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要旨
租税法の解釈は文理解釈によらなければならない。しかし、その法文が、確定概念をもっ
て構成されていない場合には、解釈する主体の思想、理想、理念、あるいは哲学や倫理など
の相違によって、複数の解釈が存在しうることになる。
所得税法第 157 条は「不当に減少させる」という不確定概念を用いている。しかし、この
規定は、不確定概念の使用という以前に、その規定ぶりからみて明らかに文理を超えた解釈
のもとに適用されている。
この誤った運用から対応的調整という問題が惹起され、新たに創設された準用規定の解釈
の問題とあいまって、所得税法第 157 条の解釈および適用は混迷する一方である。
本論文は、この規定の問題点につき判例を素材として租税法律主義の視点から検討を加え
るものである。
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おわりに

はじめに
所得税法第 157 条が定める「同族会社等の行為又は計算の否認等」の規定は、
税務署長は、
同族会社及びこれに準ずる会社の行為又は計算で、これを容認した場合においては、その株
主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に
減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は
決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、所得の金額
を計算することができる旨規定する。
この同族会社の行為・計算の否認規定は、一般に、租税回避行為の否認のための規定とし
て、伝家の宝刀とよばれる。租税回避とは「私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由
がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、結果的には意図した経済的
目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を
免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」（1）であるという。同族会社は、と
りわけて少数の株主ないし社員によって支配されているため、その株主等の個人的意思に
よって、恣意的に会社の法人税またはその関係者の所得税の負担を不当に減少させるような
行為や計算が行われやすい。そのため、当該規定は租税負担の公平性を維持するため、その
ような行為や計算が行われた場合に、それを正常な行為や計算に引き直して更正または決定
を行う権限を税務署長に認める、という趣旨で規定される。所得税法以外に、法人税法（第
132 条第 1 項第 1 号）
、相続税法（第 64 条）
、地価税法（第 32 条第 1 項）
、地方税法（第 72
条の 43 第 1 項・第 2 項）にも同旨の規定が定められる。
租税法上、多くの規定は、法律でまかないきれない具体的な運用方法を政令、通達等によっ
て示している。しかしながら、現在、所得税法第 157 条は、所得税の負担を不当に減少させ
る結果となると認められる同族会社の行為・計算という極めて一般的・抽象的な表現で課税
要件が示されており、また、政令、通達をみても適用を受ける場合の具体的な基準はなんら
示されていない。そのため、納税者はいかなる行為・計算を行えば、それを否認されるのか
予測し難い状況にある。
通達で示されれば問題は解決するかといえばそういうことでもない。通達は、租税法の解
釈について細かな基準を示す。しかし「不当に減少させる」といった不確定概念について課
税庁が通達で明示することは、課税庁による解釈を一応示すものではあっても、法律上の不
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確定概念を法令解釈通達で補おうとすることになると、明らかに租税法律主義に反する行為
（2）
。
となる。なぜなら
「課税庁には法律に類似する立法権は憲法上認められていないからである」

租税法律主義は通達課税を禁止する。
所得税法第 157 条が定める、所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる同
族会社の行為・計算とは一体何か。何を不当として、この規定を適用するのかについて考察
するために、本論文では、同族会社に支払った不動産管理料の額が過大であるとして、不動
（東京地判 1989（平
産所得の金額の計算上、過大部分の必要経費への算入を否認した事例（3）
成元）年４月 17 日月報 35 巻 10 号 2004 頁）について検討を加えることとする。

Ⅰ.
1.

不動産管理料過大支払否認事件
課税要件事実の概要

不動産貸付業を営む原告は貸ビルおよび貸駐車場を所有し、これらを賃貸していた。原告
は、当該貸ビルと貸駐車場の管理を、自己を代表取締役とする株式会社に委託し、その委託
対価である管理料を原告が受領する賃貸料収入の 50％とする旨の契約を締結していた。原
告は、確定申告に際し、当該管理料を全額不動産所得の必要経費に算入していた。当該株式
会社は原告およびその母の 2 人でその全株式を所有する法人税法上の同族会社であり、役員
は 3 名、従業員はいなかった。当該同族会社は、当時、本件貸ビルおよび貸駐車場の管理だ
けをその営業内容としていた。
税務署長は、所得税法第 157 条の同族会社の行為・計算の否認規定にもとづき、当該管理
料の支払いが過大であるため、同業者平均値により算出した適正と認められる管理料に引き
直して計算すべきであるとし、更正処分および過少申告加算税賦課決定処分を行った。
原告は、以下の 2 点等を主張して、不服申立てを経た後、処分の取消しを求めて本訴に及
んだが、請求は棄却された。
①同族会社に対する管理料の支払いが原告の所得税の負担を不当に減少させるものであるか
否かを判断するについては、原告の支払管理料のうち、原告の役員報酬額相当分は原告の
給与所得に転換されて、結局は、課税の対象となる所得を構成するに至ることをも斟酌す
べきであること。
②同族会社に対する管理料の支払いが原告の所得税の負担を不当に減少させるものであるか
否かを判断するについては、原告の支払管理料のうち、同族会社の留保額相当分は同族会
社の法人所得に転換されて、結局は、課税の対象となる所得を構成するに至ることをも斟
酌すべきであること。

2.

