本的な制度と考える人も多
いが、これは法人擬制説というシャウブ勧告の強
制により実施されているもので、私としては不必
要なものと考えている。制度の意味は、個人が受
取る配当は、既に法人税のかけられた後のもので
ある。法人税は独立の税種ではなく、個人所得税
の前払いとみるべきものであるので、配当に際し
て所得税を源泉徴収されていることは、所得税の
二重払いとなっている。したがって、法人税を払
わずに配当があったものとして再計算し、配当に
あたって源泉徴収された税額を控除しなくてはな
らないというものである。したがって源泉徴収さ
れた税額そのものを全額、税額控除するのではな
いが、また正確に再計算した額どおりを控除する
のでもないが、一定額を税額控除して、いわば所
得税を減額するものである。法人実在説の立場に
たてば、全く不必要な制度ということになる。
　次に以下の9種の税額控除も、果たして経済政
策的に眞に必要なものか、あるいはまたかりに必
要としても、税額控除の制度によるのではなく、
所得控除の制度によるべきではないか等の根本的
な問題を抱えているものである。
○試験研究費の額が増加した場合等の所得税額
の特別控除（「以下所得税額の特別控除」を
略す。）

○エネルギー需要構造改革推進設備を取得した
場合

○電子機器利用設備を取得した場合等
○事業基盤強化設備を取得した場合等　　
○事業化設備等を取得した場合
○製品輸入額が増加した場合
○中小企業者が機械等を取得した場合等
○住宅借入金等特別控除
○政治活動に関する寄附をした場合の所得税額
の特別控除

（五）　所得税の納付
1．　確定申告と予定納税
　所得税は納税者が1年間の所得について、自ら
所得金額を計算し所得税額を計算した上、翌年の
2月16日から3月15日までの1ヶ月間に確定申告
を行い、自主的に納付する制度となっている。こ
のことを申告納税というが、自ら計算するといっ
ても、税理士に依頼することはさしつかえないわ
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けで、自己の責任でということである。この申告
するための1ヶ月間のことを確定申告期間とか確
定申告時とかよんでいる。現在の実務上の取扱い
としては、期間前つまり2月15日以前の申告も認
められている。
　1年間の所得税を一時に納付することは負担も
重いし、国としても歳入が平準化することが望ま
しいので、予定納税という方式が取入れられてい
る。そこで確定申告とは、予定納税および源泉徴
収による納税額を精算して、申告により納付すべ
き税額を確定する作用を持っているところからき
た名称である。

（1）　予定納税　　原則として前年分の所得税額
をもとに計算した額（予定納税基準額という）が
15万円以上ある者は、予定納税をしなければなら
ない。納期は7月と11月で、予定納税額は、予定
納税基準額の3分の1である。この額は税務署長
から通知される。今年になって、前年と収入事情
がかわり明らかに納税額が減少するか、なくなる
場合には、予定納税額の変更を申請することにな
る。今年の所得を見積って見積納税額を計算する
ことが認められるわけで、この手続を予定納税額
の減額の承認申請という。

（2）　確定申告　　確定申告書を提出すべき義務
がある場合を法律的に定義すると次のとおりとな
る。「その年中における総所得金額、退職所得金
額、山林所得金額の合計額が、所得控除の規定に
よる控除額の合計額を超え、その超える額に対し
税率を適用して計算した所得税額が配当控除額を
超えると認められる場合」は確定申告書を提出し
なければならない。このように所得があっても、
控除額の計算により所得税額のなくなる者は、確
定申告の必要はない。このような人を実務上は、
控除失格者とよぶ。
　また逆に、その年の予定納税額または源泉徴収
税額がその年の総所得金額、退職所得金額および
山林所得金額の合計額を超える場合は、申告書を
提出して税金の還付を受けることができる。これ
を実務上は還付申告とよんでいる。

2　源泉徴収制度
　いわゆるサラリーマンだけに適用される制度

で、毎月の月給から所得税が天引きされる。雇用
主（多くの場合は会社）は、その従業員に給与や
賞与を支払う場合に、予想される年税額を月割り
した額を差し引いて本人に渡し、源泉税額を国庫
に納付する義務がある。この制度は、わが国では
昭和15年に採用されたが、現在、かなりの国で実
施されているが、全くこのような制度のない国も
多い。これは徴税費用を国が負担せず、しかも確
実に歳入を確保できるので、非常に国に有利な制
度ということができる。
　しかしこのため、サラリーマンは確実に徴税さ
れるので、その他の申告納税者に比べて著しく不
利であるなどの不満をよび、給与所得者控除制度
の拡大などの措置がとられてきたことは既に述べ
たとおりである。雇用主の事務負担については、
納税義務の一環ということか、あまり不満の声は
きかれなかったが、消費税の徴収については、戦
中と戦後の世相の差もあって随分と問題とされ
た。この結果、消費税については益税という問題
が生ずることになったのである。　
　この制度の存在意義は実に大きい。所得税のほ
とんどは給与所得税となっている。平成10年度
の当初予算についてみると、直接税の国税収入に
対する割合は63.3％である。この比率は最近あ
まりかわらないが、これは不況のせいであって、
平均的には66％くらいである。消費税導入以前
は70％以上になることもあった。さて国税収入
の63.3％をしめる直接税の中で所得税は34.1％、
法人税は25.3％となっているが、その34.1％の
所得税のうち源泉分は27.2％となっている。そ
の他の所得税は、6.9％である。（27.2＋6.9＝
34.1）つまり所得税という税収の80％が毎年、源
泉徴収されている給与所得等なのである。いわ
ば、源泉徴収制度は、確定申告制度以上に大きな
社会的機能をもっており、現在の日本の税制の中
で最重要のものと言って過言でない。
　源泉徴収は平均的に行なわれるので、たとえば
医療費等を多くつかったサラリーマンは確定申告
時に還付のための申告を行なう。つまり申告しな
ければ、還付されない。したがって、源泉徴収さ
れた税金については、納税者としては、再計算す
るべきであり、それを怠たると過大な納税が放置
されることになる。
　一方、源泉徴収という雇用者の義務は、わが国
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の実態として、かなり忠実に実行されているが、
なかには源泉徴収をしない企業も存在する。この
ことを摘発するための調査を、実務上は源泉監査
などとよんでいる。

3　青色申告
　法人税にも存在する制度であるが、シャウプ勧
告により設けられたものである。一般的な記帳制
度を利用して、正確な計算をして水準の高い記帳
記録をする納税者には、種々の恩恵的な特典が与
えられる。申告用紙も青色を加味したものとなっ
ているので、青色申告とよぶのである。青色申告
のできる人は、事業所得、不動産所得、山林所得
を生ずる業務を営んでいる人であって、給与所得
者には関係のない制度である。
　青色申告特別控除として、最高55万円が所得控
除されるとか、純損失の繰越しができるとか、い
ろいろの特典があるが、特典というより記帳して
いる以上企業会計上の各種の処理が当然に認めら
れるわけのものでもあって、青色申告でなけれ
ば、本来企業会計とは言い難いものである。しか
しまだまだ、営業をしながらも記帳を喜ばない白
色事業者の多いのが、わが国の実情である。

4　不正防止の制度
（1）　決定または更正
　申告による所得税という制度は、人々の良心に
基礎をおいている。人々が正しい税額を申告して
くれることを期待している制度である。しかし必
ずしもそうでない人も多い。そこで、納税義務が
あるのに全く申告しない人や、申告はしても少な
い額しかしない人に対しては、税務署長に決定ま
たは更正という権限が与えられている。決定と
は、申告をしない納税者に対する賦課課税処分で
あり、更正とは、少ない額しか申告しない納税者
に対する賦課課税処分である。更正のことを更正
決定といったり更正処分といったりもする。これ
らは所得税だけの制度ではなく、申告にかゝる税
全般を通ずる制度である。したがって国税通則法
上の制度ということになる。これらの処分の前提
として、税務職員には次のような権限が法定され
ている。
（イ）　調査権と質問検査権
　国税庁に在籍する公務員について、それぞれ職

務の分担があるが、所得調査に当たる職員には、
帳簿を調べたり営業状況を調査する職務遂行のた
めに、納税者に対して質問をし、帳簿等を検査す
る権限が与えられている。納税者は、この調査を
拒むことはできると解釈する人もいるが、質問に
答弁を拒否したり、検査を拒むことはできないと
解されている。それは納税は義務だからである。
したがって調査も実際上拒むことはできないと
言ってよい。
（ロ）　刑事処分…告発と判決
　脱税が巨額であるとか、悪質と予想される納税
者には、国税査察官という職種の税務職員が対応
することになっている。国税査察官は、裁判所の
令状を得て、居宅や事務所を捜索し証拠物件を差
押えすることができる。そうした強制調査の上、
脱税が明らかになったときは、査察官は事件を検
察庁に告発しなければならない。直接税の脱税に
関し、刑事処分、つまり懲役刑に処すことは戦前
の制度にはなかったものだが、シャウプ勧告によ
り導入され、従前は間接税のみに犯則処分（刑事
処分）が行なわれていたのが、直接税についても、
刑事処分が行なわれるようになった。刑事処分で
あるから当然のことながら、決定は裁判の判決と
いうことになる。　加算税や重加算税を課される
場合と、刑事告発される場合とどのように違うか
という法理構成はかなりむずかしい。隠ぺいまた
は仮装による脱税は重加算税の対象となるが、そ
れ以外の脱税、不注意によるミスとか見解の相違
とかいうものは、過少申告加算税の対象となると
一応考えておいてよい。しかし、刑事訴追される
脱税とはどういうことか。それは一応、虚偽その
他不正の行為により脱税をはかった場合というこ
とになっている。そこでこの虚偽その他の不正の
行為ということが、隠ぺいまたは仮裝ということ
とどう違うのか。より広い概念なのか、狭い概念
なのか。刑事訴追をするという点からみれば、よ
り狭い概念規定と考えられるが、刑事訴追の上、
罰金や懲役刑となった場合でも、重加算税を必ず
課されるところをみると、より広い概念のように
も思われる。
　実はこゝのところがあまり明確にはできない法
律上の問題点なのである。例えばダミー会社をつ
くって脱税を図るなどというのは不正の行為とい
うことにはなるが、隠ぺいまたは仮裝にあたらな
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いのだろうか。いやあたるだろう。
　査察事件において、納税者が非を認めて納税を
完了したとしても、刑事罰はまぬかれない。しか
し納税されている場合、懲役刑と罰金が併課され
るようなことはないと思われる。罰金が課される
のは納税がされていない場合だけではないだろう
か。いずれにしろ、脱税に関しては、行政処分と
刑事処分の理論的構成はどうもすっきりとしない
面がある。

（2）不服処理
　不正な納税者に対しては、税務当局に相当強い
強制権限が与えられているが、税務当局の処理に
納税者が納得できないときには、当然に救済の途
がひらかれていなければならない。納税者の不服
は最終的には裁判所によって判断されることに
なっており、納税者の言い分が認められるケース
もあるが、税制の内部にも不服処理の制度があ
る。所得税にかぎらず全税に共通する制度であ
る。
（イ）　原処分庁への不服の申立　　これは決定や
更正をうけ納得し難いときは、税務署長に対して
不服の申立てをすることができる。これが認めら
れれば、問題は解決するわけである。
（ロ）　国税不服審判所による審判   納税者の不
服が原処分庁によって認められない場合、つまり
決定された税額の変更が認められない場合に、納
税者は国税不服審判所に審判の請求をすることが
できる。国税不服審判所とは、シャウプ勧告に
よって国税庁に設置されていた協議団という組織
を改組したもので、国税庁に設置されていた不服
処理機構を国税庁外に設置して裁判所ではない
が、裁決機関としたものである。国税庁外に設置
されたものではあるが、実際は国税庁、国税局と
併置されている。中央の不服審判所と各地方の不
服審判所、例えば名古屋国税局に対応して名古屋
国税不服審判所という具合である。
　不服審判の結果に納税者が満足すれば、それで
問題は解決するが、解決しない場合には裁判所に
訴えることができる。不服審判の制度は、いわゆ
る裁判の前置制度となるものではないので、納税
者としては、不服審判を経ずして裁判を提起する
こともできる。原処分庁への不服申立をせずに裁
判に訴えることもできるわけであるが、それらは

手間と費用の問題のほか、問題解決への可能性を
考えて納税者側が判断すべきこととなる。

（3）　税務署による差押、公売等
　納税者にもいろいろあって、税額については争
わないが、納税を全く実行しない納税者もある。
例えば、相当額を申告しておきながら、実際には
何ら納税しないような場合である。この場合、税
務当局は自力救済を行なう。すなわち、裁判所の
令状を得ることなく差押をし、公売をすることが
できる。納税者の土地を差押え、公売して換金し
これを納税額に充当する権限を持っているわけで
ある。しかし、この場合でも納税者が差押えに不
満を持てば、裁判に訴えてその中止を求めること
は勿論できる。
　この税務当局の自力救済による収税手続を定め
たものが、国税徴収法であり、所得税だけでな
く、全税に適用する制度である。自力救済といっ
ても、戦前のように完全なものではないが、申告
納税制度の重要な下支えとして、これらの一連の
制度が存在するわけである。

Ⅱ　法人税理論の新展開

（一）　序説
　1　法人とは何か
　2　法人の種類
　3　株式会社の起源
（二）　法人税の構造
　1　法人所得と個人所得の相違
　2　法人所得とは
　3　税務会計とは
　4　税務会計の内容
　5　その他法人税法上に規定されている特別の
　　　制度
　6　企業再編成にかゝる税制
（三）　法人税の問題点
　1　基本的問題
 　（1）　法人擬制説
 　（2）　非課税法人の制度
　2　技術的問題点
 　（1）　課税ベースと税率の関係
 　（2）　計算基準
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 　（3）　一人法人の出現
 　（4）　エクィティ・ファイナンス
（四）　法人税の申告と法人企業の実情
　1　申告
　2　申告の状況
（五）　法人税制に入っている法人擬制説の制度
　1　受取配当の益金不算入
　2　配当控除
（六）　付論　交際費新論
　1　必要経費とは
　2　交際とはどういうことか
　3　利益課税から所得課税へ

（一）　序説
1　法人とは何か
　所得税は人に対して課税される。法人税は法人
に課税される。では法人とは何か。法人とは人々
である。複数の人間でつくる組織体に法人格が与
えられたものである。法人格とは、法律によって
認められている人格（権利主体）ということで
あって、法人格があるからこそ、契約もできれ
ば、財産も持つことができる。いわゆる事業を行
うことができるのである。こういうふうに行動で
きることを法律行為ができるとも言うし、権利能
力があるとも言うし、経済的に言えば財産権の主
体となることができると言う。
　法律行為に対して、事実行為ということがあ
る。例えば名月を見るとか、朝飯を食べるとかの
ことである。この事実行為は、税金とは関係のな
い行為である。食事の材料を買うという法律行為
には消費税がかゝるが、食事をするという行為自
体には何税もかゝらない。
　外出して道路を歩くということは、事実行為で
あるが、昔、ヨーロッパで外出税というのがあっ
た。これはユダヤ人がその居住区から出るごとに
税金をとったという無茶な税金であるが、その場
合の外出は許可制になっていたから、道路を歩く
ことは法律行為であったわけである。現在の税制
では、事実行為を法律行為に変更し、課税すると
いうような税制はどこにもない。観光税というよ
うな税が実施されるとしたら、観光が有料である
か、許可制になっていなければならない。
　法制上、個人も法人も全く同じ扱いと考えてよ

