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はじめに

 今年度（平成２８年度）も地域創業促進支援事業（いわゆる創業スクー
ル、中小企業庁委託事業）や特定創業支援事業（中小企業庁所管）に
関連し全国各地で創業セミナー、スクールが行われる予定である。

 その際実施主体となる中小企業団体（法人、任意団体)は管理事務局
（㈱パソナ、中小機構等）と大半が業務委託契約を締結することになる。本
契約の本質を事前に把握しておく必要がある。

 業務委託契約が請負契約とみなされれば収益事業となり収益部分について
は、法人税が課せられる。収益が出なくとも均等割税は最低負担しなくてはな
らない。

 これは非営利法人であるNPO法人であっても、「代表者や管理人の定めのあ
る人格のない社団等」（任意意団体）であっても同じである。左記の「人格の
ない社団」は法律上法人でなくても法人税法上は法人とみなされるからでる。

 以上の点を踏まえ創業スクール等を実施する中小企業団体として知っておかな
ければならない点、守らなければならない点を整理することにした。

3



人格のない社団とは
 人格のない社団=権利能力のない社団=任意団体

 「人格のない社団」とは

社団としての実質を備えていながら(一定目的のもとに接合しながら）法令上の要件

を満たさないため法人としての登記ができないか、これを行っていないため法人格

を有しない社団をいう。典型的なものは町内会、政党要件を満たさない政治団体、

マンション管理組合、サークル、学会、懇親会などがある。

 人格のない社団(権利能力のない社団、任意団体も同じ）とも「代表者の定めのある
人格のない社団」と「代表者の定めのない:人格のない社団」がある。前者が狭義の「人
格のない社団」、後者を含めたものが広義の「人格のない社団」である。

 （定義）第二条 この法律（法人税法）において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

八人格のない社団等： 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある
ものをいう。(注:所得税法も、同じ条項数字、同じ内容でこの表現がある）

 （人格のない社団等に対するこの法律の適用）

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律（法人税法、別表第二

を除く。）の規定を適用する。

（ここでは、代表者や管理人の定めのあるものを法人とみなし法人税を納める義務

のある法人に含めている）
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人格のない社団等の源泉徴収義務

 No.2502 源泉徴収義務者とは

[平成27年4月1日現在法令等] 

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その

支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。

そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の

翌月の10日までに国に納めなければなりません。

この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者とい

います。

源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。

給与などの支払をする学校や官公庁､人格のない社団･財団なども源泉徴収義務者になります。

しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例

えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴

収をする必要はありません。) ｛以上国税庁ＨＰ）

 上記のとおり、「人格のない社団等」であっても、税理士等に報酬を支払った場合源泉徴収義務者と

なる。
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法人の種類1－構成実体による分類

法人の種類（H28.3.8）

法人とは ：自然人以外でのもので、法律上、権利義務の主体となりうるものをいう。

１、構成実体による分類

社団法人
一定の目的のために結集された人の結合体（団体） Cｆ：人格のない社団（対立用
語）

公益社団法人
最高の意思決定機関は*社員総会（*社員とは社団の構成員であり株主総会の株主などがその例。

従業員にすぎない社員とは異なる）。理事が内部事務の執行、対外代表を行う。

一般社団法人 社団の根本的規則を定めた文書あるいはその規則が「定款」である。

営利法人：営利目的。（例）株式会社等。会社法の適用を受ける。

分類 公益社団法人：公益を目的。（例）日本赤十字社等

中間法人：営利も公益も目的としない。（例）労働組合、農業協同組合等。

財団法人 一定の目的のために結合された財産の集団。

公益財団法人 寄付行為（社団の定款にあたる）に基づき、理事が意思決定、業務執行、対外代表等の仕事を行う。

祭祀・宗教・慈善・学術・技芸その他の公益を目的とするものに限られる。

一般財団法人 私立学校、医療法人等に例が多い。
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法人の分類２-法人の目的による分類（その１）
2、法人の目的による分類 （営利・非営利/公益・非公益による分類）（その１）

営利・非営利の別
公益・非公益の
別

公的・私法人
の別

公的・公益・中間・
営利法人別

法人の形態 準拠法

非営利 公益 公的法人

公法人

国

地方公共団体（都道府県市町村）

公共組合

営造物法人

独立行政法人
独立行政法人

地方独立行政法人

その他の法人
特殊法人

認可法人（特別認可法人）

非営利 公益 私法人 公益法人

民法の法人 民法

公益社団法人
公益財団法人

（公益財団法人、公益社団法人）

学校法人 私立学校法

特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法

宗教法人 宗教法人法

社会福祉法人 社会福祉事業法

医療法人 医療法

更生保護法人 更生保護事業法（1996）

非営利 非公益

私法人 中間法人

労働組合 労働組合法

一般社団法人
一般財団法人

協同組合 各種協同組合法

共済組合 各種共済組合法

中間法人(注1） 平成１４年４月施行

（注1）非公益かつ非営利目的の団体（人格のない社団）もH14.年４月から中間法人法により、法人格が
取得できるようになった。ただし、法人格の取得を義務付けるものではない。
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法人の分類２-法人の目的による分類（その２）