東京地裁の判断
原告の①の主張に対して東京地裁は次のように判示し、原告の主張を退けた。
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「原告の給与所得は……役員報酬に係るものであって……原告の不動産所得とは、所
得の発生の根拠を異にするものであるから、右の支払管理料が原告の役員報酬の原資に
充てられる関係があるとしても、所得税法 157 条の規定の適用に当たり、右の給与所得
を斟酌すべきものではない」
。
原告の②の主張に対して東京地裁は次のように判示し、原告の主張を退けた。
「所得税法 157 条に基づく法人の行為計算の否認及び計算を行うためには、当該行為
計算を容認すれば、株主その他右の法人と所定の関係にある者の所得税の負担を不当に
減少させる結果となることを必要とするけれども、右の所得税の負担に加えて当該法人
の法人税の負担を総合し、ないしはこれを斟酌したものを不当に減少させる結果となる
ことまでをも必要としていないことは、同条の規定上明らかである」
。

Ⅱ.

所得税法第 157 条における因果関係の矛盾

1. 「同族会社の行為又は計算」の意義
同族会社の行為・計算の否認規定は、1923（大正 12）年の所得税法の改正において創設
された。この当時は、法人の所得に対しても所得税が課税された。旧所得税法第 73 条ノ 3
は「前条ノ法人ト其ノ株主又ハ社員及其ノ親族、使用人其ノ他特殊ノ関係アリト認ムル者ト
ノ間ニ於ケル行為ニ付所得税逋脱ノ目的アリト認ムル場合ニ於テハ政府ハ其ノ行為ニ拘ラス
其ノ認ムル所ニ依リ所得金額ヲ計算スルコトヲ得」と規定する。
ここでいう「前条ノ法人」とは、株主等の 1 人とその特殊関係者との株式金額等の合計額
がその法人の株式金額等の合計額の 2 分の 1 以上である法人（旧所得税法第 73 条ノ 2）を
さすが「同族会社」の定義はまだ設けられていなかった。
そして、1926（大正 15）年の所得税法の改正において次のようにあらためられた。旧所
得税法第 73 条ノ 2 は「同族会社ノ行為又ハ計算ニシテ其ノ所得又ハ株主社員若ハ之ト親族、
使用人等特殊ノ関係アル者ノ所得ニ付所得税逋脱ノ目的アリト認メラルルモノアル場合ニ於
テハ其ノ行為又ハ計算ニ拘ラス政府ハ其ノ認ムル所ニ依リ此等ノ者ノ所得金額ヲ計算スルコ
トヲ得」と規定する。
この改正により「同族会社」の定義が設けられ、会社と株主等との間の行為であったもの
が、会社の行為・計算に変わった。
その後、1940（昭和 15）年の税制改正で、法人税法が制定され、同族会社の行為・計算
の否認規定も所得税法と法人税法にそれぞれ別個に規定された。
さらに、数次の改正を経て、現在、所得税法第 157 条は、税務署長は、同族会社（法人税
法第 2 条第 10 号に規定する会社をいう。
）及びこれに準ずる会社の行為又は計算で、これを
容認した場合においては、その株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のあ
る居住者（その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。以下同
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じ。）の所得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
居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認
めるところにより、所得の金額を計算することができる旨規定する。
本事例は、この所得税法第 157 条を適用し、株主等たる個人が、同族会社に支払った不動
産管理料の額が過大であるとして、不動産所得の金額の計算上、過大部分の必要経費への算
入を否認した。
この条文を文理解釈するかぎり「否認の対象となる行為計算の主体（同族会社）と否認の
効果の及ぶ者（株主等たる個人）とが異なるように読み取れる」（4）。否認の対象となる行為・
計算の主体は同族会社であり、否認の効果の及ぶ者は株主等たる個人である。すなわち「同
族会社」の行為または計算で、これを容認した場合にはその「株主等たる個人」の所得税の
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に適用される。
本事例は、いわば、同族会社に不動産管理料を支払うという「株主等たる個人」の行為ま
たは計算で「株主等たる個人」の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる
ものがあるときであるから、そもそも適用はされないはずである。
ところが、所得税法第 157 条の解釈について、次のような説がある。
「所得税法 157 条が、
同条の法形式が所得税法の規定中に在りながら、同族会社の行為又は計算を規定しているの
は、その法人の株主・役員その他特殊関係者等の一定の地位に在る者が同族会社制度を濫用
して所得税の負担を不当に減少することが多いことに鑑み、これに対処するための租税回避
防止の規定である。したがって、所得税法の解釈上は、個人と法人（同族会社）との間の取
引につき、その取引が異常・不合理と認められれば、通常の取引に置きかえて、生ずべきは
ずの収入を認定し、所得税を課税して租税回避行為を防止することになる」（5）。さらに、次
のように説く。