いが、選擧権、被選擧権は法人には与えられてい
ないのが通常である。しかし政党というものは、
法人と考えてよい存在である。誤った学説では、
法人とは法律上、人とみなされる集団のことであ
るが、生物である人間が「自然人」または「個人」
とよばれ生まれながらの人格者であるのに対し、
法人は人間のつくった制度であるから、法律的な
擬制であると説く。したがって本来は課税の対象
となるものではない。法人の営利活動による利益
は、結局は個人に還元さるべきものである。所得
税を補完する制度として、法人税を設定すること
はさしつかえないが、それはあくまでも所得税の
前払いと考えるべきものであると説く。これを法
人擬制説というが、これは誤った考え方で、個人
も法人も、ともに法律上の制度であり、法律上の
人格である。
　この考えは基本的なところで誤っているが、税
制上の主要な理論としては次のように説明する。
法人のあげた利益は、結局は出資者（株主）に渡
されるから、そのとき所得税を課すべきもので、
本来は課税の必要はないのだが、利益がいつまで
も配当されずに会社の中に留保されていると課税
の時期を失するので、所得税の前払いとして法人
税を認める必要がある。このためには、所得税制
と法人税制は十分調整されねばならない。
　わが国の現在の法人税には、この奇妙な思想が
かなり混入している。

2　法人の種類
（1）　法人－営利法人と非営利法人－
　わが国の法人は大きく分けると、営利法人と非
営利法人ということになる。営利法人の代表的な
ものが、株式会社や有限会社というもので、商法
によって設立されることになっている。有限会社
は有限会社法によって設立されるが、有限会社法
は、商法の特別法の一つと考えられるものであ
る。
　これに対して、非営利法人というのは、民法の
規定によって設立されるいわゆる公益法人という
もので、学校法人や宗教法人がその代表的なもの
である。法人税では、これらの公益法人は頭から
非課税の扱いをしている。この法人税の態度は、
所得税の姿勢とは著しく相違したものである。憲
法上も税制上も、個人はみな平等であって、私益
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人とか公益人という思想はなく、全く利益を追う
気持はなく、社会のために黙々と働いている教師
も牧師も課税される。法人という制度は、会社は
みな私利を追究する存在であるが、学校や宗教法
人は公益のために存在する尊い団体だから、法律
行為ができ、財産権の主体となり、沢山お金がた
まっても税金はとらないという仕組みである。こ
の点について、まだ意見を出す人はいないが、私
は奇妙な制度が残っていると考えている。昔は、
個人でも牧師や教師は免税とされていた国が多
かった。今はない。
　法人の分類を現在の制度によってしておくと、
大体次のとおりである。
①　普通法人　　合名会社、合資会社、有限会
社、株式会社など

②　協同組合等　　農業協同組合、漁業協同組
合など

③　公益法人等　　学校法人、宗教法人、財団
法人、税理士会など

　これらの法人のうち、①の法人と②の法人につ
いては、税率に相違があるが課税される。③の法
人については、収益事業を営む場合に限り、納税
義務がある。その税率は普通法人より低い。尊い
と考えられているからであろう。このほか公共法
人とか特殊法人とかの法人区分もあり、これらの
法人にも納税義務はない。前者の例としては
N.H.K.、後者の例としては日本政策投資銀行をあ
げておく。なお法人でないのに法人税を払う義務
のある団体がある。それを次に説明する。

（2）　非法人－人格のない社団－
　これは従来からやや古風な表現で「権利能力な
き社団」とよばれてきた民法上の概念である。団
体として法人と似た活動をしていながら法人でな
いもので、親睦団体、P.T.A.、学会や美術愛好会
といったものである。権利能力のないという「な
い」の意味に二通りある。たとえば、「お金のない
人」と言えば貧乏な人というような意味になる
が、「お金を持っていない人」と言えば、お金持
ちでも貧乏な人でも、入浴中には「お金を持って
いない人」である。権利能力なき社団とは、ドイ
ツ語のVerein ohne Rechtsf�higkeitの訳語であ
るが、法人格を与えるべきであるにもかゝわら
ず、法律上そのような制度がないので、法人にな

れない団体という意味が第一の意味である。この
けんけつ

ような場合を、法の欠缺と言う。第二の場合は、法
人的活動をしているが法人格を与えてはならぬ団
体の意味である。たとえば、やくざの何々組とい
うようなものとか、密輸商会のような脱法団体で
あって、本来的には取締るべき団体である。税法
が、権利能力なき社団を、法人税法でだけ法人と
してとらえ、法人税を課税することとしているの
は、「担税力あるところ課税あり」という課税の原
理からきたものであって、実質課税の原則の発現
というような理解もできよう。つまり公然と法人
を組織して利益の追究をすることは、はばかられ
るが、実質的に利益の追究をしている団体に課税
しようとする姿勢をしめしたものである。しか
し、これらの団体に対する課税事績はほとんどな
い。

3　株式会社の起源
　現在社会の産業、経済を背負って活動している
のは、何といっても株式会社である。その直接の
起源は東印度会社とされている。東印度会社に
は、オランダとイギリスの二つがあった。1602年
に設立されたオランダ東印度会社（East India
House）というのが株式会社の起源とされる。これ
は会社といっても軍隊的な性格もあるようないわ
ゆる領土拡張、植民地経営のために派遣された本
国政府の出先機関的なものであった。アジア進出
は、オランダ、イギリスの激しい競争のもとに開
始されたわけである。
　イギリス東印度会社は、オランダより早く
1600年に設立されていたが、これが1613年に株式
会社に改組された。こゝに世界で初の株式会社な
るものが出現した。この株式会社が、1657年クロ
ムエルによる特許状で法人格が与えられた。この
イギリス東印度株式会社が、1720年、有名な南海
泡沫事件を引起して崩壊するのである。わが国の
歴史と対比すれば、1603年（慶長8年）に江戸幕
府が開かれている。その頃に、総合商社以上に行
政機関的な任務も持ち、政治活動も行なった大き
な組織体が発足をしていたのである。
　このように、株式会社とはイギリスの創造した
法人制度であったが、イギリスで会社法の制定さ
れたのは、1862年であった。アメリカでは、これ
に先だち1811年、ニューヨーク州で会社法が制
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定されていた。これは準則主義による設立許可制
のものであった。こうして、19世紀初頭からアメ
リカでは、個人、法人ともに経済的に華々しい活
躍が開始され、次第に巨富が蓄積され、産業や金
融に財閥が形成されてゆくのである。　なお、新
しい国富論（岩波文庫）の翻訳には、「1708年に
それまで二つあった会社が議会法によって合同
し、東インド貿易商合同会社という名の会社に
なった。（国富論第5篇第1章）」という記載があ
る。ここでは株式会社と訳さずに、貿易商合同会
社という訳語を使っている。正確に議論すれば、
現在の日本の株式会社とはかなり違う組織であっ
たのだろう。

（二）　法人税の構造
1　法人所得と個人所得の相違
　法人税とは、所得税が個人の所得に課せられる
税であるのに対し、法人に対して課せられる所得
税である。しかし同じく所得といっても、個人所
得は正しく所得であり、個人が嫁得した所得に対
する課税であるに対し、法人所得税は法人の嫁得
した利益（利潤）に対して課せられるものであ
り、法人税の場合の所得とは、利益を計算し、そ
れに税務上の必要性からくるいわゆる税務調整を
加えたものを所得としている。このように、所得
税における所得と法人税における所得とは、異
なった内容を持っている。
　個人所得の8割をしめる給与所得というものは、
常識的に言えばサラリーであるが、それは賃金で
ある場合もあれば、報酬である場合もあるが、賃
金である場合には、それは決して利益と考えられ
るものではない。まさしく課税の対象とするため
に、所得という概念でもって経済的な力、つまり
担税力を構成したものに外ならないものである。

2　法人所得とは
　個人所得の場合でも、事業所得は利益概念から
誘導されるため、法人所得と同じ構造を持ってい
るが、法人所得は、すべて企業会計原則によって
計算される利益を基本として計算される構成と
なっている。したがって、企業会計原則によって
計算されない法人、たとえば公益法人というよう
な法人には利益はないことになって、つまり所得
はないということになるので、全く課税の対象外

となるということになっている。これは大きな問
題点と言えるものである。

法人所得の計算方法
　法人所得は総括的に、次のように表現される。
　　総益金－総損金＝法人所得　―― A
この式の意味する益金ということと、損金という
ことは、企業会計でいう益金と損金と同じ内容で
はないが、基本的には同性質のものである。益金
にも損金にもそれぞれ税務会計による調整が加え
られているから、所得も利益とは違って、利益に
対して税務調整が加えられたものということにな
るが、基本的には利益と同じ性質のものである。
つまり法人課税は、所得課税といっているが、所
得税の所得課税と同じものではない。
　法人、すなわち営利を目的とする事業は、一事
業年度にどれだけの利益をあげたか、あるいは損
失を出したか、商法の規定に従って企業会計原則
によって正確に計算されなければならない。これ
を決算というのであって、いわゆる会社にとって
最重要のこととなっている。そこで企業の決算の
あり方を説明すると
　　売上－売上原価＝営業利益……①
となるが、これは所得税の場合の　収入－必要経
費＝所得　にあたる算式である。売上げとは収入
であり、売上原価とは必要経費に当たるが、小売
業ならば仕入れ額であり、製造業ならば製造原価

あら

ということになる。営業利益とは粗利益ともいわ
れるものである。
　　営業利益－一般管理費および販売費＝
                             経常利益……②
　一般管理費とは、従業員に支払う給料をはじめ
事務所を維持していく経費、つまり光熱水料や家
賃などをふくめた管理費用の総称である。販売
費とは、販売のために直接、間接に必要とした経
費、たとえば広告宣伝費とか交際費である。こう
して通常あるべきものと考えられる利益が計算さ
れる。これを経常利益という。
　　経常利益±特別損益＝純利益……③
　特別損益とは、特別に臨時的に生じた利益また
は損失という意味で、たとえば火事で焼けた損害
とか、長く所有していた不動産を売った利益とか
である。こうして純利益の計算がされると、企業
会計上の利益の算出は結了するが、法人所得はそ
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の利益に税務調整を加えたものである。
　税務調整とは、税務会計で定める益金、損金の
計算の方法は、企業会計に定める計算の方法と全
く同じものもあるが、違うものもある。そこで、個
別の計算ごとに税務会計によって益金と損金を計
算するのである。このことを式で表現すると次の
ようになる。
　　純利益±税務調整額＝法人所得―― B
　この B式は、結局①式、②式、および③式が統
合されたことをあらわしている。そこで次のとお
り表現できる。
　　総益金－総損金＝法人所得＝純利益±税務調
整額　　つまり（A）＝（B）である。
　この法人所得が課税所得となる。すなわち課税
標準である。所得税の場合には、所得が計算され、
さらにそれより所得控除額が控除されたものが、
課税所得であった。これが課税標準である。この
法人税と所得税の構成上の差に注意しなくてはな
らない。往々、所得税の課税標準は所得であると
いう誤解があるが、課税所得という概念が特別に
構成されていることを忘れてはいけない。法人税
については、法人は本来的には生産主体であり、
消費主体ではないので、個人のように個別事情に
着目する必要がないこと、またそれぞれ個別の益
金、損金を計算する際に、税務会計上の数字が用
いられているので、最終的に所得控除額というよ
うな控除項目を設定する必要がない。そこで法人
所得そのものが課税標準とされる。

3　税務会計とは
　例えば、株式会社の決算（利益の計算）は企業
会計原則によって計算される。それは商法がそれ
によって計算しなければならないと法律的に定め
ているからである。したがって企業会計原則は、
法律そのものではないが、法律同様の効力を持
つ。いわゆる会計学の原理（正しい考え方）に
よって計算する義務があることになる。これに対
し、税務会計とは国の課税権の実効性を確保する
ために、企業会計とは別に、各税法に計算方法を
法定したもので、これは法律そのものによる強制
力ある計算方法である。
　この二つが別々の定めを持つのは、計算の目的
が違うからである。企業会計では、実際にあった
こと、つまり真実の姿を正確に計算することを目

的とするに対し、税務会計では例えば眞実に費消
された金額であっても、無駄使いは認めないと
か、国富の増進には全くならないとか、あるいは
また重要産業の育成というような政策目的からだ
とか、結局は税収の長期にわたる安定的確保を目
的として事業を矯正するという姿勢をとってい
る。このため、個々の会計項目の内容について、
企業会計学者と税務会計学者の意見は常に相違し
ており、従前から論争が絶えたことがない。たと
い税務といえども、眞実の姿をあまり歪めるべき
でないという意見が強いが、税務会計は直接、法
律に根拠を持っているのに対し、企業会計は商法
の要請する一般的合理的手法である計算方法（企
業会計原則のこと）によるということになってい
る。法的強制という点では、税務会計が強力と言
えそうだが、企業会計も法的強制であって義務と
して守らねばならぬものと解されている。
　しかし税務会計が実定法上に法定されていると
言っても、あらゆる点まで法律できめられている
わけではない。したがって経費の内容の細かい点
など国税庁通達で定められているものもあるが、
これに対し租税法律主義に違反するというような
意見もある。たとえば交際費の内容などについて
意見のでることが多い。税務会計も合理性を著し
くはずれたようなことは、通達では規定できない
と解すべきであろう。

4　税務会計の内容
（1）　損金項目
　法人税法上、特別の規定はないが、企業会計と
同様に当然に損金項目となるものと、法人税法上
特別の規定があって損金項目となるものがある。
つまり経費とされる項目である。
（イ）　法人税法上特別な規定のないもの
　商品・製品の売上原価、使用人の賃金、給料、福
利厚生費、消耗品費、地代、家賃、保険料、修繕
費、旅費、交通費、通信費、水道光熱費、手数料、
広告宣伝費、利子割引料
　これらの項目については、特に説明を要するも
のはないが、利子割引料については土地等の取得
に要したものは除かれている。地価対策のためで
ある。
（ロ）　特別の規定のあるもの
　役員の報酬、賞与、退職金、減価償却費、繰延
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資産の償却費、租税公課、交際費、寄附金、土地
等の取得のための割引料、資産の評価損、引当金
および準備金の繰入れ額、固定資産の圧縮損、所
得の特別控除、繰越欠損金
　これらの項目については、ほとんどすべての項
目について説明を要する。それは原則的に費用項
目であるが、特別措置として費用と認めなかった
り、費用と認める額を制限したりしているものが
多いからである。
　①　役員の給与　　役員とは取締役、監査役な
どであるが、同族会社では、使用人名儀でも役員
とみなされることがある。役員の報酬、賞与、退
職金については、利益の分配金としての性質を持
つものは、損金とはならない。通常、報酬といわ
れる給与は、いわゆる月給であって損金である
が、不当に高額であると認められる場合には、通
常の額を超える部分については損金と認められな
い。役員の賞与は、原則として損金とはならない
が、従業員に与える賞与は損金である。使用人兼
務役員の使用人相当分の賞与は損金となる。退職
給与は、合理的な内規に基く計算の場合は損金と
なるが、利益処分によるべきと認められる金額
や、不当に高額な金額は損金とされない。
　②　減価償却費　　企業が用いている資産に
は、土地、建物、機械装置、器具、自動車などが
あるが、これらの資産は、土地以外は、使用によっ
て少しずつ価値が減少していく性質のものであ
る。そこで、これらの資産を取得するために支出
した金額は、損金（経費）とせず、まず資産計上
する。そして毎年一定額を何年かにわたって損金
としていく。これを減価償却といい、その期間を
耐用年数という。このことは､企業用資産の状況
を実態に見合った金額で表現しているので適当で
あると言えるし、また再取得資金の蓄積にも必要
なことである。
　減価償却資産には、建物や機械、自動車、船舶
のように有形なものと、鉱業権、漁業権、特許権
のように無形のものと、牛馬や果樹などの生物も
ある。かりに減価償却資産に該当しても、1年未
満の耐用年数のものや取得価格20万円以下のも
のは、一度に損金に算入できる。償却方法は、従
来から定率法と定額法の2種類が認められていた
が、建物については平成10年の改正で定額法だけ
となった。毎年一定金額を損金とするもので、こ

