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交際費課税の見直しについて
1

はじめに

平成 25 年 12 月 12 日、政府与党から「平成 26 年度税制改正大綱」が公表され、同年 12 月 24 日に閣議決
定された。その中で、交際費等の損金不算入制度の見直しと延長が挙げられている。当該項目の概要は、現
行の交際費等の損金不算入制度においては、支出交際費等は原則として全額損金不算入とされているが、
消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、飲食費等の 50％の損金算入を認めるものである。同内
容の税制改正法案は、平成 26 年 2 月 4 日に閣議決定され、同日、国会に提出されている。
本ニュースレターにおいては、交際費等の損金不算入制度の現行の取り扱いを解説するとともに、平成 26 年
度税制改正大綱および改正法案の内容に関する解説を行うこととする。
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現行の取り扱いについて

法人が平成 18 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において支出する交際
費等の額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない（措法 61 の 4①）。
ただし、中小法人等については年間 800 万円に達するまでの金額が損金算入される特例が設けられている
（措法 61 の 4①）。
なお、上記における交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先そ
の他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為（以下「接待等」）の
ために支出するもの（次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く）をいう（措法 61 の 4③）。
（1） もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
（2） 飲食その他これに類する行為のために要する費用（もっぱらその法人の役員や従業員等に対する接待
等のために支出するもの（以下「社内飲食費」）を除く）であって、その支出する金額が一人あたり 5,000
円以下のもの（以下「5,000 円以下飲食費」）
（3） （1）（2）に掲げる費用の他、政令で定める費用
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つまり、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等（自社の従業員を含む）に対する接待、供応、慰安、贈
答その他これらに類する行為のために支出するものは、原則的には、交際費等に該当するとしつつも、従業
員慰安のための一定の行為で通常要する費用や、いわゆる 5,000 円以下飲食費については、交際費等の範
囲から除外している。

平成 26 年度税制改正大綱および改正法案の内容について
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法人が平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの間に開始する各事業年度において支出する交際
費等の額のうち接待飲食費の額の 100 分の 50 に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入されない。
ただし、中小法人等については、年間 800 万円に達するまでの金額が損金算入される特例が設けられている
ため、中小法人等の特例により計算した損金不算入額をもって、上記「超える部分の金額」とすることもでき
る。
5,000円以下飲食費

左記以外の飲食費

50％

現行（大法人）

50％

損金不算入

損金算入

改正案

飲食費以外

損金不算入

損金算入

中小法人等は
選択適用可

損金算入

中小法人等

損金不算入

800万円に達するまで

上記における交際費等の範囲は、現行の取り扱いから変わりはない。ただし、100 分の 50 相当額が損金算入
されることとなった接待飲食費については、新たに定義付けられている。
税制改正法案によると、「接待飲食費とは、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費
用（社内交際費を除く）であって、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているもの」である。
今後、公表される施行令等の内容を見守る必要はあるものの、基本的には、現行の取り扱いにおける 5,000
円以下飲食費における飲食費の範囲と同じであると考えられる。
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接待飲食費の額について

平成 18 年に 5,000 円以下飲食費が導入され、早 8 年が経過した。最近の税務調査においては、人数や参加
者の確認や飲食の実態に関する調査が行われることも少なくない。同制度の適用にあたっては、いま一度、
要件の再確認を行い、必要に応じて、飲食費の精算に関する社内規定の見直しおよび徹底が求められる。
また、上記のとおり、平成 26 年度税制改正法案において、新たに、接待飲食費が定義付けされたわけである
が、接待飲食費の対象範囲は、交際費から除外される 5,000 円以下飲食費における飲食の範囲と基本的に
は同じ範囲となる見込みである。
そのため、以下において、飲食費の範囲（社内飲食費を除く）について、平成 18 年 5 月に国税庁より公表され
た「交際費等（飲食費）に関する Q&A」を参照し、再確認したい。
【飲食費の範囲】
ケース
弁当の差入れ

判定

「交際費等（飲食費）に関する Q&A」の内容

○

得意先等において差入れ後相当の時間内に飲食されることが想定される
ものは飲食費に該当する。

飲食物の詰め合
わせの贈答

×

単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変
わらないことから、贈答のために要する費用は交際費等に該当する。
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飲食店等での飲食

○

後のお土産

その飲食店等で提供されている飲食物のお持ち帰りに要する「お土産代」
をその飲食店等に支払う場合には、相当の時間内に飲食されることが想
定されるか否かにかかわらず、飲食費に該当する。

得意先等を飲食店

×

等へ送迎するため

通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものではないため、
その送迎費自体は交際費等に該当する。

の費用
飲食店等に支払う

○

サービス料等
ゴルフ・観劇・旅行

飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対
して直接支払うものは飲食費に該当する。

×

飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場

等に際しての飲食

合（例えば、企画した旅行の行程の全てが終了して解散した後に、一部の

費

取引先の者を誘って飲食等を行った場合など）を除き、それら一連の行為
のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当する。

【社内飲食費の線引き】
ケース

判定

「交際費等（飲食費）に関する Q&A」の内容

得意先の従業員を

×

接待する相手方である得意先等が 1 人であっても、その飲食等のために

形式的に参加させ

自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食

ていると認め られ

費に該当しないが、得意先の従業員を形式的に参加させていると認めら

る場合

れる場合には、社内飲食費に該当することがある。

接待する相手方が

○

資本関係が 100％である親会社の役員等であっても、または連結納税の

親会社の役員等

適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外

の場合

の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該
当することはない。
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改正後の留意点