「個人と法人間の全体の取引行為につき、異常性、濫用があるか否かを判断
の対象とする。個人と法人とを別個に判断するのではない。その点に、法人税法 132 条との
違いがある」（6）。
このような解釈をとらずに
「否認の対象となる行為計算は同族会社が主体的・能動的に行っ
た取引行為に限られる」（7）とすれば、否認の対象になる行為・計算がきわめて限定的なも
のとなるように思われる。したがって、現実には、このような解釈のもとに所得税法第 157
条は適用されている。
しかしながら、条文上「個人と法人（同族会社）との間の取引」などとは明文で規定され
ておらず、文理を超えた解釈であるといわざるをえない。かりに「個人と法人（同族会社）
との間の取引」を否認の対象になる行為・計算とするならば「規定の改正によって、堂々と
対処するのが筋で、文理的に問題のある規定を、沿革論や租税回避の防止のためという理由
で、誤った運用をすべきではない」（8）と考えられる。
前掲したように、創設当時の規定では「法人ト其ノ株主又ハ社員及其ノ親族、使用人其ノ
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他特殊ノ関係アリト認ムル者トノ間ニ於ケル行為」となっていた箇所が、現行法では「会社
の行為」と変更されている。
「これを一般の常識ある人が見れば、最初は相互の行為がそれ
ぞれ否認の対象となっていたものが、法人の一方的行為のみが対象となることに改められた
のだと理解するはずで、また、それが当然である」（9）。本事例は、いわば、同族会社に不動
産管理料を支払うという「株主等たる個人」の一方的行為であり、法人の一方的行為ではな
いから、そもそも適用は許されない。
また、否認の対象となる行為・計算は法人の一方的行為に限定されるわけではないと解釈
したとしても問題がある。すなわち、租税負担の不当な減少を結果すると認められる同族会
社の行為・計算については、判例・学説は「純経済人の行為として不合理・不自然な行為・
計算」（10）とする。この考え方を本事例にも適用して解すると、いわば、株主等たる個人が
支払った、課税庁からみて過大である不動産管理料の額は、それを受け取る側である同族会
社（不動産管理会社）からすれば、そのまま過大な売上（収益）の額として認識・測定され
るということになる。したがって、
同族会社は過大な利益を獲得しているということになる。
そうであるならば、この同族会社の計算は、まさに利益の極大化の実現を図る純経済人の行
為として合理・自然なものといえるため、租税負担の不当な減少を結果すると認められる同
族会社の行為・計算には該当しないことになる。この視点からも、本事例において所得税法
第 157 条の適用は不可能であるといえる。
このような、所得税法第 157 条の文理を超えた解釈・適用を許容することによって、本事
例において原告が主張する争点が生ずることになる。すなわち、不当性の判断対象とすべき
租税負担の範囲の問題である。本事例の場合には、行為・計算の否認の対象となる不動産所
得に係る所得税負担だけでなく、行為・計算の否認の対象となる不動産管理料を原資として
同族会社から支払われている役員報酬に係る所得税負担、同族会社の法人税負担、をも考慮
したところで、所得税負担の不当減少といえるかどうかを判断すべきか否かということであ
る。
さらに、その延長線上の問題として対応的調整の是非論が指摘される。
株主等たる個人が不動産管理会社たる同族会社に対して支払った不動産管理料という必要
経費は、同族会社の側では売上として収益を認識することになる。同族会社は、
この売上（収
益）から役員報酬（費用）を捻出し、株主等たる個人はこれを受け取り、給与所得として課
税される。
また、売上（収益）の額は、税務会計上、益金算入され、課税所得として認識・測定され
ることになる。同族会社には、この課税所得に対して法人税が課税されることになる。
本事例のような場合、株主等たる個人が同族会社に対して支払った不動産管理料が過大で
あるとされ、過大部分を否認されたために、当然その否認された分、同族会社が認識・測定
する売上（収益）の額は、税務会計上、当初の額より減少する。そうであるならば、売上（収
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益）の額が減少するため同族会社は当初のような役員報酬（費用）の額を捻出することがで
きなくなる可能性がある。また、売上（収益）の額が減少するため同族会社の課税所得も減
少することになる。しかしながら、株主等たる個人の給与所得および同族会社の課税所得に
ついては、当初のままの状態で、つまり過大であると否認された部分が株主等たる個人の給
与所得および同族会社の課税所得に含まれたままの状態で課税されている。
すなわち、これらの事象からわかるように、所得税法第 157 条の適用により、いわば、同
族会社から株主等たる個人に所得が移転し、税務会計上、同族会社の所得が減少したと考え
られるにもかかわらず、同族会社から支払われている役員報酬（給与所得）に係る所得税負
担、同族会社の法人税負担は当初のままであり、所得の一部がまず不動産所得として課税さ
れ、さらに給与所得としても課税されることとなり、また、所得の一部が株主等たる個人に
も同族会社にも課税されることとなり、二重、三重課税ともおぼしき状況に陥っているとい
うことである。当該二重、三重に課税されている分を減額するという対応的調整をすべきか
否かが論点となっている。

2.