の方法が簡便であるし、世界的に広く認められて
いるといわれる。
　③　繰延資産の償却費　　繰延資産とは開業の
準備のために特別に支出した開業費、新技術発明
のための研究費、建物を賃借するための権利金の
ようにその効果が1年以上におよぶものをいう。
この繰延資産は法人の場合には、任意償却あるい
は、支出効果のおよぶ期間にわたって均等償却と
いうことになっている。個人の場合の開発費、研
究費等は原則として5年の均等償却となってい
る。
　④　租税・公課　　税金や罰金などは、会社や
個人にとっては費用として支出されるものである
が、税法上では損金として計上できないことに
なっている。それは租税の構成上必然的にそうな
らざるを得ないもの、たとえば法人税のように利
益処分として構築されているものや、政策目的
上、損金計上を認められないものがあるからであ
る。
　損金にならない租税・公課とは、所得税、法人
税、贈与税、法人税額から控除される所得税およ
び外国税額、道府県民税、市町村民税、国税およ
び地方税の各種加算税、延滞税、印紙税法の過怠
税、罰金、科料、過料のようなものである。その
他の税は、たとえば固定資産税その他は、すべて
損金に計上できる。
　⑤　交際費　　接待したり物品の贈答をするの
が交際費である。決算上は当然費用であるが、税
法上は会社の資本金の規模によって取扱いを異に
し、また使った交際費の額によっても取扱いを異
にしているが、資本金5000万円以上の法人につい
ては、全額損金不算入という厳しい取扱いになっ
ている。議論の多い項目であり、支出の実情にお
いても寄附金や広告宣伝費、福利厚生費と紛らわ
しく、実務上の判定にも議論の多い経費項目であ
る。
　⑥　寄附金　　見舞金とか拠出金とかの名称の
如何を問わず、寄附金は、国や地方公共団体へし
たものと財務大臣の定める指定寄附金は損金とな
るが、一般の寄附金や特定公益法人への寄附金
は、次のような限度計算ということを行ない、一
定の限度額までしか損金にならない。寄附金抑制
とか制限という思想には理由があるが、計算方法
そのものは便宜的なものである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　 12
一般限度額＝（資本等の金額×事業年度の月数×
　　　2.5　　　　　　　2.5 　　 1
　　　1000＋所得金額×100 ）× 2

　⑦　土地等の取得のための割引料　　既に述べ
たとおり地価対策上損金とされない。
　⑧　資産の評価額　　決算にあたっては所有資
産の評価をし、評価損があれば、損金として計上
する。たとえば所有株式の時価が下れば、評価損
が計上される。しかし所有土地については、原価
主義で計上されており、何ら再評価は行なわれて
いないので、評価益も評価損も計上されない。貸
倒損失は、債権が回収不能となったときに、損失
計上できるが、回収不能という判定の条件は細か
く定められている。
　現在のいわゆる金融機関の不良債権処理問題
は、この貸倒損計上の要件を実情に合うものと
し、無税償却を実施しようという趣旨である。無
税に対し、有税償却というのは、まだ貸倒損が現
時点では、認められなくても償却を急ぐというよ
うなとき、損益算入は認められないので、課税の
対象となるということである。
　⑨ 引当金・準備金の繰入れ額
　引当金・準備金の説明　　引当金・準備金とは、
将来確実に必要とされる経費について、一挙に支
出することは困難も予想されるので、前もって金
を積みたてておき、将来の支出に備えようとする
制度である。本来企業会計よりでた考え方であっ
て、企業会計上認められる制度を税務会計も認め
たというようなものもあれば、企業会計には存在
しなかったにもかかわらず、産業政策的に税務会
計で認めたようなものもある。引当額を損金に計
上するということは、課税の繰延べを意味する。
計算例をしめそう。
　将来支出が必要とされる金額を100万円とし、
計算を簡便化するために引当金を繰入れる期間を
2年とする。すると1年に50万円繰入れる（損金
に計上する）ことになる。
　支出必要額　　引当額　　本年課税対象額
　　 100万 　－　50万　＝　　50万　
　税率を30％とすると（100万×30％＝30万円）
が本年納税すべき額であったものが（50万×30％
＝15万円）が本年の納税額となる。15万円の軽減

が2年継続して30万円の課税が軽減される。2年
後に実際に100万円を支出して、2年間、会社に留
保されていた100万円は社外へ流出して0となっ
た。このとき引当金の繰戻しということを行な
い、100万円が加算されて課税の対象となる。そ
うすると 30 万円の税を支払わなければならな
い。
　　第1年目　　15万円の税額減少
　　第2年目　　同上
　　第3年目　　30万円の税額増加
　このように、期間を通じてみれば税額に変更は
なく同額であるが、課税の時期が異なることにな
る。このような計算を期間損益という。期間が短
ければ、あまり益はないが、期間が長ければ、納
税者は相当に金融上、有利な扱いを受けることに
なり、経営の安全という以上に、発展にも資する
ものである。
　引当金・準備金という用語は、企業会計におい
ても、当初はあまり整理されなかったが、やがて
費用性のものを引当金とよび損害性のものを準備
金というふうに統一された。税務会計では、必要
なものを取入れたが、用語は必ずしも統一されず
にきて、実に多くの引当金や準備金ができてい
た。平成10年までに引当金については5、準備金
については20の制度があった。企業会計では11
種類の引当金を認めていた。
　国際世論の動向に従って、法人税率は37％で
あったものが、平成10年度34.5％、平成11年度
30％というふうに減税されたが、この際に、税収
中立的税制改正という議論が盛んに行なわれた。
それは、課税ベースを拡大することによって、法
人税率を下げても、法人税収は減らさないように
しようというものであった。課税ベースとは通常
は税源の意味に用いられることが多いが、こゝで
は課税標準という意味である。税源とは、課税の
対象となるもので、所得、資産、消費という3つ
の担税力を指している。課税標準とは、それに税
率をかけると税額が算出される数字のことであ
る。つまり直接的な課税の対象を意味する。
　税収中立性による法人税改正によって、平成10
年度において、引当金、準備金の制度は大巾に整
理縮小された。この改正の主要なものだけを以下
に説明する。
　○貸倒引当金　　法定繰入率が実績繰入率に変
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更になった。これはこの制度の利用の実情を調べ
てみると、法律に定めている繰入れ率よりも、実
際に利用されている率がはるかに低かったので、
法定繰入率の定めを廃し、実績に見合う繰入率に
下げたものである。約半分になった。貸倒損に備
えるために認められていた債権償却特別勘定の制
度は、貸倒引当金の中に包含することとした。
　○賞与引当金　　これは廃止する。賞与の支払
い等はごく近い将来に支給が予想されるものであ
るから引当金の必要はないという考えになったも
のである。しかし確定的に支払わねばならぬ賞与
には、未払費用の計上を認める。
　○退職給与引当金　　40％を20％に縮小する。
　○特別修繕引当金　　これは船舶の20年に一度
の特別修繕というように、必ず行なわれる特別修
繕のために認められていたものであるが、準備金
へ移行させ、引当額の3／4を限度とする。
　○製品保証金引当金　　これは廃止する。
　○返品調整引当金　　これは存続する。上記の
廃止に比べると不均衡な措置のようにも思える
が、卸と小売の間で、売渡し制ではなく、ある期
間に売れなかった商品についてずっと返品を認め
るという商慣習のある業界（主に書籍関係）に配
慮したものであろう。
　課税ベースの拡大という法人税法改正の措置の
問題点については後述する。（P.51参照)
　⑩　固定資産の圧縮損　　法人が補助金を受け
て固定資産（機械等）を購入したとき、補助金に
法人税がかゝると補助金の効果が減殺されるの
で、その固定資産の価格は補助金相当額だけ減額
して記帳できる制度がある。これを圧縮記帳とい
う。圧縮された金額は、一挙に損金に算入される
ことになるが、圧縮記帳された固定資産のその後
の毎年の償却額は、記帳額に応じて小さくなるの
で、これも課税の繰延べの効果を持つものであ
る。
　⑪　所得の特別控除　　公のために土地収用さ
れた場合に、その受取り代金がそのまま所得に加
算されるのは酷な場合もあるので、特別に控除さ
れる額がある。
　⑫　繰越し欠損金　　青色申告をしている法人
は、欠損金を翌年度以降に繰越すことができる等
の特典が認められている。

（2）　益金項目
　商品・製品の売上高、工事収入、受取利息、受
取家賃、資産の売却収入、引当金、準備金の取崩
し額。これらの益金項目は、当然に益金となるも
ので、特に説明する必要のあるものはないが、引
当金・準備金の取崩し額とは、繰入れに対応する
もので繰戻し額ともいう。実際に支出したとき
に、支出された額（社外に流出した額）を反対に
益金（収入）とみなす会計上の操作である。
　益金項目について、特に説明を要する制度に次
のようなものがある。
　①受取配当の益金不算入　　受取配当は当然に
益金であるべきものだが、法人擬制説の立場にた
てば、法人税を支払った後に配当されてきたもの
を益金に算入すれば、法人税が二重にかゝること
になるので、受取り配当は益金に算入してはなら
ないことになる。これはまことに奇怪な思想とい
うべきもので、A法人の支払う配当は、法人税を
支払った後の利益処分であっても、B法人という
別法人が受けとれば、人格が違うのであるから当
然に益金として課税の対象となるべきものであ
る。
　Aが所得税を支払った後の所得の中で、Bを雇用
し給与を支払えば、それを受けとるBにとっては、
収入であって所得となるわけで、このような場合
に所得税の二重課税になるなどという人はいな
い。法人擬制説というのは、何百万という全法人
を一つの法人と考えて議論をしている。わが国の
税制は、シャウプ勧告により擬制説を強要された
が、実際の税制としては、受取配当の一部を益金
に算入しないこととしている。企業計算では当然
に全額益金算入である。
　②特定外国子会社等の留保金課税　　税金の全
くかからない国や著しく低い国のことをタック
ス・ヘイブン国というが、そこに子会社を設立し、
その子会社に利益を留保するような場合、その留
保された額は、親会社の益金に算入する。tax ha-
venとは税の避難港という意味で、その極端なも
のをtax pradice（無税天国）という。
　③移転価格税制　　海外子会社等の国外関連者
に商品を卸す場合、通常100万円で卸す商品を80
万円で卸すことにすれば、それだけ海外子会社の
利益が増える。逆に110万円で卸せば、利益は減っ
てその分、卸す本社の利益が増加する。このよう
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に所得を移転するために通常でない価格を設定し
て、取引を行なう場合の価格を所得を移転するた
めの価格、つまり移転価格とよび、それは否認さ
れて、独立企業間価格に訂正されて課税される。
これはいわば、通常の正常な価格というような意
味である。

　以上のような損益の項目のうち、主要なものを
一覧表にすると次のとおりとなる。

　　主要な税務調整項目

　法人税の税額控除制度
　法人税額が計算された上で、その税額から控除
される主なものは次のとおりである。
　①　所得税額　　法人は所得税の納税者とな
る場合がある。法人が受取った利子や配当など
源泉徴収された所得税の額
　②　外国税額　　法人が外国の法人税を納付
する場合、国際間二重課税防止のため一定の範
囲で控除できる。
　この外、青色申告法人には、特別の税額控除
制度がある。しかしこれらの税額控除の理論は
かならずしもしっかりしたものではない。

5　その他法人税法上に規定されている特別の制度
（1）　同族会社に対する特別税制
　同族会社とは、個人事業者が法人成りして株式
会社になった場合、株式の大半は社長やその家族
等いわゆる一族に所有され、実質的には社長のワ

ンマン経営となり、正当な経理や税務計算が行な
われないことが多い。税法は中小企業にかなりの
優遇的措置（税率の軽減等）を講じている反面、同
じく中小企業であることの多い同族会社には、特
別に厳しい規制措置を講じている。
（イ）　同族会社の行為計算の否認
　同族会社のした契約等の行為を否認し、決算額
を計算しなおし、税額も計算しなおすという厳し
い否認制度である。単に計算を否認するだけでな
く、行為そのものを否認するというもので、趣旨
は同族会社の恣意的な契約行為や経理によって、
法人所得が減少すると認められるときに、その行
為や計算を否認するという制度で、別に税額を減
少させようという故意を必要ともせず、課税当局
の判断により課税できることになるので、反対意
見も多い制度である。
（ロ）　留保金課税
　同族会社では、利益を出して配当を行なって
は、税がかゝるとか、極端な場合には、適正な月
給を取っても所得税がかゝるとかの理由で、多額
の留保金をつくり、それによって個人の経費も何
もかも会社の留保金で自由にしようというような
ことがあるので、特別に税率を設けて留保金に課
税することとしている。その税率は次のとおりで
ある。
　年3000万円以下の部分　　10％
　年3000万円超1億円以下の部分　　15％
　年1億円超の部分　　20％
　この制度については、平成12年に不況対策、い
わゆるヴェンチャー育成のため等として凍結され
た。

（2）　土地譲渡に対する特別課税
　土地投機を抑制するため、2年以下の期間で所
有地を譲渡した場合（超短期）の譲渡益には、通
常の法人税率に30％を加算した特別税率で分離
課税が行なわれる。5年以下の短期保有のときは
20％加算。それ以外のときは10％の加算で計算さ
れる。

（3）　使途秘匿金課税
　いわゆる使途不明金は否認されてきたが、これ
は使途の明らかでないような支出は認めないとい
う制度であって、税務経理上、当然に損金算入が

区分 内容 具体的項目
益金不算入 決算利益では、収益とさ

れているが、税法上、益
金の額に算入されないも
の

○受取配当の益金不算入
○還付法人税等

益金算入 決算利益では、収益とさ
れていないが、税法上、
益金の額に算入されるも
の

○特定外国子会社等の留保金額

損金不算入 決算利益では、費用とさ
れているが、税法上、損
金の額に算入されないも
の

○減価償却超過額
○引当金・準備金の繰入限度超
過額
○役員賞与や過大な役員報酬・
役員退職金
○寄附金の損金不算入
○交際費等の損金不算入
○法人税額等の損金不算入

損金算入 決算利益では、費用とさ
れていないが、税法上、
損金の額に算入されるも
の

○収用などの所得の特別控除額
○繰越欠損金の損金算入
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できないというものであった。
　使途秘匿金とは、法人が支出したと認められて
も、流出した相手先を隠しているというような場
合に損金に算入しないばかりでなく通常の法人課
税に加えて40％の追加課税を行なうこととした
ものである。これは平成6年から3ヶ年間に限っ
ていた時限立法であったが、延長されて現在も存
続している。
　この制度は、不正経理を抑圧するためといわれ
ているが、歳入増加を狙う意味もあったのであろ
う。しかし理論的には、法人税の二重課税ではな
いかとか、法人所得に対する課税とは考えられな
いので、法人税体系外の課税として扱うべきもの
であるとかの批判がある。なぜならこの秘匿金課
税は、赤字法人にも課税されるもので、法人所得
がなくでも秘匿金があれば課税されるし、当然申
告は期待していない税であるが、かりに自己否認
して申告をした場合、30％＋40％という30％の法
人課税は存在しないはずで、秘匿金額の40％だけ
の課税とならざるを得ず、法人税ではないものと
考えざるを得ず、法人税でないもの（特別の罰加
金的な課税）を法人税に持ち込むのは、一税一法
律主義からいっても適当でない等の批判もある。
不正糾弾のための税であるならば、別途税法をつ
くるべきだという議論であるが、たしかに一理あ
るところであろう。しかし憲法は租税法律主義は
規定するが、一税一法律主義までも規定しない。
一税一法律主義が、憲法上の絶対的な要請である
としないならば、やゝ理論的整合性は欠けると思
われるが、この秘匿金課税はやはり存在意義があ
るだろう。税法は社会正義を実現すべきものだか
らである。

6　企業再編成にかゝる税制
（1）　会社分割のための商法改正
　失なわれた十年と言われるような長い不況下に
あって、いま企業は必死にいわゆるリストラには
げんでいる。会社内の無駄を省いてできるだけス
リムにし、体質を改善して競争力をつけようとす
る動きである。
　合併をして大型化することによって強くなろう
とする場合もあれば、企業分割をして不採算部門
を切り離すという場合もあるが、いずれにして
も、事実上の経営改善を行なった上での企業再編