平成 18 年の改正以前は、交際費等につき、飲食費と飲食費以外を区分する必要はなかった。これが、平成
18 年の 5,000 円以下飲食費の導入により、5,000 円以下飲食費と、それ以外の交際費に区分する必要が生
じた。会社によっては、勘定科目を分けて計上するケースも少なくない。
改正法案が公布された場合、平成 26 年 4 月 1 日以降に開始する事業年度においては、さらに、5,000 円以
下飲食費、5,000 円超の飲食費、それ以外の交際費の 3 つに区分する必要が生じることになる。各社、勘定科
目の設定や、飲食費の精算に関する社内規定の見直し等、事前の対応が求められることが予想される。
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医業継続に係る納税猶予等の創設について
1

はじめに

従来から出資持分あり医療法人については、出資持分に係る相続税・贈与税の課税により安定的な医業継続
が困難になると指摘されてきた。
代表的な例として以下①、②のような場合において、出資持分に係る相続人等や受贈者の納税資金確保のた
め、当該相続人等や受贈者から医療法人に対して出資持分の払戻請求が行われ、医療法人の財産が減少
することにより医業継続が困難となる可能性があるということである。
① 出資者に相続が発生し、相続人に出資持分に係る相続税が課税される場合
② 出資者の一部が持分放棄し退社することにより、持分放棄された出資持分の価値が他の出資者へ移転
したものとして、他の出資者に贈与税が課税される場合
平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された平成 26 年度税制改正大綱において、今後創設が予定されている医
業継続に係る納税猶予等は、上記課題に対応するために、出資持分あり医療法人から出資持分なし医療法
人への円滑な移行を実現することを税制面から支援するためのものである。
ここでは、医業継続に係る納税猶予等の制度概要、出資持分なし法人移行時の課税関係を中心に解説する。
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納税猶予等の制度概要

(1)

相続税

①

納税猶予および納税猶予額の免除
相続人が医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合に、当該医療法人が認定医療法人であ
るときは、担保の提供を条件に、当該持分に係る相続税の納税について移行計画の期間満了まで猶予
される。
また、移行計画期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、納税猶予額が免除される。

※認定医療法人とは
｢良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律｣に規定される移行計画に
ついて、認定制度の施行の日から 3 年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいう。
なお、詳細については第 186 回通常国会において厚生労働省から提出され、審議される法案内容を参照され
たい。
② 税額の計算
納税猶予を適用する場合の持分を取得した相続人に係る相続税の納付税額の計算は以下となる。
(A)
(B)

通常の相続税額の計算を行い、持分を取得した相続人の相続税額を算出する。
持分を取得した相続人以外の者の取得財産は不変とした上で、当該相続人が持分のみを相続し
たものとして相続税額の計算を行い、当該相続人の相続税額を算出し、その金額を猶予税額とす
る。

(C) 上記(A)の相続税額から上記(B)の納税猶予額を控除した金額を持分を取得した相続人の納付税
額とする。
③ 納税猶予額の納付
移行期間内に持分の定めのない医療法人に移行しなかった場合または認定の取消し、持分の払戻し等
の事由が生じた場合には、相続税の申告期限からの期間に係る利子税と併せて、納税猶予額を納付す
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る必要がある。
④ 適用開始時期
移行計画の認定制度の施行日以後の相続または遺贈に係る相続税に適用される。
(2)
①

贈与税
納税猶予および納税猶予額の免除
出資者が持分を放棄したことにより他の出資者に贈与税が課税される場合に、当該医療法人が認定特
定医療法人であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者に係る贈与税の納税については移行
計画の期間満了まで猶予される。
また、移行期間内に納税猶予を受けている当該他の出資者が全ての持分を放棄した場合には、納税猶
予額が免除される。

② 税額の計算
納税猶予を適用する場合の受贈者に係る贈与税の納付税額の計算は以下となる。
(A)

持分放棄による経済的利益およびそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出する。

(B) 持分放棄による経済的利益のみについて贈与税額を算出し、その金額を猶予税額とする。
(C) 上記(A)の贈与税額から上記(B)の猶予税額を控除した金額を納付税額とする。
③ 猶予税額の納付
相続税と同様である。
④ 適用開始時期
移行計画の認定制度の施行日以後のみなし贈与に係る贈与税から適用される
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持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行に係る課税関係

(1)

贈与税が課税される場合

持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行するためには、定款変更によって出資者全員が全ての持分を
放棄する必要があるが、その場合には、出資者から医療法人に対して出資持分の贈与があったものと見なさ
れ、当該医療法人に贈与税が課税されることになる。（相続税法 66 条 4 項）
(2)

贈与税が課税されない場合

持分なし医療法人への移行にあたり、医療法人が以下の全ての要件に該当する場合には、当該医療法人に
対して贈与税が課税されないことになる。（相続税法施行令 33 条 3 項）
要件

内容

1

運営の適正性

医療法人の運営が適正であること。

2

同族役員数

それぞれの役員総数のうち、自己と親族関係等にある者の合計人数が
1/3 以下である旨が定款に定められていること。

3

特別の利益供与の禁止

医療法人関係者に対して特別の利益を与えることを禁止していること。

4

残余財産の帰属

残余財産の帰属先が、国、地方公共団体または公益法人等に限定する

5

法令遵守

旨が定款に定められていること。

4

医療法人について、法令違反や公益に反する事実がないこと。

留意点

持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行にあたっては、認定医療法人の内容、要件等を踏まえて、
その移行の是非について総合的に検討する必要があると考えられる。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.tohmatsu.com/tax/nl/japan
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