他の所得税負担と対応的調整の問題
前掲したように、役員報酬に係る所得税負担の考慮の是非につき、東京地裁は、同族会社

から支払われている役員報酬に係る所得税負担を考慮して判断すべきではないとする。理由
は、所得の発生の根拠を異にするものであるから、ということである。
一方、東京地裁判決について、清永教授は「給与所得に対するものであるとはいえ X に
対する所得税であるから、本件での結論に違いが生ずるかどうかはともかく、右法条の文言
に照らしても、過大管理料の支払いに伴う給与所得の所得税負担の発生（又は増加）分があ
ればそれも含めて、所得税の負担の不当な減少があったか否かを、判断すべきであったと思
われる」（11）と述べ、同族会社から支払われている役員報酬に係る所得税負担を考慮して判
断すべきであるとの見解を示す。
所得税法第 157 条の適用を所与のものとして、この争点を検討する場合、はたして、所得
の発生の根拠を異にするものであるという理由から、同族会社から支払われている役員報酬
に係る所得税負担を考慮して判断すべきではないといえるのだろうか。所得税法第 157 条が
「所得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」と規定してい
るかぎり、所得税が課税されるすべての所得（本事例の場合、不動産所得に加え、給与所得）
を加味したうえで、不当に減少させる結果となると認められる行為・計算であったのかを判
断すべきであると思われる。所得類型が異なるからといって、不動産所得のみで所得税負担
の不当減少といえるかどうかを判断するとの解釈には難があるのではないだろうか。大量、
反復的な課税実務上、判断に至るまでの過程が複雑化することを避けたい課税庁側の事情に
与した解釈をしているのではないかと思われる。
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これを踏まえると、所得税法第 157 条の解釈上、同族会社から支払われている役員報酬に
係る所得税負担を考慮して判断すべきであると考えられる。しかしながら、考慮して判断す
るとしても、往々にして所得税法第 157 条適用後の不動産所得に係る税額のほうが、納付済
み不動産所得、給与所得に係る総所得税額より多額となると考えられるという現実がある。
そのため、考慮するか否かは、実際的にはあまり大きな問題にはならないものと考えられる。
しかし、その一方、租税法律主義の観点から文理に忠実な租税行政が執行されることはきわ
めて重要である。したがって、結果はどうあれ、はじめから検証する必要はないという、東
京地裁判決は問題があるといわざるをえないと考えられる。
ただ、この争点の延長線上にある対応的調整の問題については、理論上は行うべきである
と考えられるものの「行為計算否認の対象になった過大経費等と同族会社から支払われてい
る役員報酬等との間に明確な相関関係（過大経費部分の金額の支払いがなかったとしたら、
各株主等の役員報酬等の額はこの金額程度になるのが通常であるといえるような関係）が認
められるのであればともかく、そのような明確な相関関係があるとはいえない」（12）という
現実がある。
過大部分にあたる額の支払いがなかったと仮定した場合における各株主等たる個人の役員
報酬の額が、具体的な金額として計算できれば、実際に支払い済みの役員報酬の額との差額
として、対応的調整をすべきである金額は明らかとなる。しかし、不動産管理料の額と役員
報酬の額との間に明確な相関関係があるとはいいきれないのが実態であるという状況のもと
では、実務上、役員報酬に係る所得税負担を調整計算する客観的かつ合理的な方法を見出す
ことは困難であると考えられる。
実務上、方法が明らかではない、また、妥当とされる計算方法を策定することが困難であ
るとしても、理論上、当然、二重課税は許されるべきものではないと考えられる。しかし、
実際問題として、立法論としてみても役員報酬に係る所得税負担の対応的調整の実現は極め
て難しいという現実が横たわる。

3.

同族会社の法人税負担と対応的調整の問題
同様に、同族会社の法人税負担の考慮の是非につき、東京地裁は、同族会社の法人税負担

を考慮して判断すべきではないとする。理由は、率直に、所得税法第 157 条の文理上明らか
であるから、ということである。
東京地裁判決について、清永教授は「所得税法 157 条はその文言上からも所得税の負担の
減少だけを問題としているので……法人税負担は、立法論はともかく、同条の適用上はこれ
を考慮する必要はない……ということになろう」（13）と述べ、同族会社の法人税負担を考慮
して判断する必要はないという見解をとり、東京地裁の判断を支持する。判示と同じく、所
得税法第 157 条の文理上明らかである、ということからこのような判断に至っている。
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ところが、その一方で、東京地裁判決にやや否定的とみられる次のような説がある。「法
律的には妥当な結論と考えるが、実際の執行に当たっては、管理料のみを原資としている管
理会社にあっては適正管理料により計算された所得金額に係る税額に、管理会社からの給与
所得に係る税額（家族分も含む）及び同会社の法人税額を合計した全体の税額を加味して、
全体として不当に減少しているか否かも判断材料として考慮し、是正指導にあたることも必
要ではないかと考える」（14）。
この説は、同族会社の法人税負担を考慮して判断する必要はないという東京地裁の判断に
ついて、法律的には妥当な結論であるとしながらも、実務の現場の見地からは同族会社の法
人税負担を考慮して判断すべきであるとする。この考え方は、現場ごとに判断がまちまちと
なる可能性があり、租税法律主義、とりわけて合法性原則の視点から認め難いところである。
東京地裁判決および清永説は、所得税法第 157 条の解釈上、妥当なものであると思われる。
なぜなら、所得税法第 157 条の解釈・適用に際しては、株主等たる個人の所得税の負担を不
当に減少させる結果となると認められるものがあるかどうかの判定を行えばよいと考えられ
るからである。所得税法第 157 条には、同族会社の法人税負担を加味したうえで、不当に減
少させる結果となっているか否かを判断する、
といった旨の表現は明文で規定されておらず、
また、このように解釈できる余地もない。したがって、同族会社の法人税負担を考慮すべき
ではないという結論に至る。
ただし、東京地裁判決に疑問を呈する次の説における指摘は重要である。
「不当に減少し
た税額に対してのみ適用するのはそれぞれ別個の税法に規定があるため文理解釈を貫くなら
ば止むを得ないのであろうか。納税者は、法人税と所得税或いは相続税を総合して考え、合
計の納付税額が最も少なくなるように行為計算することは節税上は許される行為であろう。
行為計算の結果が否認されてなにもしていない時よりさらに重課になったとしても止むを得
ないのだろうか」（15）。
この説は、行為・計算の結果が否認されてなにもしていないときよりさらに重課になった
としてもやむをえないのだろうかという疑問を呈する。同族会社の側で何らかの調整計算を
行わないと行為・計算の否認による認定所得に対して所得税と法人税が二重に課税されると
いう問題点が存在するため、なんらかの調整計算はするべきであると考えられる。
同族会社の法人税の対応的調整の問題に関しては、大淵教授は「法人税との二重課税は税
目が異なるから問題はない」（16）と一蹴する。
大淵説は、自然人である個人と、法人との間の二重課税を調整計算するような対応的調整
の規定が定められておらず、あくまで個人は個人、法人は法人という考え方のもとに、税目
を横断的にとらえずに租税行政が執行されていることを前提とするものである。
たしかに、当該更正処分と同時に、ただちに同族会社の法人税負担分を減額更正するとい
う対応的調整を行うことは、租税法律主義の観点から規定が設けられていない場合には難し
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いと考えられる。また、同族会社の行為・計算の否認規定の解釈によって対応的調整を行う
ことも困難であるように思われる。しかしながら、対応的調整を行わないかぎり二重課税が
生ずることは避けられない事実である。
そこで、この問題に対処すべく、2006（平成 18）年度の税制改正において、ある規定が
創設された。