成である。不採算部門を切り離すことによって独
立させ、責任をもって経営にあたらせる。切り離
された部門は、別会社となってそれ自身で競争に
たちむかうという場合もあれば、類似会社と合併
をしてまた新たな企業となる場合もある。これら
の動きは、消費ニーズの多様にも対応して質の高
い効率のよい企業への指向が高まったもので、
「大きいことがよいことだ」への反省でもあるの
だろう。
　このように現在は分社化という企業の再編成が
盛んであるが、商法上それに見合う法制がなかっ
たと言える。戦後の財閥解体以来、企業の巨大化
は独占につながるものとして悪だと考えられた時
期があった。八幡製鉄と富士製鉄が合併するに
は、法制上いろいろの支障を乗り越えなければな
らなかった。それ以来、規模の利益をめざして会
社の合併はかなり行なわれてきたが、分割という
ことが活発に行なわれるようになったのは、バブ
ル崩壊以後のことである。分社化といわれるよう
な動きがそれである。
　会社の分割は、営業譲渡とか現物出資という商
法の規定にしたがってできないわけではなかった
が、それは随分と手間もかかり、時間もかかった。
検査役の検査とか債権者の同意を得なければなら
ないという手続があっただけでなく、また当然経
費もかかった。こういうことを簡便に行なえるよ
うにという要望が強くなったのは当然であった。
このような状況にあって、会社分割法（商法改正）
が制定されることになったが（平成12年5月）、そ
れまでに準備とみられるような法改正が行なわれ
てきた。それは次のようなものである。
　平成9年には、持株会社設立が解禁された（6
月）。続いて銀行持株会社の設立も解禁された
（12月）。独占禁止法関係の改正である。
　商法の改正としてはストック・オプション制度
が導入され（5月）、合併手続が簡素化された。ス
トック・オプションとは、自社株の取得を、職員
にボーナスとして自社株を与えるような場合に認
めることとする制度である。
　平成10年3月には、自己株式の取得や消却要件
の緩和をしたし、税効果会計という制度も企業会
計上認められることになった。これは企業会計に
よる決算が税務会計によって否認されることが
あっても、それが翌期認容されるような場合（当
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期加算、翌期減算の措置）、その金額をあらかじめ
受入れる形で経理してもよいということである。
いわゆる期間損益にかゝわる問題で、損金計上の
時期の相違によって、利益計算に相違が起る場
合、翌期に認容される見込みの今期の否認はな
かったものとして取扱えるということになる。
　平成11年には、株式の交換・移転制度が創設さ
れた（8月）。企業会計上でも金融商品に対する時
価評価をはっきりさせた。
　こうした準備段階を経て平成12年5月に会社分
割法制としての商法が改正された（施行は13年4
月）。その内容は次のとおりである。

（2）　会社分割の仕組み
　会社分割とは、会社がその営業の全部または一
部を他の会社に承継させることをいうが、新しい
会社ができる場合に、その会社は株式を発行する
ことになる。この株式を誰が引受けるかによっ
て、分割のタイプがわけられる。
　①　分社型分割　　営業部門を譲渡した会社に
株式が割当てられる場合。つまり分割した会社
が、された会社の単独株主になるケースであ
る。

　②　分割型分割　　営業を譲渡した会社の株主
に新会社の株式が割当てられる場合である。株
主は新しい株をもらうが、これは旧株が分割に
より減価した分の補償と考えられるわけだか
ら、株主には利得はないものと考えられてい
る。

　以上の分類のほかに、次の分類がある。
　①　新設分割　　新しく設立された会社が営業
を譲り受ける場合

　②　吸収分割　　既存の会社が営業を譲り受け
る場合

　以上の組みあわせによって、結局会社分割に
は、次の4つのタイプがあることになる。新設分
社型分割、吸収分社型分割、新設分割型分割およ
び吸収分割型分割である。これらの改正は、会社
（経営陣）の判断で行なうもので、会社とは株主
のこと、あるいは会社は株主のものという商法の
従来の建前から言えば、会社独自の判断でこのよ
うなことができるということは大改革と考えるべ
きものであろう。会社を分けるなどということ
は、本来なら会社をつくった者（株主）がやるべ

きことであるはずである。株主はもはや単なる出
資者にすぎず、会社（法人）は独立の経営主体で
あるということが、また一段と強く表面化した制
度だと言えるだろう。

（3）　企業再編成にかゝる税制の創設
　会社分割法制をふまえ、税制をどうするかとい
う点について、平成12年7月の政府税制調査会の
中間答申では、次のように述べられていた。
　「諸外国の例を見ると、会社分割により移転す
る資産については譲渡益課税を原則としつつ、分
割の前後で経済実態に実質的な変更がない場合に
は、税制上も中立的な取扱いするとの考え方から
特例として課税の繰り延べを行うものとされてい
ます。」
　これでみると、特例として課税の繰り延べを行
なうというふうに思われ、租税特別措置法の改正
によって、譲渡益の課税の繰延べを行なうことに
なるかと思われたのであるが、本法である法人税
法62条にこの制度がおり込まれて創設された（平
成13年4月税法改正施行）。この理由はよく分ら
ないが、税制上、会社分割に対して中立的な取扱
いをすることとは、譲渡損益の課税を繰延べるこ
とであると判断されたのであろう。中立的な取扱
いを貫くことが、これであるなら、租税特別措置
ではなくて本法事項だと考えられたものだろう。
ともかくも、改正商法の施行を受けて、これに間
に合うように税法も平成13年4月改正施行となっ
た。その内容は次のようなものである。
　経済的な実質に変更がない限り、課税関係が起
らないようにするということを前提に、適格分割
要件というものを次のそれぞれの場合に設定す
る。合併、分割、現物出資および事後設立の場合
である。これらの場合というのも商法の規定を受
けたものだが、事後設立というのは分りにくい。
　これは会社の設立と財産の移動が同時でない
ケースである。この場合商法は2年以内に財産が
取得される場合としているのを、税法は6ヶ月以
内と短縮した。これはいわば課税の慣習からは2
年というのは長すぎる、6ヶ月くらいで十分だと
いうことであろう。この財産取引のことを事後設
立というので、事後設立というのは事後設立法人
と被事後設立法人（譲り受ける法人）との間の財
産の譲渡契約のことである。
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　税法の取扱いは、株主に対して株式を割り当て
るだけで、金銭の授受等が一切ない場合には課税
関係は起らないというものである。この場合でも
必要以上に株式を受けた場合には課税となる。こ
れをみなし配当というが、新しい株を割当てる場
合に、従来の持分に比例した正しい按分をしなく
てはならないとする考え方である。
　最も中核的な問題は、資産の譲渡益の取扱いで
あるが、これは帳簿価格どおりに授受することが
認められ、青色申告の場合の欠損金もそのまゝ引
継ぎが認められるし、欠損金の保有も認められ
る。以上が課税の繰延べとされているものの内容
である。課税の繰延べということの意味は、ある
期間課税しないという場合と、ある要件を守って
いる限り課税しないという場合があるが、本件は
当然後者の場合である。
　このように税法は改正されたが、このような改
正は、分割に対して中立というよりは促進的な効
果を持つだろうと思われるので、中立という説明
は少し理解し難い面もある。

（4）　企業再編成にかゝる行為計算の否認
　このような税制の改正によって、この会社分割
法制そのものを租税回避に利用するという傾向が
でてきはしないかと当局は当然のことながら配慮
している。そのため包括的租税回避防止規定とし
て、同族会社の行為計算の否認の規定（法人税法
132条）と同趣旨の規定をおいた（法人税法132条
の2）。
　この規定は、会社の分割等に際して資産の移転
や負債の移転を行なった法人が、その法人および 、 、 、 、
それらに関係する法人の法人税の負担を不当に減 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
少させる結果となると認められるものがあると 、 、
きは、その行為または計算にかかわらず、税務署
長はその法人税の課税標準もしくは欠損金額また
は法人税の額を計算することができるというもの
であって、従前の規定とならべて規定された。
　この規定に対しては、同族会社の行為計算否認
の制度に対すると同様の批判が起っているが、こ
の批判は当らないものと思われる。中立的とは
いゝながら、この財政難のときに企業のリストラ
は、いわば身から出た銹の洗い落しなのであっ
て、特に税制上の援助など必要ないという議論も
あり得るわけであり、また事実現在もっとも好況

な産業自体においても分社化は盛んに行われてお
り、それらの企業になぜ課税の繰延べが必要なの
か疑問点も多いのである。この規定をわざわざお
いたのは、課税当局がいわば伝家の宝刀を脇にか
かえたものであって当然の姿勢であろう。
　従来から言われてきた批判は、税を不当に減少
させたと認められるときという判断が税務署長の
一方的な判断で客観性の保証がないということで
ある。そして不当に減少させようという意思の有
無にも関係せずに、きめつけられるという指摘で
ある。たしかに結果として不当に減少していると
いうことの判断が課税当局にまかされ、客観的に
正しいという保証はないという意見には一理ある
が、正常な法人ではそのような行為計算はしない
ということを、課税当局は立証しなくてはならな
いとするのは、少しきびしすぎる注文であろう。
行政上の判断は、その所管官庁がなすのが通常の
形態であり、それがなければ、あらゆる行政は
すゝまない。訴訟の場合には不当についての客観
的な立証も必要とされようが、行政機関が判断す
ることを認めないとする議論はかなり無理な議論
であろう。
　次にこの行為計算の否認が、税務署長の裁量に
属すると考えられて批判している見解があるが、
これは誤っている。否認は裁量ではなく、不当に
減少したと認められる場合には必ずしなければな
らないものである。「できる」と法文に表現してい
るのは、それだけの権限を有するという意味で
あって、しててもしなくてもよいという意味では
ない。税務署長は職務上の職責として否認しなく
てはならないものである。
　なお不当に減少させる行為計算というものは、
経済的観察において正常か否か、合理的か否かの
判断でなければならないという見解は、批判とい
うよりは説明とでも言うべきもので不当とはどう
いう意味かという意見である。
　注意しなくてはならないが、同族会社の行為計
算の否認というのは、その会社がわざわざ損をし
たというような行為が否認の対象となったことで
ある。わざわざ損な取引をして何か裏の関係のあ
る者に利得させようという行為計算である。税を
免れるためだけにわざわざ損をするのではない。
合併分割等に伴うものは、わざわざ損をするので
なくて、これらの法律的手法を通じて税を免れよ
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うという行為全般が予定されていることになるで
あろうということである。どんな事態が起るか分
らないが、結果として租税が減少したというケー
スよりも、あらかじめ課税を免れるための行為計
算が多くなるのではないかという心配がある。

（三）　法人税の問題点
1　基本的問題
（1）　法人擬制説
　法人擬制説は、個人は生身の人間であるが法人
はそうではない。法人は生産活動の便宜のために
つくられただけのものだから、基本的には消費活
動はなく、個人たる人間とは根本的に違うと考え
る。財産権の主体としては個人は古くからそうで
あったが、法人はそうではないと考える。これら
の考えはすべて誤りであることは、拙著『財政と
宗教』にも述べてあるが、企業会計でも法人の消
費活動、つまり交際費というものを認めている。
法人とは複数の生身の人々のことである。
　A社の株式をB社が所有している。B社がその配
当を受けとったとき、その配当は法人税が支払わ
れた後の金額であるから、これに法人税をかける
と二重課税になるというのが最も困った税制であ
るが、このような法人擬制説が、わが国では現在
でも相当に根強く残っていて、法人税制をすっき
りさせないのである。わが国の法人税は、所得税
の一種として出現したが、戦前には、はっきり独
立の税種となっていた。戦後シャウプ博士が、擬
制説による法人税改正を強制したので、今日の日
本の法人税制は奇妙なものになっている。アメリ
カの法人税は、独立説によってつくられている。
GHQ占領時代に、日本にきたアメリカ人には、本
国で採用されない政策を、日本で試験的にやって
みたいという考えを持った人がかなり多くて、い
ろいろなことが行なわれたとよく言われるが、
シャウプの法人擬制説も、それらの反アメリカ的
政策の一つだったのかも知れない。
　ヨーロッパ諸国では、法人擬制説によって法人
税をつくっている国が多いそうである。その理由
はよくわからないが、直接税が税の基本となって
いないことと関連があるのかも知れない。所得税
と法人税を調整するという考えの人には、ヨー
ロッパ流の思想が強く影響していると思われる
が、擬制説にたつと言っても、配当に関して、そ

れにかゝる法人税をなかったものとするため配当
額を個人の所得に加え、所得税額を計算する。そ
の所得税額から、法人税額相当分（これは前払い
されたものと考えている）を差引くという技術的
な手法が採用されているにすぎないのである。完
全に差し引かない軽減措置にとどまるやり方もあ
るが、要するに株主の所得税額を軽減するに用い
られているにすぎないのである。本気で、一流企
業の大会社が実在しないなどと考えているわけで
はない。
　しかし、このことは極めて重要な意味を持って
いるわけである。つまり大株主の所得税の大幅な
軽減措置がとられてきたということである。擬制
説に基づくところの二重課税排除という措置がな
ければ、高所得者層はなかなか現在の所得税制に
は同意しないであろう。こういう意味で、法人擬
制説は、所得税の軽減のために利用され、根強く
信奉されているが、税制の簡便化、明瞭化のため
には、やはり所得税と法人税は、別種の税として
それぞれ分離独立させ、重税に対する不満が国民
に充満するならば、税率を変更することによって
解決すべき問題である。

（2）　非課税法人の制度
　公益法人が非課税になっているのは、わが国だ
けの制度ではない。なぜこのような制度が世界的
に存在しているかという原因を探究してみると、
歴史的に宗教団体が非課税団体であったことに深
く関係していると思われるので、別著『財政と宗
教』において論考を試みておいたが、宗教団体は、
非課税団体となる前に、課税権者であったという
のが歴史的事実であって、宗教が国家そのもので
あった時代がかなり長かった。
　このような歴史的背景で、公益法人の制度はつ
くられたものであろうが、公益法人にかぎらず、
公共法人や特殊法人（政府関係機関）もすべて非
課税である。政府機関が所得税を払うべきだとい
う議論をすれば、みな意外に思うであろうが、財
務省も防衛庁も、物品を購入すれば消費税を払っ
ているし、固定資産税も、「国有財産所在地市町村
交付金」という形で払っているわけである。政府
機関としての銀行や公庫だから非課税とするやり
方と、法人として所得あれば課税するというやり
方の得失を深く考えなければならないのではない
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か。現在は、政府の銀行は、利益がでれば、つま
り予算があまれば、国庫に上納することになって
いるが、上納されたためしがない。
　このように非課税法人が沢山あるのは、法人所
得が、所得という名称がつけられていても、利益
概念に近いもので、個人所得税でいう所得とは概
念の構築の仕方が違っているため、公益法人等に
は、はじめから所得はないという設計になってい
るからである。これは世界共通の21世紀マターと
して、税制改正に取組むべき問題だと私は考えて
いる。所得とは、結局は自己の自由裁量のもとで
自由に処分可能な留保金というふうに考えるべき
ものであろうからである。