営利
非公益（下
記公益を除
く）

私法人 営利法人

株式会社（注1） 会社法

一般社団法人
一般財団法人

合資会社 会社法

合名会社 会社法

合同会社 会社法

各士業法に基づく法人(監査法人、弁護士法人、
税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など

（注1）株式会社のうち下記企業（電力、ガス、鉄道会社）は公益性を有する。

営利 公益
私法人 営利法人

電力会社 会社法・個別事業法

公益社団法人
公益財団法人

ガス会社 会社法・個別事業法

鉄道会社 会社法・個別事業法

*なお、公的・私法人の中間に存すると思われるものに公団・公社・公庫などいろいろある。
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法人の分類３-法人税法の内国法人
３.法人税法上の法人の種類と例示

法人の種類 例示
収益事業の
有無

公共法人（法人税法別表第１）

地方税法第２９６条第１項
第１号に該当する法人

地方公共団体

上記以外の公共法人

公益法人等（法人税法別表第2）

地方税法第２９６条第１項
第2号に該当する法人

社会福祉法人、宗教法人、
学校法人

無

有

上記以外の公益法人等
特定非営利活動法人、団
地管理組合法人

無

有

人格のない社団・財団で代表者・管理人の定めのあるもの 同業者団体
無

有

普通法人 協
同組合等（法人税法別表3）

農業協同組合、株式会社、
医療法人、中間法人（中
間法人については*1）

*１均等割の適用税率は最低税率になる。また収益事業を行わない法人等について、減免となる場合がある。
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収益事業とは

 公益事業の範囲(国税庁）

公益法人等の収益事業から生じた所得は、法人税の対象となります。

収益事業とは次の３４の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を
含みます)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法２十三、
法人税施行令五①）

(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)
不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負
業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業
(16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業
(21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業
(26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・
学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業
(34)労働者派遣業
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法人税が課税されない法人への収益事業課税

種 類 法人税

課

税

さ

れ

る

法

人

①普通法人
株式会社・特例有限会社・医療法人・相

互会社・企業組合・日本銀行など

全所得が原則、課税されますが、中小法

人（期末資本金が１億円以下の法人）

は税率が軽減されています。

②協同組合等
農業協同組合・信用金庫・労働者協同

組合など

原則、法人税が課税されますが、税率が

軽減されています

課

税

さ

れ

な

い

法

人

①公共法人 地方公共団体・金融公庫・事業団など 「非課税」となっています

②公益法人等
社団法人・財団法人・宗教法人・学校法

人・社会福祉法人など

原則、「法人税は非課税」となっていますが、

収益事業から生じた所得には法人税が課

税されます。

③人格のない社団等 ＰＴＡ・同窓会・実行委員会など

人格のない社団は法律上の法人ではあり

ませんが、税法上は法人とみなされ、収益

事業から生じた所得には法人税が課税さ

れます
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請負とは

 （請負）

第六百三十二条 （民法、以下スライド20まで同じ） 請負は、当事者の
一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその
報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

請負は雇用や委任などと同様に労務供給契約の一種である。

請負は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で雇用、委
任、人材派遣と共通する。違いについては後述する。
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委任とは

 （委任）

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為*をすることを相手方に
委託**し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる

*法律行為とは

それを行う者の意思表示の内容通りの法的効果が発生する行為。

法律行為は次の種類に分かれる。すなわち

①単独行為:一つの意思表示で（相手の意思表示なしで）法律行為となる。例：遺言、取消、解除、放棄

②契約:相対する２つの意思表示が合致した法律行為例:売買、賃貸借、贈与（契約の一種）請負、委任

③合同行為:同じ方向を向く２つ以上の意思合致した法律行為。例:会社設立

**委託とは

ある事務処理をすることを他人に依頼する契約。たとえば紛争の解決を弁護士に頼んだリ、土地の売買・賃貸を不動産業
者に依頼すること。

委任は雇用や請負などと同様に労務供給契約の一種である。

委任は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で雇用、請負、
寄託、事務管理、人材派遣と共通する。違いについては後述する。
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委任と準委任の違い

 （委任） [再掲]

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為*1をすることを相手方

に委託*2し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 （準委任）

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為*1でない事務の委託*2について
準用する。

 つまり、法律行為に関する内容を委任する場合が委任契約、それ以外が準委
任契約。弁護士による訴訟委任契約、会社と取締役間の契約は前者、医者による医療行為、コンサルタントに
よるコンサルティング契約は後者の例。

注）*1, *2 スライド１３（前ページ）参照
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請負と委任との違い