4.

準用規定における増額更正と減額更正の矛盾
2006（平成 18）年度の税制改正において、同族会社の行為・計算の否認に関する規定で、

所得税法では第 157 条第 3 項が、法人税法では第 132 条第 3 項が、相続税法では第 64 条第
2 項が、地価税法では第 32 条第 3 項が、それぞれ新設された。
法人税法第 132 条第 3 項は「第 1 項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合に
おいて、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第 157 条第 1 項（同族会社
等の行為又は計算の否認等）若しくは相続税法第 64 条第 1 項（同族会社等の行為又は計算
の否認等）又は地価税法（平成 3 年法律第 69 号）第 32 条第 1 項（同族会社等の行為又は計
算の否認等）の規定の適用があつたときについて準用する」と規定する。
この規定、一読しただけでは率直にいってほとんど意味不明である。
「一般に、租税法の
条文は、日本語として読みにくいといわれる」（17）が、そういった次元を超えているといわ
ざるをえない。
法人税法第 132 条第 3 項については、2006（平成 18）年度の『改正税法のすべて』は次
のように解説する。
「所得税法第 157 条……の規定の適用による所得税……の増額計算が行
われた際に、反射的に法人税の課税所得等を減少させる計算を行う権限が税務署長に法律上
授権されているかは必ずしも明らかではありません。……所得税法……の適用関係に係る明
確化措置として、所得税法第 157 条……の規定の適用による所得税……の増額計算が行われ
る場合に、税務署長に法人税における反射的な計算処理を行う権限があることを明定するこ
ととされました」（18）。
この解説のとおり法人税法第 132 条第 3 項を解釈するならば、所得税法第 157 条が適用さ
れ、増額更正が行われた場合は「反射的に法人税の課税所得等を減少させる計算を行う権限」
が、税務署長にあることを「明定」したものであるということになる。したがって、法人税
法第 132 条第 3 項を根拠条文として、本事例における、同族会社の法人税負担分は減額更正
の対象となりうる。
しかしながら、法人税法第 132 条第 3 項は法人税法第 132 条第 1 項の準用規定である。法
人税法第 132 条第 1 項は、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」に、その行為または計算を否認して、税務署長の「認めるところにより」その
「不当に減少させ」た税額について増額更正または増額決定をすることができるとしか解釈
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しようがない。
したがって、法人税法第 132 条第 3 項は、増額更正することを予定する法人税法第 132 条
第 1 項の準用規定であるから、文理解釈するかぎり、減額更正するために適用することは不
可能である。
「むしろ、一つの行為計算の否認に関連して、他の税目でも増額更正すること
を予定した規定ではないかという疑問さえ生じかね」（19）ない。げんに、この規定は「対応
（20）
といわれ、
減額更正「を
的調整としての減額更正をも認める趣旨であると解すべきである」

も」認めるという表現から、原則は増額更正であり、減額更正は例外のようである。
1961（昭和 38）年 12 月の税制調査会による「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」
では、次のように準用規定に抑制的な意見を具申する。
「準用規定はできる限り避ける。特
に孫準用と複雑な読み替え規定はやめる」
。かねてより、このような意見が具申されていた
にもかかわらず、準用規定が創設され、所得税法第 157 条の解釈・適用は混迷する一方であ
る。「わが国の政府には『細かい部分のことばの表現はともあれ、法律さえ作ってしまえば
4

4

4

4

4

あとは運用でゆく』という考え方があり、これは、一方では技術的に拙い立法を、運用で是
正するという意味とともに、また同時に、法律の形さえできればあとは運用で何でもできる
しまた何でもやってしまうという意味とを含みうる」（21）という指摘がある。このような思
考は、租税法律主義を根底から掘り崩すものであるから許されない。
したがって、
減額更正のための規定として法人税法第 132 条第 3 項を意義づけるならば「行
為又は計算の否認規定の適用があったときは、その処分に係る他の税目について職権をもっ
て課税標準又は税額等を減額する処分を行うものとする」（22）という旨が明らかになるよう
な条文に改めることが必要である。

Ⅲ . 租税法律主義にもとづく法と解釈
1.