2　技術的問題点
（1）　課税ベースと税率の関係
　課税ベースはなるべく広くし、税率は下げると
いう方向で考えるのがいゝ方向であるという考え
方であるが、これは別段いい悪いの問題ではな
い。法人税率が国際的にみて日本は高すぎるとい
う国際世論に押されたことや景気対策もあって、
かなりの引当金や準備金を廃止、縮少して税率を
引き下げて、税率だけは国際なみになったが、こ
れには非常な問題点がある。
（�）　税収中立的といわれ、税率は下がったが、
課税ベースは拡大したから税収は減らないという
が、引当金や準備金は課税の延期という期間損益
だけの操作である点が、なぜか忘却されている。
長期的には税率を下げることは、大きな税収減と
なるのである。
（�）　わが国には、政策的必要性の薄いものや既
に効果もないような準備金や引当金が多かったの
で、それらの整理をしたことは税制の簡素化とい
うことで成功と見ることができるが、多くの会計
学者の反対するような企業会計上、健全経営のた
めに絶対に必要なものまでかなり縮小されてい
る。このことは今後ながく問題として残るだろ
う。
（�）　法人税が企業の活動がグローバルになって
いるとき、世界共通となることは望ましいと言え
るが、そのためには法人の利益計算、つまりは算
術の方法が世界的に共通になることが望ましい。
この企業計算の方法を統一せずに、税率だけを先
に統一したことはいわば手順前後であり、財政の

自殺行為のようなものである。計算基準の統一が
何よりも先に大切なことだったはずである。

（2）　計算基準
　企業会計の基準が世界的に共通でないのは、企
業の経営実態が共通の尺度で表現されねばならぬ
にかかわらず、表現されていないことである。特
にわが国の立場が、海外から問題にされているの
は次の2点である。
（�）　連結決算制度と法人税課税の問題
　沢山の子会社がある場合、全体を通じて計算を
行なわないと企業業績の良否の判断はできない。
そこで親会社と子会社の決算は合計し、子会社が
利益隠しや赤字隠しの方法に利用されることのな
いようにし、課税もそれによって行なうことが、
眞実に経済を発展させるものであるとして、連結
決算課税が既にアメリカでは行なわれている。わ
が国では、連結決算制度が、企業会計制度として
は上場株式会社について行なわれるようになった
が、税務にはまだ全く採用されていない。
（�）　資産評価の問題
　主に土地、株式、債権の評価をどうするかとい
う会計学上の問題であるが、わが国の企業会計で
は、株式は時価評価されるが、土地は全く時価評
価されず、原価主義のまゝである。土地の評価の
問題は、固定資産税や相続税の場合にも大きな問
題となるが、法人税の問題としては、含み益課税
の問題となる。未実現利益に課税するということ
はかなり技術的に困難でもあり、金のない法人に
納税を強制するという無理にもなる。しかしなが
ら、資産再評価を全く行なわないという法人会計
のやり方は、企業会計としても、税務会計として
も何らかの改正を早急に講ずべき問題点であ
る。
　債権の評価の問題は、貸倒れ損の計上問題とし
て、目下金融機関について大きな政治問題となっ
ているものである。これは税務会計上の制度とい
う点の問題も若干はふくまれているが、企業自体
の経営判断であると同時に、極めて大きな政策判
断と経済政策的判断を必要とする大政治問題と
なっているものである。これを敢えて技術的問題
と言ったのは、税制としては、貸倒れ損の計上と
いう比較的軽い技術的制度の問題だからである。
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（3）　一人法人の出現
　株式会社を設立するには、発起人が7人いて資
本金を払込み、それから株式を発行することがで
きるというのが長年の制度であった。妻や子供を
株主とするような同族会社というのも、このやり
方で設立され従って個人企業に等しいとして、強
い規制を受けることになったのである。会社分割
に関する商法改正で、結果として一人株主を認め
ることとなったのは、分社化の傾向に迎合して、
親会社一社で株式出資をして株式会社を設立する
途を開いたためのものであろうが、一人の株主で
その人が社長となり、従業員にもなりという一人
法人が、いわゆるベンチャー企業として出現して
きたのである。こうなれば、、私の法人とは人々、
つまり複数の人間で構成される組織体であるとい
う説明を撤回しなくてはならなくなったわけであ
る。
　しかし考えてみれば、株主たる社長はやはり月
給を貰うであろう。株主でもあり、社長（経営者）
でもあり、従業員でもあるわけで、税制上は一人
を三人とみなくてはならないということだろう。
この会社がかなり利益をあげたときに、税制はど
う対応するかという問題であるが、このような企
業形態は好ましい形ではないと私は考える。法は
このようなものを予想して出資者が1人でもよい
としたのではなかろう。おそらくは、同族会社の
行為計算のほか、新しい税務上の問題を起すに違
いない。

（4）　エクィティ・ファイナンス
　エクィティ・ファイナンスとは、資金を集めるの
に株式（エクィティ）を発行することである。この
場合、集めた資金に配当しなければならない。一
方で銀行から借入れを行なって資金調達を行なえ
ば、借入金に対して利子を払わなければならな
い。ところで、借入金の利子は損金に算入できる
のに、配当は利益処分だからといって、損金に算
入できないことになっている。経済的効果からみ
て全く同じ行為に、このような取扱いに相違があ
るのは不公平だから、株式配当を損金とせよとい
う議論である。
　この議論は古くからある議論であるが、問題と
して取り上げるべきテーマではない。それは制度
の相違であって、目的地へ行くのに汽車による

か、飛行機によるかの選択の問題である。株式の
配当は、損金にはならないが、赤字になれば、配
当をしなくてもよい。銀行借入金は、赤字になっ
ても利子を払わなければならない。いわんや元金
はいずれ必ず返済しなければならない。株式は返
済の必要はなく、会社がそれだけ大きくなったこ
とを表現している。経営者には資金調達の方法が
いくつかあるが、どれを選択するかは経営判断の
問題であって、法人税制に問題があるわけではな
い。しかし古くからよくむし返えされる議論であ
るのでこゝに説明しておくのである。

（四）　法人税の申告と法人企業の実情
　法人税の申告も、個人と同じく自主申告制度で
ある。
1　申告
　商法上の会社は、1年以内の期間を決算期間と
して計算する義務がある。決算期間は通常1年で
ある。従前は、半年を期間とする会社も多かった
が、年2回配当することが認められるようになっ
て、ほとんどすべての会社が1年決算となった。
半期で配当するのを中間配当という。
　確定申告は、事業年度終了の日から2ヶ月以内
にしなければならない。その内容は、株主総会で
承認をうけた決算額そのものではなく、税務会計
によって計算した法人所得である。しかし確定申
告書には、貸借対照表、損益計算書を添付するこ
とになっている。それは言うまでもないが、企業
会計原則によって作成されたものである。
　中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える法人
が、予納的意味でしなければならないもので、申
告所得税の予定納税と同じ趣旨のものである。事
業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ
月以内に中間申告を行なわなければならないこと
になっている。その方法には次の2通りがあり、
いずれによるかは法人が選択する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　�　前事業年度の法人税額×前事業年度の月数

　�　6ヶ月を1事業年度とみなして仮決算を行な
い、申告額を計算する。
　中間申告に記載された法人税額は、中間申告書
の提出期限までに納付しなければならない。
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2　申告の状況
　所得は隠されたがるので、所得税の申告機能は
十分よく働かないとは、世界的に共通して言われ
ることが多いが、法人税についても同様だろう
か。法人に関しては必ずしもそうでない面があ
る。
　法人と個人の最大の相違点は、法人とは本質的
には、計算するための機構だということである。
個人は基本的には、消費主体であるし、事業を行
なうならば計算する必要があるが、多くの人は毎
日計算しているわけではない。ところが法人の場
合は、如何なる目的を持った法人であれ、設立さ
れた以上は計算を必然的に行なわなければ、いわ
ゆる財務管理ができないわけである。とりわけ、
生産を主たる目的とする会社は、自ら正確な計算
をし、自己の財務状況を明らかにしておかなけれ
ば世間の信用を得ることができない。そういう意
味では、法人所得は基本的には隠されたがるとい
う性質のものではない。逆に全くの債務超過であ
るのに、さも所得があるかの如くによそおって、
納税をするなどの現象も起るわけである。
　しかし、法人税についても、個人所得税と同様
の状況にあることも実に多い。これは法人といっ
ても、わが国には実に多種多様のものがあり、そ
れは戦後の「法人成り」といわれる社会的現象に
よるものであって、個人事業者が、法人にした方
が税金が安いということから、続々と法人になっ
たからである。安易に法人になることをわが国の
商法は認めてきた。このことは、現在でもあまり
変っていないから、一口に中小企業と言うけれど
も、零細企業には従業員5人以下、場合によって
は1人という会社も相当存在している。
　わが国の会社の総数は、毎年かなり変動する
が、それはつくってはつぶし、つくってはつぶす
ということが多いからである。それでも大体会社
数は250万社内外で変動している。そのうちいわ
ゆる大企業で上場会社は、2500社くらいであるか
ら、0.1％くらいが大会社で、株式上場企業という
ことになる。例外的には株式を上場しない大会社
もあるが、これら日本の産業の主体となっている
大企業がその所得をできるだけ隠すということ
は、基本的にはあり得ないのである。
　わが国の国民総生産の90％までは、これらの上
場会社とこれに準ずる企業によって産出されてい

ると見ることができる。そうして全従業員の50％
がこれら大企業の従業員であり、残りの50％が中
企業から零細企業にいたる諸々の会社の従業員で
ある。このようにみた場合、わが国の産業形態は
かなり特異な状況にあると言えるかも知れない
が、法人の半分は赤字法人であるといわれてき
た。好況のときにも赤字法人は、45％くらいはあ
り、不況の厳しい90年代以降は、65％にも達する
ことがある。これらの法人には、無申告法人も多
い。赤字であっても法人とした以上申告義務のあ
る点は、個人所得の場合と大きく違う制度上の差
異であるが、本当に赤字であれば、申告を強制し
ても税収はないわけである。
　最近、赤字のまゝで10年も20年も会社が存続
していること自体がおかしい。これらの赤字法人
は脱税をしているに違いないから調査をして課税
すべきであろう。数が多すぎて調査ができないと
いうのであれば、外形標準課税でもって課税すべ
きであるという議論があるが、赤字でないのに赤
字といっている法人に対しては、正しく課税せよ
というのは正しい議論であるが、赤字でも課税せ
よというのは、所得のない人から税金をとれとい
うに等しい暴論である。債務超過が本当であるな
らば、外形標準で課税されても、払う能力はない
わけで、このようなことを実行すれば混乱が増す
だけである。
　赤字法人でありながら、法人として存続し続け
ているのは、小法人は利益調整が容易だからであ
る。少し利益が出そうになれば、親類の人間を傭
うなどして、利益はでないように調整するわけで
ある。税金を払いたくないために、不用な費用を
支出するのは馬鹿げていると考えるが、これが一
族の論理によると馬鹿げていない。いつまでも赤
字で存続していくわけである。
　さらに赤字法人が50％以上あるといっても、
その内容は毎年入れかわっているわけである。
250万社の中小企業の半分が万年赤字でいるので
なく、赤字法人で10年も20年も存続しているの
が半分もいるというわけではない。赤字法人の経
理内容の実態はあまりにも数が多いため、税務当
局にも十分把握されていない可能性が高いが、か
りに把握されたとしても税収はさほど期待できな
いであろう。所得課税でも、外形標準課税でも、担
税力のないところへ課税をすることは全くの無駄
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なことである。わが国の法人税の申告納税は、全
くなっていないなどと考える必要はなく、法人税
という税種は、所得税以上に申告に依存できる制
度であると考え、その中での改良を考えるべきで
あろう。

（五）　法人税制に入っている法人擬制説に基く
制度
　わが国の法人税法や所得税法にしても、その他
の国の税法にしても、完全に法人擬制説に立脚し
ているところは少ない。実際の計算例に即して、
法人税務計算に擬制説が採用されている事例を説
明しよう。

1　受取配当の益金不算入
　会社Aが他の会社Bの配当を70万円受けとった
場合、この70万円は、B社が法人税を支払った
後のものであるから、この70万円に二度と法人
税がかゝらぬようにする。二重課税防止のためで
ある。
　B社の利益を100万円とすれば30％の法人税を
支払った額の残り70万円が配当可能額となる。
1/2が配当されるとみると35万円が配当額にな
る。A社においてこの35万円を益金とみれば、35
万×30％＝10.5万円が課税額となる。即ち、法人
独立説にたてば、10.5万円の課税もれがあること
になる。擬制説を完全に実行しようとすれば、70
万円を100万円に復元して50万円受けとったこと
にして、益金には算入しないことにしなければな
らない。そうすることによって、Bの支払った30
万円の法人税は、Aにおいて取り戻されたことに
なる。ところが、35万円しか不算入にならないの
で擬制説ではなお15万円に対する課税分4万5千
円が課税超過分として残っているということにな
る。このように考えれば全額不算入としても、完
全に擬制説を採用しているとも言えない。実際の
わが国の法人税では、もとは受取配当を全額益金
不算入としていたが、現在は80％不算入というこ
とになっている。妥協的な制度といえるだろう。

2　配当控除
　300万円の所得と210万円の配当のある人Cの
所得税額を計算する。累進税率を計算の簡便化の
ため次のように設定する。

　99万9999円まで　　10％
　100万円超　199万円まで　　20％
　200万円超　299万円まで　　30％
　300万円超　　37％
税率のパーセントは、実際のものである。Cの所
得税は次のとおりとなる。

（1）　源泉分離課税の場合
　配当にかかる源泉税　210万×30％＝63万円
　所得にかかる税
　（100万×10％）＋（100万円×20％）＋（100
万円×30％）＝60万円
　60万＋63万円＝123万円……Cの所得税合計

（2）　合算申告の場合
　300万＋210万＝510万
　510万にかかる所得税　（100万×10％）＋（100
万×20％）＋（100万×30％）＋（210万×37％）
＝137万円
　137万－63万円（配当にかかる源泉税）＝74万
円――納税額
　合計納税額　63万円＋74万円＝137万円
　137万円－配当控除額　210万円×10％＝126
万円
　このように、配当控除という制度があるもの
の、合算申告すれば、分離申告よりも3万円税額
が多くなる。配当に対する分離課税の税率を30
％で抑えているためである。したがって、（1）の
分離課税の場合は、3万円の課税もれがあること
になるが、法人独立説にたてば配当控除は不要な
ので、137万円が本来の総合課税による税額であ
るべきだから、分離課税の場合、137万円－120万
円＝17万円、の軽減となり、合算申告の場合、137
万円－126万円＝11万円の軽減となる。
　では完全に法人擬制説によって計算するとCの
所得税額はいくらになるであろうか。

（3）擬制説を完全に実行した場合
　配当210万円には、法人税30％が所得税の前払
いとして先取りされているので、配当は300万円
に復元しなくてはならぬ。Cの所得は300＋300＝
600万円となる。
　これに対する所得税額は
（100万×10％）＋（100万×20％）＋（100万×
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30％）＋（300万×37％）＝171万円
　171万円－（利益にかかる法人税額90万＋配当
にかかる源泉税額63万）＝18万円
　純粋に擬制説の立場にたてば、Cの申告所得額
はわずか18万円となる。それはCの受取配当210
万円は、既に法人税（所得税の前払い）が90万円
徴収されており、更に210万円の配当には63万円
の所得税が徴収されていてCの手取額は210万円
－63万円＝147万円にすぎなかったためである。
　しかし、法人擬制説の立場を完全に貫らぬけ
ば、法人税はなくなるわけで、15兆円の税収が失
われてしまうのである。したがって完全に擬制説
を実行しようという国はないのであるが、多くの
国で擬制説による調整といわれるものを取り入れ
ているのは、結局は所得税の軽減のためであり、
何としても法人擬制説という主張がなくならぬの
もこのためである。
　この擬制説は、財産主体の起源は個人か団体か
という観点にたっても誤ったもので、到底採用で
きる学説ではない。しかし税制上、法人税は所得
税の前払いという構造で、あくまで、擬制説に
よって法人税を構築するとするならば、次のよう
なことが不可欠の条件である。
（イ）　株主はすべて個人でなければならない。
（ロ）　会社は自己株は勿論、他社の株も保有して
はならない。
（ハ）　会社は、利益は必ず各事業年度において配
当しなくてはならない。
　このようなことが、現在の社会において不可能
なことはただちに理解できるであろう。擬制説が
完全に採用されない理由もここにある。したがっ
て、現実のわが国の所得税における配当控除とい
うのは、税額控除になっているが、設例のように
完全な配当控除をするのではなく、次のようにご
く部分的なものである。
　配当額が1千万円以下の場合　配当所得×10％
　配当額が1千万円を超える場合　1千万円を超
える部分の金額×5％＋1千万円×10％

（六）　付論　交際費新論
　交際費は、経費（損金）であるのに課税される。
実際に遣われてなくなったお金（社外流出金）に
ついて、なくなっていない、つまり有るものとし
て課税の対象とされる。このような税法の取扱い

は、企業会計の眞実を歪めるものでよくない。経
費は経費として認めるべきである。交際費とは、
このように常々議論の対象となってきた損金項目
である。わが国においては、交際費課税は昭和29
年から実施されてきたが、当初の制度は限度計算
といって、ある程度までは損金として認めるが、
一定限度を超える支出額については否認するとい
うものであった。現在の制度は、何回かの改正を
経たものであるが、資本金5千万円以上の会社に
ついては、交際費は一切認めないということに
なっている。
　交際費（支出）に課税する理由としては、冗費
を抑制し資本蓄積に資するということであった。
この理由づけは、現在でも変更になったとはされ
ていない。そこで多くの人は、日本の会社は、十
分に国際的競争力のある大企業に成長した。もは
や資本蓄積を国家が奨励する必要はないし、冗費
抑制ということも、現在のような消費不況時に
は、経済活性化のためにはもはや不必要なこと
で、交際費課税を廃止することこそ時宜を得たも
のであろうとする。たしかに交際費課税を強化し
ていくことは、消費抑制につながるものであろう
から、このような言い分も理由のないことではな
い。
　しかし従来から表面的にはほとんど言われな
かったけれども、交際費課税というのは、税収の
確保というところに本当の狙いがあったのではな
いか。これは、自由な経費の乱費を放置しておけ
ば、国家の課税権が侵害されるといったようない
かめしい議論もあるが、日本における交際費使用
の実情からみれば、巨大な税源となり得るという
財政事情からきたものと思われる。年々5兆円を
上廻る交際費が支出されていて、2兆円近い税収
があったわけである。しかも一方で、社用族とい
うものに対する社会的批判は根強いものがあり、
交際費課税反対の声は、会計家からはきかれて
も、一般大衆からは全くきかれなかったというこ
ともある。
　しかし、交際費というのは、販売促進、売上拡
大等のために必要な経費なのであって、実際に支
出された経費に課税するのは無理であるという意
見は一向におさまらない。そこで必要経費とは何
かということ、交際とはどういうことか等の検討
から始めることとしたい。
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1　必要経費とは
　必要経費とは収入を得るために必要な経費とい
う意味である。課税の対象となる所得を計算する
ためには、収入から必要経費を差し引くことに
なっている。算式はそのように構成されても、実
情としては収入を得たのちに必要経費が支出され
るのではなく、まず必要経費が支出され、その結
果として収入が得られるのである。
　　収入－必要経費＝所得
　そこで収入を得るために必要な経費とは、最も
典型的な小売商の場合を考えてみると、仕入高と
いうことになる。例えば80万円で商品を仕入れ
て、これを100万円で売れば、20万円の利益（所
得）ということになるが、収入を得るために支出

かね

した金が何でもかでも必要経費になると考えるべ
きではない。本当に必要な費用に限ると考えるわ
けで、このような思考方法は企業会計でも税務会
計でも違っているわけではない。
　必要経費とは会計学的には費消されたお金であ
るが、もともと失われたお金とは費用と損害との
二つをふくんでいると説明される。費用性の経費
と、損害金的な性質の経費があるというわけであ
る。例えば医療費ということを個人についてみれ
ば、仕入れのように収入を得るために必要な経費
というのではなく、生活上の家事関連費（所得処
分）であって、通常の生活費の中にふくまれるも
のである。ところが、これが通常以上の巨額にな
るようになると、損害の一種と考えられるように
なる。ある程度（10万円）を超えるような医療費
は、費用ではないが損害金であると考えて、医療
費控除の対象としている。つまり医療費（損害金）
が、必要経費同様のマイナス項目となったのであ
る。法人の場合に、法人が医者にかかって医療費
を払うことはないが、医療保険をはじめ各種保険
の法人負担分について、損金計上が認められるの
は、必要経費が費用ばかりでなく損害金もふくま
れることをしめすものである。もっとも、これら
の経費は現在は費用と考えられており、法人経理
において損害金と考えられるものは、火災とか盗
難とかの損害金といったものである。
　必要経費についてこのように考えてみると、交
際費とは販売促進のために支出するものであるか
ら、費用の一種である。費用ならば支出された金
額全体について経費と考えるかというと、税務会

計では勿論そうではないが、企業会計でもそうで
はない。何でもかでも交際費だとすることは企業
会計でも認められないのである。それは交際費と
認められるものにかぎって交際費とするというこ
とであるが、その前に、そもそも法人に消費生活
はあるかという問題がある。
　個人には消費生活があり、その消費生活を豊か
にするのが経済学の目的である。ところが法人
は、肉体を持った生身の人間ではないので、食事
をしたり酒を呑んだりという消費生活はありえな
いとする考え方があった。法人というのは、生産
のための団体であって消費のための団体ではない
から、消費生活というものはない。だから交際な
どということも、法人にはあってはならぬという
厳しい考え方である。結論から先に言えば、法人
にも消費生活はありうるとするのが、今日の会計
学の考え方であり、従って交際もあるし、それは
費用となり得るのであるとするのが一般的であ
る。しかしあくまでも会社の売上促進に有効な交
際に限って経費として認められるというのが、現
在の会計学の通説である。
　今、この問題に少し深入りしてみよう。法人に
ついて、現在もなお、法人実在説と法人擬制説の
対立がある。法人擬制説というのは、個人（生身
の人間）とちがって、法人というのは人為的な制
度だから、擬制的な存在であって、基本的には納
税主体たり得ないものである。なぜなら、法人が
利益を得ても、それは結局は株主たる個人の利益
に還元さるべきものであるから、課税としては個
人に統合すれば足りると考える。このような擬制
説の考え方は根本的に誤っており、生身の人間と
いうような考え方でもってきても、個人とは生身
の人間の単数であり、法人とは生身の人間の複数
であると考えて一向にさしつかえない。
　それはともかく、法人擬制説でもって考えれ
ば、法人に消費生活など有りようがなく、した
がって交際などということもあり得ないことにな
ろう。ところで、実在説で考えても法人を生産だ
けの団体というふうにとらえると交際費などはあ
り得ないということになる。法人は生身の人間の
集合体、つまり複数形の実体的な存在として、個
人同様に財産権の認められているもので、した
がって完全な納税主体たりうるもの、そこで生産
行為も消費行為もあり得るというのが現実的な妥
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当な結論ではなかろうか。
　したがって企業会計では、交際費と認められる
ならば、当然に必要経費となり得るし、会計原理
上必要経費であるならば、なぜ税務会計では必要
経費としなくてかまわないのかということにな
る。そこで交際とはどういうことかが次に論ぜら
れなくてはならない。

2　交際とはどういうことか
　交際費について、税法が課税することとしてい
るので、交際とはどういうことか、交際費とはど
ういうものかについて、国税庁通達にもいろいろ
規定がある。交際費はしばしば裁判で争われたこ
ともあるので判例でもかなりはっきり定義してい
る。それらを詳説しても別段新論ということには
ならないので、簡単にまとめて説明しておきた
い。
　交際とは常識的に言えば、おつき合い、社交で
ある。本来的には、人間の消費生活に関すること
である。少しくわしく言えば、接待と贈答である。
前者は会食や宴会をすること、後者はプレゼント
をすることである。接待というのは、接待する方
とされる方の双方的な行為であるが、贈答という
のは一方的行為である。
（イ）　三要件説
　学説、判例の主要なものに三要件説というのが
ある。もとは国税庁の通達に規定されたことだ
が、交際費と認められるには、支出の目的、支出
の相手先、支出の態様という三つの要件が必要だ
とする考え方である。もともと国税庁通達の用語
によって説明しているものだが、支出の目的とい
うのは売上げを増やすためとか、販路拡張のため
とかいう会社の利益を確保するための目的をもっ
た支出でなくてはならぬという考え方である。次
に支出の相手先というのは、交際の相手方という
ことで、宴会に誰をよんでもよいというのでな
く、売上げを増やすために得意先を招待するとか
のように交際の相手方を限定したものである。支
出の相手先といえば、料理屋とかデパートという
ことになって、正確な用語ではないが、交際相手
のことをこう言いならわしている。これは得意先
だけではなく、仕入先などでもよいことになって
おり、会社関係者なら交際の相手方と認められる
ことになっている。少し甘すぎるという感じもあ

る。問題は自社の従業員などはどうかということ
であるが、例えば社長が従業員を慰労するために
宴会を開いたとすれば、福利厚生費となることは
あっても交際費にはならないだろう。これに反し
て、従業員が社長のおともをして、得意先接待の
宴会に出れば交際費となるわけである。第三の交
際費の態様というのは、まさしく接待、贈答でな
ければ交際ではないわけで、単に金を与えたり、
ひそかに贈るというようなことは、交際費とはな
らないわけである。
　交際費とならなければ、企業会計上も費用とは
認められないが、税務会計上は、交際費と認めら
れても課税される。経費（損金）に課税するから
には、単に冗費の抑制といったような政策目的で
はなく、課税するのが正しい扱いであるという租
税論からの説明がほしいところである。そこで従
来から言われて比較的説得力があるとされている
のが、代替課税説である。
（ロ）　代替課税説
　代替課税説というのは、飲食の費用などは本来
的には、個人にかかるものだから、その飲食を行
なった人たちが負担すべきものである。したがっ
て接待した側は、その費用を会社からフリンジ・
ベネヒット（現物給与）として受けたものであり、
接待された側もその費用を贈与されたものと考え
るべきもので、いずれも所得に加算されて、所得
税の増加となるべきものである。しかしこのよう
なことは、実務上取扱いがむずかしく現実的でな
いので、会社が損金とするのを認めずに会社に課
税することによって、国家の課税権を守っている
制度であると説明する。たしかにかなり説得力あ
る説ではあるが、納税の権利、義務関係に代替と
いったことは許されるわけのものではないところ
に無理がある。
（ハ）　新論－支出課税説
　私は代替課税説でも十分説明しきれないのだか
ら、交際費課税というのは、租税特別措置とし
て、法人税の中に支出課税をとり込んだものとで
も考えなければ説明しきれないだろうと書いたこ
とがある。（『やさしい財政』－その根本原理－　
財務出版　平成9年3月）一般消費税というのは、
すべての消費（支出）に課税されるものだが、そ
れは投資的支出でも消費支出でも課せられる。現
にどの会社でも支払っているものである。
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　支出税というのは、現在実施されている税制で
はない。世界中で行なわれていない。しかしこの
税制は、支出行為に課税するというもので、消費
か投資かを問わず個人の支出を対象とするもので
ある。法人の生産のために必要な支出について課
税するわけのものではない。ところで法人にも消
費生活というものがあり、その支出を是認するな
らば、交際費というものが認められるのである
が、それは正しく個人の消費支出にもあたるもの
だから、支出税の対象たり得ると考えてよいもの
である。どこでも実施されていない支出税という
税制を、わが国の法人税が特別措置としてとり入
れているというのも、一つの説明にすぎないけれ
ども、こうとでも言わなければ交際費課税という
のは、租税論からは説明できないだろうというの
が、私の見解であった。
　消費支出という法人については本来認められな
いような支出を、経費として認めるかわりに支出
税を課すのである。それはたまたま法人税率と同
率にしてあるのだと考える。これは小さな新論で
あったが、今こゝに改めてこの思想を大きく、く
わしく論じてみようというわけである。

3 利益課税から所得課税へ
　法人税は利益に課税されることとなっている。
利益があれば課税されるが、利益がなければ課税
されない。これは当然の法理のように思われるけ
れども、所得税が利益にではなく、所得に課税さ
れるのとは、論理的に大きな相違がある。なるほ
ど、法人税も法人所得に課税されることになって
いるが、それはあくまでも、企業会計原則によっ
て利益を計算し、それに税務調整を加えて所得を
構成することにしているものである。つまり利益
から所得を誘導していて、所得概念そのものを構
築していない。
　個人所得というのは、利益からとみられるもの
（事業所得など）もあるが、基本的には所得として
計算する。例えば給与所得である。賃金を得るた
めに労働力を売って、給料を貰う。これは利益概
念からは誘導できないものである。先に所得概念
をたてるからこそ、給与所得概念は構成されるの
である。このように所得税と法人税は同じく広義
の所得税と考えられて、収得税などと言われてい
るのだが、課税標準（税率をかける前の基本数字）

の構成方法は著しく違うのである。
　このことは、個人所得税は「担税力あるところ
課税あり」という課税原理（応能説）を貫いてい
るのに、法人税では、担税力の有無ではなくて、利
益の有無によって課税の有無を決定することとし
ているので、利益がないと構成されている法人、
いわゆる公益法人は、はじめから非課税となって
いるのである。このことは所得税と法人税の税制
上の著しい乖離であって、論理的に説明すること
は難しい。歴史的な理由に基くものであるという
ことを、私は先に『財政と宗教』（霞出版、平成12
年10月）で詳説した。
　ひらたく言えば、個人では、牧師だから免税だ
とか、教師だから非課税だとかいう制度は全くな
くて、万人が法の下に平等である。そして、課税
の基準は、利益の有無でなくて所得の有無で決定
される。法人には、免税特権を与えられている公
益法人という法人群があって、法の下で平等に
なっていない。宗教法人が免税なら、牧師も神主
も免税でなければならぬだろう。
　所得概念は、利益概念に非常に近いものだとも
言えるし、全く違うものとも言える。個人につい
てみれば、多くの給与所得者、サラリーマンはす
べて利益概念でなく、所得概念で課税されている
のである。サラリーマンについて必要経費を認め
よという議論が盛んに行なわれて、事実若干必要
経費を認めようとする制度もあるが、それらは最
密に言えば、費用性のものではなく、損金性のも
のであり、結局はサラリーマンの所得について
は、利益概念から誘導されるものではなく、所得
概念そのものとして構成されているとしか説明で
きない。さればこそ、給与所得控除とはいかなる
性質のものか、必要経費にあたるものか否かなど
が議論されるが、一向に結論を得ないのである。
　こゝからが、私の新論の中心となるのである
が、法人も個人も「担税力あるところ課税あり」と
いう思想で、所得概念でもって統一的に課税さる
べきであろう。そうなると次の2点が現状とは著
しく異なることになる。
（1）　法人にも免税特権を有する法人というもの
は、全く存在しなくなる。余裕金のある法人、自
主的に処分権を有する留保金のある法人はすべて
所得ある法人として課税の対象となる。法人にお
いても、所得とは利益に極めて近い概念であると
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同時に、全く違った概念でもあるということにな
る。
（2）　個人の消費生活費用、つまり家事関連費が
絶対必要経費とならないと同様に、法人の消費生
活費用もすべて必要経費とならないことになる。
企業会計が、交際費を必要経費としても、税務会
計では、所得計算上は頭から必要経費にはならな
いとして取扱われることになる。企業会計は利益
を計算し、税務会計は所得を計算するという差異
が歴然となる。租税特別措置としての交際費否認
ではなく、本法（法人税法、所得税法）での否認
となる。交際費は所得処分となるわけである。
　交際費課税の税理論の本質はということをつき
つめて考えてみると、やはり現代税制はまだ完成
した形ではないと思わざるを得ない。所得と利益
ということは、同じようで違うのである。この違
いをはっきりとするように税制全体を構築しなお
せば、交際費課税問題はおのずから解消しなんら
問題点を残さないだろう。個人、法人ともに家事
関連費が費用や損金にならないという原理がはっ
きりと打ち出せるであろうからである。