個別要件規定の必要性
以上、検討してきた諸問題が生ずる原因のすべては、本事例に所得税法第 157 条を適用し

たことに求められる。
役員報酬に係る所得税負担の考慮の必要性および対応的調整の実現困難性、また、同族会
社の法人税負担の考慮の不必要性および対応的調整の必要性、それに対処すべく創設された
準用規定の意味不明性など、問題の根源は所得税法第 157 条の適用にある。
所得税法第 157 条は、同族会社の行為・計算の否認規定である。この条文は包括規定であ
り、そもそも、税務会計学上、包括規定はその存在自体を否定される。富岡教授は次のよう
に述べる。
「租税回避行為の規制に関する租税法の立法形成は、包括的・一般的な普遍条項
によることなく、如何なる事象が発生したものが租税回避行為に該当するかを、個別的・具
体的に、個別条項により立法形成し、現実の租税運営における課税所得算定ルールの明確性
と具体性を確保し、まさに、租税負担に関する予見可能性と法的安定性を保障する体制を整
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備すべきである」（23）。予見可能性と法的安定性という租税法律主義の基本を厳守するため
にも、包括規定は撤廃しなければならない。
租税法律主義は「私有財産制度の基礎に立つ個人の絶対的財産権に対する国の侵害を、個
人の社会的・政治的・経済的自由を保障するために、法律に留保しようとする要請に基づい
て生じたものである、ということができる。それゆえ、租税法律主義は、罪刑法定主義とと
もに、法における近世自由主義思想の一表現である、とされているのである」（24）。
日本国憲法第 30 条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定
する。この納税の義務について、新井教授は次のように述べる。
「日本国憲法は、その近代
憲法的性格からみて、内容的には、人権宣言の部分と、国の統治構造に関する原則規定の部
分から構成されているということができる。このような理解からすれば、この 30 条の規定
が憲法に置かれている積極的な意義は、それを、むしろ、国民の権利の面から解釈して、国
民は、法律の定めるところによらなければ、納税の義務を負わない、つまり、法律の規定が
ない限り国民が租税を賦課されるということはない、ということにある、と考えられること
になる。これこそまさに、租税法律主義の原則の内容にほかならないものなのである。すな
わち、憲法 30 条のもう一つの意味というのは、租税法律主義の原則を、国民の権利の側面
において把握し、法律（租税法）の規定の不存在を理由とする『不納税の権利』に根拠を与
えるものであるということができるのである」（25）。
納税の義務が履行されるためには、法律の規定が必要である。したがって、裏を返せば、
法律の規定が存在しなければ、不納税の権利を行使することができるともいえる。租税法律
主義は国民が承諾した内容の税制でなければ法律で定めてはならないという憲法原理であ
る。したがって、国民の承諾をえた内容の法人税法が存在しなければ、国家は企業に法人税
を課すことはできない。租税法律主義（principle of no taxation without law）（26）が税務会
計公準として設定される必然性はここにある。課税要件が不明確な包括規定は法律
（租税法）
の規定の存在を骨抜きにし、納税者の予見可能性を保障しないことから租税法律主義に反す
るものである。
租税法律主義の理念は、とりあえず法律で定めさえすれば、どのような内容、どのような
種類、どれほどの額の租税でも、ただちに国民は納税の義務を負う、などというものではな
い。君主の恣意的課税が国民の抵抗に屈し、君主による課税に対しては国民が承諾すること
のないかぎり国民は納税の義務を負うことはない、という権利が主張され「代表なければ課
税なし」（No taxation without representation）という思想のもとに租税法律主義という憲
法原理が成立することになったという歴史を忘れてはならない。
国民は納税の義務を負うが、他方、租税の使途を監視する権利を有する。
「納税の義務は、
それによって賄われる『政府の公的活動』に対する『民のチェック』という営みとともに考
「納税という公共的ルールは、政府を監視する『民の公共の
えられなければ」（27）ならない。
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責任』によって究極的に正当化されている」（28）。日本国憲法第 41 条は「国会は、国権の最
高機関であつて、国の唯一の立法機関である」と規定する。国民の代表者で構成される国会
は立法機関であり、国民の代表者は選挙で選ばれる以上、国会が制定した法律は多数派の意
見の集約であるといえる。国民自ら策定した納税ルールに即して支払った租税が有効に使わ
れているという実感があれば、租税法を遵守しようという意識が積極的にはたらくことにな
る。租税法律主義が貫徹されたうえで、支払った租税の使途に有効性が認められる国家は、
納税者の租税逋脱（脱税）への誘引が抑制され、あるべき税収が確保されることになり、財
政が健全なものとなる。
租税法律主義に反する包括規定たる所得税法第 157 条は、その文理からしても本事例に適
用することはできない。

2.