Ⅲ　消費税の根本問題 -支出税との関連において-

（一）　消費税とは
（二）　一般消費税の仕組み
（三）　売上税との相違
（四）　消費税の意義
（五）　一般消費税の問題点
　1　基本的問題点
 　（1）　消費抑制効果
 　（2）　逆進性
　2　技術的問題点
 　（1）　益税制度
 　（2）　インボイス制度の欠如
 　（3）　消費税の納税
（六）　将来への展望
（七）　付論　支出税とキャッシュ・フロー法人税
　1　支出税について
 　（1）　支出税実施の困難性
 　（2）　改良方式
　2　キャッシュ・フロー法人税について

（一）　消費税とは
　消費税とは、モノに対する課税の一つとして説
明せられることもあるが、基本的には支出（代金
を払うこと）という行為に対して課税するもので
ある。支出に対する課税といっても、支出税とい
うような構想は、直接税として構成されているも
のであるが、一般に消費税は、間接税として構成
されている。間接税とは、税を負担する納税者と、
税を納税する納税義務者が別人であるとして構成
されているもので、現在の酒税やたばこ税がその
代表的なものである。一般消費税の導入によって
廃止された物品税もその例である。
　100円の所得に10％課税するという所得税では、
10円が税金となり自分の手持ち金額は90円にな
るわけであるが、100円の買物代金に5％課税する
消費税では、支払い額は、105円となるわけで、こ
の構造上の差が、直接税と間接税の相違点でもあ
る。
　消費税という間接税には、いろいろの種類が
あって、その種類ごとに、税の仕組みが異なって
いる。そうして税制として実施される場合には、
税額負担者と納税義務者が別となるように構成さ
れるのが通常である。次に、理論上考えられてい
る間接税たる消費税の分類をしめす。

　わが国の現在の一般消費税は、付加価値税で
あって、前段階の税額を控除する方式である。◎
印の課税方式である。

（二）　一般消費税の仕組み
　一般消費税は、あらゆる取引について、その代
金支払者が、5％の税額を負担し、それを受け取っ
た販売者が、その税を納税する義務を負う仕組み
であるが、彼自身が税を負担するわけではないと
いう構造をもっている。
　まず多段階課税方式あるいは全段階課税方式と

製造者売上税
　単段階課税 卸売売上税

小売売上税

取引高税（累積型）
　多段階課税

付加価値税
税額加算
方式

（非累積型） 税額控除
方式　　◎

個別消費税…酒税、たばこ税、各種物品税など

一
般
消
費
税

消
費
税
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よばれるように、課税は取引ごとに存在する。次
に各段階で支払われた税額は、最終消費者の負担
となるように、中間の業者は、前段階で支払った
税額を受取った税額から控除して納税する仕組み
となっている。これが前段階（税額）控除方式と
いうものである。結局納税義務者は、何ら税は負
担しないものである。これを今取引が三段階ある
場合を想定して説明しよう。
　（1）　製造者が卸商に100万円の商品を売る。卸
商は、100万円の代金と5％ 5万円の税金合計105
万円を支払わねばならぬ。
　（2）　卸商は、100万円の商品を120万円で小売
商に売る。小売商は、120万円＋6万円の税金で合
計126万円を支払わねばならぬ。
　（3）　小売商は、120万円で仕入れた商品を150
万円で消費者に売る。消費者は、150万円と税金
7.5万円計157.5万円を支払わなければならない。
　以上の場合において、消費者の負担する税は、
7.5万円であり、小売商は受けとった税額から自
分が支払った税額を差し引いた額を納税する義務
がある。7.5万円－6万円＝1.5万円。
　卸売商は、小売商から6万円の税を受取ってい
るが、自分も5万円の税金を払っているので6万
円－5万円＝1万円を納税する義務がある。
　製造者は、5万円の税を受取っていて、その製
品をつくるために支払った税は、ないと仮定して
いるから、5万円を納税する義務がある。
　以上のように、最終消費者の負担した税は、7.5
万円＝1.5万円＋1万円＋5万円ということになっ
て、3人の納税義務者によって納税されることと
なり、消費者以外、取引当事者は一切税を負担す
ることはない仕組みとなっている。この構造は、
フランスで考案された付加価値税と全く同様のも
のである。ヨーロッパ型付加価値税をわが国では
一般消費税と言っているわけである。
　付加価値とは、利潤ということで、先の例で言
えば、20万円（120万－100万）、30万円（150万
－120万円）、の2つである。この二つの付加価値
にそれぞれ5％ずつ課税すると、
　　20万円×5％＝1万円
　　30万円×5％＝1.5万円
　設例では、商品は原価0で製造されていること
になっているから、100万円×5％＝5万円、結局、
7.5万円は各段階における付加価値に5％の税率で

課税されたものと同じことになる。実際の取引は
もっと多段階で、100万円の付加価値ではなく、そ
れまでの付加価値の総和に対する税額が5万円と
考えるべきものである。このように、最終段階の
消費者が負担した税額は、小売価格の5％という
ことであるが、それは、前の各段階における付加
価値に対する5％の税額を合計したものに外なら
ない。つまり、一般消費税と付加価値税とは全く
同じものであって、一般消費税とは、消費者の側
にたって名付けられたものであるのに対し、付加
価値税とは、生産者側（取引者側）にたって名付
けられたものである。

（三）　売上税との相違
　一般消費税は、大型間接税の導入の必要がある
という議論がはじまってから、実に10年の歳月
を要して成立した税制である。この間与党内でも
意見の対立があったが、政府と国会の間で激しい
対立があった。売上税として法案が提出されたこ
ともあったが、成立に到らなかった。売上税は、売
上（収入）に対して何パーセントかの課税をする
もので、卸売段階、小売段階というふうに多段階
課税もあり得るが、税が累積されるのを避けるた
め、通常は小売段階で課税される消費税である。
小売商の売上に課税するので、納税義務者は当然
に小売商であるが、負担は転嫁されて消費者とな
るはずのものであるが、この転嫁がスムーズに
いってもいかなくても売上者は、納税義務者とし
てその売上額の何パーセントかを納税すべきとさ
れる税制である。このような点から非常に業界に
忌み嫌われて大反対運動が起り導入に到らなかっ
た。しかし業者としては、その税額は当然に損金
とせられ、必要経費となるものである。税制とし
ては、多段階課税の付加価値税よりは、簡単で明
瞭である。ところが、中曽根内閣で提案された売
上税は、名称は売上税でも内容は一般消費税に近
いものであったが、売上税と思われて反対を受け
たのであった。
　付加価値税は、納税義務者が多数に上り計算事
務も厄介ということもあるが、税額は確実に消費
者の負担となり、業者側には申告義務の負担だけ
がある。この点について、最近は「損税」があり
得るというような新しい意見もあるが、それは売
上不振で販売益が上らない場合にも納税義務があ

2.5万円



－61－

るからというもののようである。しかし一般消費
税は、消費者が税額を支払った以上、業者側に税
の負担は起り得ない構造となっている。
　大型間接税といっても、売上税型と付加価値税
型とでは、税の仕組みがこのように違うのである
が、「大型間接税といわれるものは導入しない」と
いうような政治的発言（中曽根内閣）があったり
して、紆餘曲折の末、わが国の一般消費税は、平
成3年竹下内閣によって、世界にも例をみない低
い税率（3％）でもって、10年ごしに導入された
のである。

（四）　消費税の意義
　昭和53年の大平内閣から、昭和63年の竹下内
閣まで実に10年の歳月を経て、一般消費税が導入
されたが、この税制改革は、シャウプ改革以来最
大の税制改革であったと言える。大型間接税たる
一般消費税には、後に述べるような幾多の問題点
があるが、それにもかかわらず、消費税の導入さ
れた意義は頗る大きい。以下それについて説明す
る。
　どのような税制が理想的なものであるかについ
て、古くから議論されてきた。特に政治形態は民
主主義であるべきとの認識が普遍的なものとなっ
たとき、納税は全国民の義務ということもまた共
通に認識されるようになった。アメリカ革命にお
ける「代表なければ課税なし」（no representa-
tive no tax）は正しく民主主義の原点であり、納
税は全国民が参加するようなものが理想的なもの
と考えられた。
　全国民が納税者になるといっても、勿論、富者
もあれば貧者もある。それぞれの分に応じて負担
する、最貧者は負担を免れてもさしつかえなかろ
う。こういう思想の下で、所得税、しかも累進税
率による所得税こそは、真の意味で公平で、全国
民参加型の税制と言えるであろうと考えられた。
所得こそは、最も明らかな担税力の指標であり、
所得を基準とする税こそは、全国民参加型の公平
な理想的税制であると考えられるようになった。
これが、いわゆる所得税中心思想であり、所得税
が税収も最も大きく、基幹税とされてきた思想的
背景なのであった。
　この思想がわが国において、大きくゆらぐよう
になったのは、1970年代に入ってからである。

ヨーロッパでは、もっと早くからゆらいでいた。
昔から心配されていたように、所得は隠されやす
い。事実隠されることが多く、決して公平に実施
されていないという反省である。人々が皆正直に
申告すれば、所得税は最良の税制であるが、もし
そうでなければ、事実上の大きな不公平を生む。
この事実上の不公平を補完するために、一般的な
大規模な消費税の導入が議論されるようになった
のである。広く浅く全国民に新しい税の負担を求
めて、所得税の欠陥を補完しなければならないと
わが国では考えられた。
　このことは、所得税が全国民参加のはずであっ
たのが、必ずしもそうでなくなったので、新しい
形で全国民参加型の税制を導入したものであっ
て、納税の理想はあくまでも、全国民参加型であ
るということであろう。しかしこの全国民参加型
税制のために、所得税も消費税もともに絶対必要
な税制であるということを政府は説明していな
い。直接税を補完するものとしての間接税の導
入、直間比率の是正というのみである。
　消費税の意義は、まさに「全国民参加型税制」の
維持という点にあると私は考える。将来にわたっ
て、消費税は基幹税の一つとなり得るものであろ
う。しかしその場合、ヨーロッパなみに直間比率
を50対50というふうにするべきかどうかは、国
情にあわせて検討されなければならないであろ
う。税は長らくその社会にあって適用されてきた
税が良税とされるもので、何でもかでも世界共通
という考え方は反省されねばならない。

（五）　一般消費税の問題点
1　基本的問題
（1） 消費抑制効果
　国民が物品への欲望が甚だ強いような発展途上
国で、少々の消費税がかけられても、消費抑制効
果はあらわれないが、わが国のような成熟社会で
は、消費税は消費抑制効果を生む。不況下にあっ
て予定されたことだからと、全く無反省に政府が
3％の消費税を5％に上げたことが、不況に拍車を
かけたことは記憶に新しいところである。ヨー
ロッパのように、大きな税率の消費税国では、も
うずっと以前から経済の高成長は望み得なくなっ
ている。
　消費税は、貯蓄への刺戟となってよいという説
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もある。アメリカのような貯蓄率の低い国では、
高率の消費税を課することによって消費が抑制さ
れ、貯蓄が増加するということはあり得るかも知
れないが、このことは実証された事実ではない。
また同様に、所得税と違って、消費税は勤労意欲
を阻害することはない。これは消費税の長所であ
るという意見がある。所得税との相対的な関係か
らこのようなことも言えるのであろうが、所得税
がかかるから仕事をやめようという人も実際上は
いないわけで、観念的な議論にすぎない。

（2） 逆進性
　古くから言われてきた間接税の逆進性とは、間
接税は相対的に貧者に重い負担を課すものである
から悪税であるという思想である。『間接税と労
働者階級』ラッサール（1825-1864年）著は、こ
の思想を最初に表明した古典である。この思想か
ら、間接税（物品税）は、酒、たばこのような嗜
好品か宝石とかのような贅沢品にかぎって課税す
べきものであるとされてきたのである。
　たしかに、国民所得水準の低い段階で、衣食住
のすべてに課税するような間接税は悪税であろ
う。現在のわが国のように国民所得水準が高く、
貧富の差も少なくなった国においては、全国民参
加型税制という観点からみれば、逆進性というこ
とにあまりこだわらなくてもよいかも知れない。
しかし、住に対する課税（固定資産税）とともに、
一般消費税は衣食にも課税を及ぼす大衆課税の最
たるものと言えるのであって、税率は低めに抑え
るべき性質のものであると考えなければならな
い。

2　技術的問題点
（1） 益税制度
　益税とは、消費者の支払った消費税が事業者の
手許に残り、国庫に入らなくてもよいという制度
をつくっているという意味から、批判をこめて名
付けられたものである。実際の制度としては、次
のような制度が法制化されているために起る現象
である。
　○免税点制度　　年間売上3000万円以下の小事
業者は、消費者から税額相当分を受取っても、免
税される。これはいかにも不都合な制度で、この
ようなことが許されるというのは誠に奇怪という

ことになるが、小事業者は、仕入れには消費税を
負担しており、それらを差引いて納税する手間な
どを考慮すれば、免税をして事務の簡素化をはか
るのもやむを得ないという趣旨である。立法は妥
協であるということは、一般的にいわれることで
あるが、これは典型的なもので、これによる国損
は数千億に上るという人もある。多くの学者は、
免税点制度の免税点が、諸外国に比べて著しく高
いと批判している。諸外国では精々、数百万円以
下であるということである。
　○簡易課税制度　　年間売上げが2億円以下の
中小事業者には、受けとった消費税と自己が支
払った消費税を、正確に個々的に計算せず、簡便
な計算方法で計算すればよいというものである。
これはもと4億円以下とされていたのを批判に応
えて2億円以下と改正したものであるが、各業種
について売上に対する仕入率を一定のものとし
て、税額を計算するのである。この率の設定も実
情より非常に甘いものであるとの批判に応えて、
改正されたので、この二つの改正によって益税の
額は相当に減少したと考えられる。しかし、この
益税の額も統計的に正確に計算されないので、ど
の程度の国損が生じているか分らない。しかし、
改正によって、さほどの巨額ではなくなったもの
と考えられるが、このような制度自体が立法の妥
協以外の何者でもないのである。

（2） インボイス制度の欠如
　ヨーロッパの付加価値税の制度では、インボイ
ス（送り状）の発行が義務づけられている。イン
ボイスに商品価格と消費税額を明記して相手方に
渡し、相手方はそれによって商品価格と税額を支
払うのである。これはたしかに、渡す者と受け取
る者との間で相互索制作用を持ち、脱税を防止す
るとともに証拠書類ともなるものである。両者共
謀して脱税を図るというような例外的ケースを除
けば、ほぼ確実な納税制度である。
　わが国の一般消費税は、この制度を取り入れて
いないので、脱税が比較的容易という欠点があっ
た。しかし、帳簿方式による納税であっても、帳
簿と証票類の保存が義務づけられ、保存がない場
合には、支払消費税額の控除が認められないよう
に法律改正された。この限りでは、インボイス方
式にかわるものとして、脱税防止に有効であろう
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と思われる。しかしかりに消費税に複数税率が導
入され、0税率というようなものや、税率に5％、
10％というような差が出現した場合には、帳簿方
式ではインボイス方式に代る作用を持たないわけ
である。帳簿方式は、税率がすべて同一である場
合にのみ、インボイス方式に代わり得るものであ
る。わが国の多くの学者は、インボイス方式導入
の必要性を説いている。

（3）　消費税の納税
　消費税についても、申告納税であり課税期間
は、個人事業者は暦年、法人はその事業年度であ
る。個人の場合には、税務署長に届出をして課税
期間を次のように短縮することができる。1月～3
月、4月～6月、7月～9月、10月～12月である。
法人の場合には、事業年度を3ヶ月ごとに4分割し
た期間とすることができる。　確定申告は、課税
期間終了の日から2ヶ月以内に行なうことになっ
ている。個人の場合はその翌年の3月31日である。
所得税の場合のように中間申告の制度もあるが、
消費税の収納状況を見るに、次のような特徴があ
る。
　消費税導入直後は、さほどでもなかったがここ
数年、消費税については数千億という巨額の滞納
が発生している。しかし、逐年の滞納残高は、ほ
ぼ同じく毎年数千億円である。滞納がそのままに
とどまり整理されないならば、滞納残高は連年
ふくれ上るはずであるが、ほぼ毎年同じ額の滞納
が発生し、滞納残高もほぼ毎年同額であるという
ことは、消費税は1年おくれで納税されていると
いうことをしめすものにほかならない。正確に1
年おくれでなくてもある期間、つまり消費税は他
に流用されていると推定されるのである。このこ
とは、事業者に会計上の便宜を与えているもの
である。なぜこのようなことが起るのであろう
か。
　課税期間が長すぎるからだという説がある。
預った消費税を他へ流用してしまって、納期限で
は滞納になってしまうということである。現状で
は順おくれで納税されているからよいようなもの
であるが、このことは消費税という制度には、無
数の徴税請負人がいるようなもので、一たん不況
が深刻し納税意識が薄れてくると、恐ろしいこと
になりかねないのである。消費税の横流しや滞納

についての法的規制は、ないに等しい。このこと
は、消費税の最大の問題点でもあるわけである。

（六）　将来への展望
　直間比率の是正という考え方で、所得税や法人
税を減税する一方、消費税を導入するという大方
針の下、3％の税率で消費税が導入された。この限
りでは、消費抑制効果もあまり起らず、一応成功
したかに見えたが、不況が次第に拡大しつつあっ
たとき、5％に税率引き上げを行なった。このこと
が不況を深刻化し、不況対策として更なる所得税
や法人税の減税を余儀なくされた。こうして所得
減税が先行する中で、消費税の税率引上げは、政
治的には容易に実行できないような状況になって
いるが、将来かりに景気が回復したとすれば、消
費税率引上げを実施して、失われた直接税の税収
を消費税によって回収すべきであろうか。
　このことは、極めて政治的な課題であるが、消
費税は、衣食住に対する課税であり、全国民参加
型といいながらも、大規模な大衆課税であるの
で、税率引上げには慎重であるべきであろう。住
に対する課税は、戦前からもあったが、戦後は地
方税たる固定資産税として実施されている。これ
は、持ち家の人もそうでなくて家賃を払っている
人もすべて負担する税である。固定資産税を負担
していない人とは、いわゆるフリンジ・ベネ
フィットを受けているとされる、低額な家賃の社
宅に住む人だけである。この場合は、会社がか
わって固定資産税を負担しているのである。
　衣に対する課税は、織物消費税という形で戦前
には存在したが、戦後はずっと存在していなかっ
た。一般消費税によって復活したと言える。食に
対する課税は、砂糖などの課税あるいは、遊興飲
食に対する課税以外には、ずっと戦前、戦後を通
じて存在していなかった。一般消費税の導入に
よって、はじめて食についての課税が導入された
と一応考えることができる。
　しかし、ここにわが国だけの特別の事情があ
る。それが食糧管理制度といわれるもので主食で
ある米について、政府が生産農家から生産価格と
いう原価で買上げ、それがあまりに高いので、政
府自体が少し損をして、国民に公定米価で売り渡
すという管理制度である。この米価が国際自由市
場価格の5倍もするという事実である。このこと
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は農民と農業保護のために、国民は、それだけの
租税を払っているのと同じ経済的な意味を持って
いる。米を自由化するかどうかの議論とは別に、
食に対する課税としての一般消費税について、簡
単に税率引上げを諸外国との比較だけで行なうべ
きではない、という事情がわが国にあるというこ
とである。
　このように考えてくると、わが国の財政破綻を
救うために増税を行なう必要があるが、それは一
般消費税の税率引上げだと安易に考えてはならな
いことが分るであろう。大規模な大衆課税に向う
前に考えるべき増税策があるかも知れないという
ことである。その場合所得税、法人税についての
増税は既に述べたように、法人擬制説を廃止し
て、税制を簡素化することにあるが、消費税につ
いても、最近広く議論されているのが、環境税と
いう議論である。
　環境税は、環境を破壊するような物質の消費に
課税しようという考え方で、意味があるのだが、
石油税その他既に実施されている税種が多く、新
たに技術的にどういう税構成をとっていくか実際
上はかなりむずかしい問題があるだろう。しかし
新しい時代は、次々に新しい製品を生むし、新し
い税源は、新しく担税力ある産業や、物品の消費
の中に探究されなければならないだろう。不況の
中にも力強い好況産業もかなりあり、驚異的な生
産量を誇っている分野もある。例えば携帯電話で
ある。少々の課税を行なっても、消費が抑制され
ないであろうし、生産が縮少されることはないで
あろうという数多くの分野が既に出現している。
増税の対象としては、一般消費税の税率引上げだ
けを考えるのではなく、広く間接税全体につい
て、担税力あるところ課税ありという原則にたっ
て、新たな税源を発掘すべきであろう。時代の進
展に応じて、税制も進展すべきものである。

（七）　付論　支出税とキャッシュ・フロー法人税
　支出税とは、所得税にかわって支出に課税せよ
という議論で、直接税として構成される税制であ
る。キャッシュ・フロー法人税も同様に支出税の
法人税版であって、直接税として考えられてい
る。それにもかかわらず、ここで説明しようとす
るのは、支出（消費）に課税するという点に類似
点を見出すからである。

　支出に課税するということは、単に消費だけで
なく、投資的支出にも課税するものであるが、貯
蓄とか内部留保には課税しない考え方である。結
論的に言ってしまえば、両者とも極めて示唆に富
む税制に関する議論であるが、実際の税制として
の実施の可能性はまずないと言ってよいものであ
る。しかし、逆に言えば、この支出に課税すると
いう思想が、付加価値税あるいは、一般消費税と
いう形になって、消費という支出に課税する形で
実現していると考えてもよいであろう。こういう
意味からここに付論として説明を加えるものであ
る。

1　支出税について
　担税力の指標として所得が最適のものであると
して、所得税は構成されているが、所得は隠され
やすいし、所得税は痛税感が強い。そこで、所得
の代りに支出を担税力の指標として、支出に課税
する支出税というものが、イギリスのカルドア
（N.Kaldor 1955年）によって主張され、1958年に
インドで、1960年スリランカでそれぞれ実験的に
施行されたが、うまくいかず本格的実施にはいた
らなかった。支出に課税するといっても、現在の
消費税のように買物をするごとに税金を払うので
はなく、一年間の支出の合計に累進税率で課税す
る直接税として構想されたものである。ある人が
1年間にした買物の総額を個別に記録していて、
その額を申告することは、所得税以上に実行困難
なことは容易に理解されるであろう。
　支出税という思想は、イギリスの政治学者であ
るホッブス（T.Hobbes）が1651年に著した『リヴァ
イァサン』（巨人国）に由来すると言われている。
それは所得や財産に課税するより、消費に課税す
る方がより平等だという思想である。なぜなら
人々は国から平等に恩恵を受けるべきであるが、
同時に平等に負担もするべきである。国が提供す
る安全とか、経済活動の場の保障とかは誰にも平
等に提供されるのであって、所得や財産の多い人
が特に多くの恩恵を受けているわけではない。こ
れに対して消費という行為は、個人が社会の仕組
みを利用することを意味している。つまり各人の
富とは、各人が社会から引出した利益であって、
それは消費することも貯蓄することもできるが、
消費というのは、自己のために社会の富を費消す
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るということである。したがってその量は、その
人が社会から受ける恩恵の量そのものである。そ
れ故に消費は、課税の平等な指標たるにふさわし
い。このような思想がずっと生きているわけであ
る。簡単に言えば、消費は悪であり、貯蓄は善で
ある。貯蓄とは節欲をして社会に富を蓄積する行
為だから、課税の対象とする必要はないと割り切
るわけである。
　このような議論の中で、財産の大小にかかわら
ず、国から受ける安全の保障という利益は同じだ
という思想は、アダム・スミスの時代には財産の
大きい人ほど大きな利益を受けていると考えられ
るようになって、比例税率による税制が公平だと
考えられるように変っていったのであるが、支出
税を支持する人々はこれには頓着しないわけであ
る。

（1）　支出税実施の困難性
　支出税は議論としては傾聴に値するものを持っ
ているが、実際上は到底実施できない税制である
ことを以下に説明しよう。先ず所得が同じ人でも
同じように支出をするとはかぎらないし、お金持
ほどけちでお金は遣わないなどということもあっ
て、支出は担税力の指標にはならないということ
である。かりに支出が完全に把握されて課税され
たとしても、貯蓄にはその利子も一切課税され
ず、貯蓄が取崩されたとき、あるいは相続された
ときに課税すればよいと考えるのは、いわゆる生
涯所得に対する生涯課税ということであるが、数
十年にわたって、個人の財産変動を把握するとい
うことも、現在の社会では、まず実施できない相
談ということになる。計算実例をしめしてみよ
う。
　A、B二人の人が、所得も支出も全く同額と仮定
する。すると貯蓄額も同額である。ところがAは
支出額を正直にすべて申告したが、Bは40％しか
申告しなかった。
　A　収入1000万円＝貯蓄500万円＋消費500万円
　B　収入1000万円＝貯蓄500万円＋消費500万円
　Aは500万円を申告したが、Bは200万円しか申
告せず、300万円の支出（消費）を隠した。この
支出をどうやって発見するかという問題である。
貯蓄額が同額であるから、Bの所得額が1000万円
ということが分らなくては、300万円の申告もれ

は認識できないのである。つまり支出税構想は、
貯蓄額が把握できても何ら実効ある支出把握はで
きず、所得が把握されていて、はじめて支出もれ
も把握されるということになるわけである。この
ことは支出税構想に内在する自己矛盾であって、
所得の把握なくしては支出税は実施できないとい
うことである。こういう理論矛盾があるために、
実施不可能な制度だからどこの国でも実施されて
いない幻の税制である。しかし、この支出税の思
想は現代の一般消費税や付加価値税となって、間
接税の形で実現されているとも考えることができ
るものである。

（2）　改良方式
　ところが、支出税運動の第二波ともいうべきも
のが、1974年のアンドリュース（W.D.Andrews）の
論文で再び議論されるようになった。これは前納
勘定方式というものを導入して、支出税を実施し
ようという議論である。前納勘定方式とは、貯蓄
にかかる税を前払いさせる、つまり貯蓄が引き出
されたときに課せられる税を、貯蓄したときに前
払いさせるという考え方である。この議論に賛成
する人が続々とあらわれて、支出税論はかなり勢
を盛り返したようにみえるが、これらの議論はす
べて課税ベースを次のように構築するものであ
る。
　消費にあてた金額の合計（課税ベース）＝流入
した資金の総額－消費以外の用途で流出した資金
の総額
　この図式において、流入した資金の総額という
のは、労働所得や資産所得とそれに資本収入を加
えたものと考えられている。ここでも明白に所得
が把握されていることが前提となって議論されて
いるわけである。これは誠に明らかなる自己矛盾
的な論理展開であって、所得が十分把握された上
で、何の必要があって支出税を採用する必要があ
るかということになる。新しい支出税構想（支出
税論の第二次展開）は全くブレーン・ストーミン
グにすぎないものである。直接税として構成され
る支出税はどのように議論してみても、所得の把
握を前提としなければ、脱税を防止して正確に実
施できるという保障のないものと言わざるを得な
い。
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2　キャッシュ・フロー法人税
　支出税は、キャッシュ・フロー税といわれるこ
とがある。それは支出（納税主体からの資金の流
出）に課税するということは、資金の流れ、キャッ
シュ・フローに課税することだからである。
キャッシュ・フロー法人税というのは、法人支出
税と言うべきもので、法人税にかえてこの税制を
実施しようとする議論である。これは個人所得税
にかえて支出税を実施しようとする議論の法人税
版であるが、支出税よりもさらに無理な議論であ
る。
　キャッシュ・フローというのは、納税主体たる
法人から流出する資金のことである。したがっ
て、法人が黒字か赤字かに一向頓着せずに課税の
対象と考える。個人の場合にも、借金だけを頼り
に食いつないでいる人がいないわけではないが、
個人が消費するということは、元来その個人に何
らかの所得（担税力）があることが前提になって
いる。ところが法人（会社）の場合はそうではな
い。赤字になったからと言って、突如給料の支払
いを止めるわけにはいかない。利益がなくて債務
超過となった法人に、法人税はかからないのに、
キャッシュ・フロー法人税はかかってくるという
本来的に担税力を問題としていない無茶な税制と
いうべきものである。法人には、本来個人のよう
な飲食等の消費行為はないものと考えられてい
る。法人のキャッシュ・フローとは、必要経費の
支出か利益の配当ということになる。必要経費
（売上原価）の支出は、赤字になったからと言って
中止することはできない。仕入れを止めれば廃業
である。営業を続けていくうちに、また黒字転換
も期待できようと言うものである。法人経理にお
いて、利益概念を放置して必要経費等に課税して
いく法人税などということは成りたち得ないもの
である。
　かりに赤字法人にも、どしどし課税すると踏み
切った場合でも、キャッシュ・フローに課税する
ということが、いかに無理であるかを以下に計算
例をしめしながら説明しよう。
　収入から必要経費を引いたものが所得であり、
利益であると単純に仮定する。収入が同一でも必
要経費は様々である。三通り計算してみよう。
（1） 収入（1000万円）－必要経費（800万円）＝
利益（200万円）

　この利益率20％の場合、現在の法人税率30％で
法人税は60万円となる。この60万円の税収を得
るために課税標準となる必要経費800万円には
13.33％を掛けなければならない。この場合には、
キャッシュ・フロー法人税率は13.33％となる。
（2） 収入（1000万円）－必要経費（500万円）＝
利益（500万円）
　この場合には法人税率30％で税額15 万円。
キャッシュ・フロー法人税率は同じく30％。
（3）　収入（1000万円）－必要経費（300万円）＝
利益（700万円）
　この場合には法人税率30％で税額210万円。同
額の税額を得るためには、キャッシュ・フロー法
人税率は70％としなくてはならない。
　以上のように、公平を維持するためには、必要
経費が多くて利益の薄い事業ほど税率を下げなく
てはならない。逆に収入と必要経費が同額になっ
て利益がゼロとなるとキャッシュ・フロー法人税
率もゼロとしなくてはならない。
　キャッシュ・フロー法人税は、業種業態の異な
るごとに、必要経費率が違うから、それに応じて
キャッシュ・フロー法人税率を変えなければなら
ないということが理解できるだろう。キャッ
シュ・フロー法人税の税率を法人税率のように単
一税率としたら、たといそれが何％であろうと
も、必要経費の多いほど税額が増えることにな
る。即ち利益の少ないほど税額は大きくなるとい
う大変な不都合が生ずることが理解できるはずで
ある。このようなことから、キャッシュ・フロー
法人税というのは、単なるブレーン・ストーミン
グにすぎず、実施できるような税制ではないこと
が容易に理解されると思う。何百万とある法人
に、千差万別の法人税率を用意して、その支出す
る資金に課税するなど出来ることではないのであ
る。
　ところで、キャッシュ・フロー法人税を実施す
るための課税ベースは次のように設定されてい
る。
　　課税ベース＝資金流入額－資金流出額
　こうなると基本的には、支出税と同じ構造と考
えられるが、結局は利益計算と同じ構造だという
ことになる。結論的に云えば、キャッシュ・フロー
法人税もまた法人利益（法人所得）が把握されて
いることが前提されて成りたつものなのである。
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したがってこのような構想は、法人税を廃止し、
さらには個人所得税も廃止し、支出税一本として
収得税にかわる税を構成するというような夢想に
近いことを考えている人々の発想なのであり、そ
の根底にはやはり法人擬制説への信奉が根強く横
たわっているのではないか。

付記
　消費税とは、学問的に実に沢山の税種をふくむ
総括的な名称であるので、わが国の現行の「消費
税」をしめすためには「一般消費税」ということ
が多い。本稿でもその用語例にならっている。