所得税法第 37 条による過大経費の合理的判断基準
そこで、本事例のような場合、そもそも同族会社の行為・計算の否認規定を適用すべきで

あるのかどうか、すなわち、必要経費に関する一般規定である所得税法第 37 条「その年分
の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額……の計算上必要経費に算入すべき
金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当
該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その
他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用……の額とする」
の規定の適用により「過
大管理料分は必要経費として控除できないと考える余地がある」（29）のではないか、という
議論がある。
同族会社の行為・計算の否認規定の適用上の問題点を解明した文献として、税務会計研究
学会「特別委員会報告」がある。同「報告」は「個人株主が同族会社に対して支払った過大
管理料等の経費は、所得税法第 157 条第 1 項の『同族会社の行為計算の否認』の規定により
否認するのではなく、必要経費の基本規定である所得税法第 37 条の解釈（通常かつ必要な
費用）又は当該必要経費の規定の適用に先行して行われる『事実認定』において『過大部分
の支払いは贈与による金員等の移転』と認定して、所得税法第 37 条の必要経費には該当し
ないという解釈適用が妥当すると考える」（30）とする。その結果、2006（平成 18）年度の税
制改正において新設された準用規定は不要となるという。
同「報告」は、同族会社の行為・計算の否認規定の存在自体は所与のものとしながらも、
その適用については抑制的であるべきという姿勢を一貫して示す。すなわち、管理料の過大
部分の経費は、不動産賃貸にあたって通常かつ必要な経費に該当しないという所得税法第
37 条の必要経費性の解釈により否認できるとする。
同族会社の行為・計算の否認規定は包括規定であり、税務会計学上、包括規定はその存在
自体を否定される。それにもかかわらず、租税回避行為の否認、課税の公平性に名を借りて、
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法人税法第 132 条の 2（組織再編成に係る行為又は計算の否認）
、法人税法第 132 条の 3（連
結法人に係る行為又は計算の否認）と、包括規定は増加傾向にある。このような状況のなか
で、包括規定は、あくまで補充的な規定であるということを徹底的に強調し、個別要件規定
の適用を主張するのは極めて現実的である。
実際に、所得税法第 37 条により過大経費の否認を行った判例は存在する。山口地判 1995
（平
成 7）年 6 月 27 日税資 209 号 1167 頁は「所得税法 37 条 1 項に規定する事業所得における
必要経費に該当するためには、当該事業について生じた費用であること、すなわち業務との
関連性がなければならないとともに、業務の遂行上必要であることを要し、更にその必要性
の判断においても、単に事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費とし
て認識できるものでなければならない」としたうえ、病院経営者である個人が従兄弟である
非常勤医師に支払っていた報酬の過大部分につき、業務の遂行上客観的に必要なものとは認
められないから、所得税法第 37 条第 1 項の必要経費にあたらない旨判示する。控訴審判決
である広島高判 1997（平成 9）年 7 月 18 日税資 228 号 149 頁でも、この判断は維持される。
そこで、本事例のような場合、所得税法第 37 条によれば、不動産所得の金額の計算上必
要経費に算入すべき金額は、総収入金額を得るために直接要した費用の額およびその年にお
ける販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額である。
ここでいう必要経費とされるためには「それが事業活動と直接の関連をもち、事業の遂行
上必要な費用でなければならない」（31）といわれる。また、このことは「家事関連費につい
ての規定からも読み取ることができる」（32）と考えられる。所得税法第 45 条および所得税法
施行令第 96 条の規定によれば、家事関連費のうち必要経費への算入が認められるのは、①
その主たる部分がこれらの所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である
部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費とされ、
さらに、
②青色申告者の場合は、取引の記録等に基づいて、これらの所得を生ずべき業務の遂行上直
接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費も含めることとされる。
所得税法第 37 条上の「業務について生じた費用」は、業務と直接関連を有し、かつ、業
務の遂行上必要なものでなければならない。業務と直接関連を有さず、業務の遂行上不必要
なものが必要経費として控除されえないことは自明である。
このことから、所得税法第 37 条より、ある支出が必要経費として控除されうるためには
事業関連性と必要性を備えていなければならないことが解釈される。
そこで、本事例の過大な管理料についてみれば、貸ビルおよび貸駐車場の管理を不動産管
理会社に委託するために生ずる支出であるから、事業関連性を有することは問題がないと思
われる。しかし、必要性については、賃貸料収入の 50％に当たる額が、適正と認められる
額より過大であるならば、過大部分は必要性を備えていないとして必要経費への算入を否認
しうる。本事例は、前掲の山口地裁判決と同様の論理構成により、過大部分の必要経費への
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算入を否認することができるはずである。
このように解することに反対するものとして次のような説がある。すなわち、本事例と類
似する不服審判所裁決 1989（平成元）年 7 月 5 日裁決事例集 38 号 117 頁につき「標準的な
管理料割合約 6 ～ 7％に対して本件の 50％という管理料割合は、
社会通念上明らかに〝異常〟
である」（33）。その結果「税負担が減少しているのであるから、まさしく所得税法 157 条を
適用すべき場合にあたると解される」（34）とする説である。
この説は、管理料割合 50％が、社会通念上明らかに「異常」であるとして所得税法第 157
条の適用を主張する。しかし、あえて「異常」という概念をもちだすまでもないのではない
か。賃貸料収入の 6 ～ 7％に当たる額が「必要性」が認められる額であり、43 ～ 44％にあ
たる額が「必要性」が認められない部分の額ということで、処理することが可能であると思
われる。
ただ、所得税法第 37 条による過大経費の否認は、それが「一般的な定義規定であるとこ
ろから、根拠規定としてはやや弱いのかもしれない」（35）と指摘される余地があることは否
定できない。
そこで参考となるのは、アメリカ合衆国の内国歳入法典における損金（deduction）の規
定である。ここでは、
原則として「総益金から控除される損金は、
別段の定めがない限り『事
業遂行のために通常かつ必要な費用（ordinary and necessary expenses）
』であり、
かつ『合
理的（reasonable）な金額』でなければならない（Sec. 162）
」（36）とされる。
この規定を参考とし、
わが国の定義規定では解釈によって導き出されていた「事業関連性」
や「必要性」といった要件のみならず「通常性」や「合理性」といった諸要件をも条文に明
確に盛り込むことによれば根拠規定としての強固性は確保されることになると思われる。こ
のような改正が実現されれば、本事例の場合には「合理的な金額」の要件に照らして過大部
分の必要経費性は否定されることになる。この方向性は「税務会計における損金概念ないし
必要経費概念を明確化することを背景として課税所得の算定における損金許容経費の一般的
認定基準の確立ないし損金控除要件の形成が求められるところである」（37）という富岡教授
の主張とも合致すると思料され、妥当性があると考える。

おわりに
納税者は、本事例におけるスキームを採用することによって、不動産所得を圧縮して法人
所得に転換し、所得税の累進税率を回避でき、また、同族会社を通じて本人や親族等に給与
所得として所得を分散することにより、給与所得控除の恩恵を享受することができるうえ、
さらに、親族等の将来における相続税負担の軽減をも期待することができる。このスキーム
を採用すること自体にはなんら違法性の問題は生じないわけであるが、ひとつだけ考慮しな
ければならないことがある。それは、不動産管理料の金額の多寡である。
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本事例の場合、課税庁は、この不動産管理料の金額が過大であるとして、所得税法第 157
条を適用したわけであるが、不動産管理料の金額が過大であると認定するにあたり、適正な
不動産管理料の金額をどのように導き出すのかという点について納税者と意見が分かれる。
金額の合理性は、根拠規定が所得税法第 37 条であっても争いとなる問題である。
不動産管理の業務内容の多様性、特殊性に鑑みれば、当然、課税庁のいう同業者平均値に
より算出した金額が、そのまま適正価格として認められてよいはずがない。しかし「課税実
務においては、おしなべて類似業者の管理料の比率により適正価額が算定されており」（38）
同業他社の経営実態の大部分を把握している課税庁側のほうが、より説得力のある証拠資料
を提示できる能力を有しているため主張が通りやすい傾向にあると思われる。したがって、
納税者側としては、当然、まず業務実施の事実を証明する帳簿や証憑書類の確保等に留意し
なければならない。そのうえで、賃貸契約の締結・更新、入居者の募集、賃貸料の集金等の
ような大多数の不動産管理会社が行っているような基本的な業務以外の、たとえば、建物の
清掃、美観保持、警備、建物・エレベーター等付設機器の運転保守・点検業務のような、同
業他社と異なる特殊性を強く主張していくことが対抗手段として必須となる。
同族会社の行為・計算の否認規定は、納税者の立場からすれば、いかなる行為・計算を行
えば適用されるのか、どこまでの行為・計算が許されて、どこからが否認されるのかという
判断が、課税庁に委ねられているためその予測は困難を極める。租税の負担を不当に減少さ
せる結果となると認められる、とする要件の一般性・抽象性、しかも「これほど不明確な要
件の認定判断が第一次的には、税務行政庁にゆだねられているという事実は、単に行政経済
という観点をもちだすまでもなく重大なことがらである」（39）。
本事例に所得税法第 157 条を適用することはできない。本論文において検討したように、
役員報酬に係る所得税負担の考慮の必要性および対応的調整の実現困難性、また、同族会社
の法人税負担の考慮の不必要性および対応的調整の必要性、それに対処すべく創設された準
用規定の意味不明性など、問題の根源は所得税法第 157 条の適用にある。そもそも同族会社
の行為・計算の否認規定は租税法律主義に反するといわなければならない。
所得税法第 157 条は、同族会社の行為・計算の否認規定である。この条文は包括規定であ
り、そもそも、税務会計学上、包括規定はその存在自体を否定される。
「包括条項の制定は
絶対に」（40）認められない。所得税法第 157 条の解釈および適用上の問題点は混迷を深める。
租税法律主義の原点に立ち返り、個別要件規定を充実させていくことの重要性を主張し続け
ていかなければならない。
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Problems Concerning the Interpretation and
Application of Income Tax Law Article 157
SAITO, Shigeru
Abstract
The interpretation of tax law must be based on grammatical interpretation. However,
when the contents of the provision have a certain concept and are not constituted, two or
more interpretations may exist by the difference of thought, an ideal, an idea or
philosophy, ethics, etc.
Article 157 of Income Tax Law is using the uncertain concept of " unjustified decrease."
However, this provision is not primarily applied to the basis of grammatical interpretation
clearly.
The problem of correlative adjustment is induced from this mistaken work. And there
is a problem of an interpretation of the newly prepared provision to be applied mutatis
mutandis. Therefore, the interpretation of Article 157 of Income Tax Law and application
are steadily confused.
This paper examines a certain judicial precedent. And the problem of this provision is
examined from the viewpoint of principle of no taxation without law.
Key Words: t ax avoidance, unjustified decrease, real estate management charges,
principle of no taxation without law
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