業務委託契約における委任と請負の法的性格の違い

単に業務委託契約といっても、委託する業務の具体的内容や委託する委託方法等によって、法的性格に違いがある。

委任(準委任） 請負

1契約の目的
一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者
（受任者）の義務ではない（民法第６４３条、民法656条）

受託した業務(仕事）を完成させることである。（民法６３２条）

2受託者義務
受託者（受任者）は、委託者（委任者）に対して、善管義務（誠実に事務を処
理する義務）を負う。（民法６４４条）

受託者（請負人）は、委託者（発注者）に対して、受託した業務（仕事）を完
成させる義務を負う（民法６３２条）

3報酬請求権

受託者（受任者）は、委託者（委任者）に対して、原則、受託した業務（委任
事務）を履行した後に、報酬の請求（民法第６４８条２項）と費用の償還（民
法第６５０条１項）ができる（委任契約は無償契約。有償の合意をしない限り報
酬の請求はできない。ただし、使用した費用とその利息は請求できる。

受託者（請負人）は受託した業務（仕事）を完成させたあとでなければ委任者
（発注者）に対して、報酬の請求ができない(民法６３３条）*1

4契約解除権
委任者（委託者）及び受託者（受任者）はいつでも、どちらからでも契約を解除で
きる。ただし当事者の一方が相手方の不利な時期に解除したときは、相手方に対して
損害賠償義務を負う(民法６５１条）。

委託者（発注者)は、受託者（請負人)が業務（仕事)を完成させるまでの間は、い
つでも損害を賠償し、契約を解除できる(民法第641条） .これに対し、受任
者(請負人)は業務の完成を約束した以上、契約を途中で解除することは許されない。

6瑕疵担保責任 ない
完成したはずの業務（仕事）に瑕疵*2があった場合には受託者、(請負人)は瑕疵
担保責任を負う(民法第634～６４０条）(瑕疵補修、契約の解除、損害賠償）

7報告義務
受託者(受任者)は、委委託者(委任者)から請求があるときは、いつでも受託した業
務（委任業務）の処理の状況を報告し、業務(委任事務)が終了した後は、遅滞な
くその経過および結果を報告しなければならない(民法６４５条）。

受託した業務（仕事）を完成させるための手段は受託者(請負人)にゆだねられてお
り、受託者(請負人)は業務(仕事)の遂行について委託者(発注者）に報告義務を
負わない。また、下請けについても原則として自由である。

*1
改正民法では「請負が仕事の完成前に解除されたとき」について「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合請負人は､注文者が受ける利益の割合に応じて、報酬を請求することができる」という規定を新設している。

*2
従来の考え方では瑕疵とは「キズ、欠点・欠陥」。売買の目的物に、その種類のものとして通常有すべき、または売主が特に保証した品質・性能を有していないことをいう。改正民法では「契約の
内容に適合しない」と広く解釈し定義している。
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請負は仕事を完成させる義務があり、委任は労務の提供そのものに目的があり、一定の結果を出すことは義務ではない。



雇用と請負・委任の違い

 （雇用）

第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対し

てその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
 （請負）［ 再掲］

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対し
てその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

 （委任） [再掲]

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方

に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 請負・委任は雇用と違い、従属関係が認められず、受任者・請負人が自らの裁量
で仕事を完成させ、あるいは事務を処理すること（独立性）である。

16

雇用・請負・委任の違い

共通点 違い

債権の種類
他
人
の
た
め
に
仕
事

を
す
る
契
約

仕事の独立性・従属性 仕事の完成の義務

雇用 使用者の指図に従ってなされる従属的な性質 無

請負 (指図がなければ）請負人は自分の裁量で仕事を完成することができる、有

委任 受任者は自分の裁量で事務を処理できる 無



寄託と委任の違い

 （寄託）

第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約して
ある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
• 寄託の例：隣人の宅配便を一時的に預かる

 （委任） [再掲]

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

寄託と委任との違いは委任は委託される事務の内容が物の保管に限定されてい
ない点で区別される。

17



事務管理と委任の違い

（事務管理）

第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章に
おいて「管理者」という。）は、そ の事務の性質に従い、最も本人の利益に適合
する法によって、その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならな
い。

２ 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができる
ときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

 （委任） [再掲]

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委
託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
事務管理の例：隣人の不在中に集金人に立替払いをしたり、隣人の不在中に台風で屋根が飛んだのでブルーシー
トをかけておくなど

事務管理と委任との違いは、委任は双方の合意によって他人の事務処理を行う
点で区別される。
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（労働者）派遣と（業務）請負の違い

 （用語の意）

第２条 この法律(労働者派遣法）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に
定めるところによる。

労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人
の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該
他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含ま
ないものとする。

 （請負）[再掲]

第六百三十二条 （民法） 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力
を生ずる

上述のとおり、派遣は派遣労働者との指揮命令関係は派遣先企業にある。 こ
れに対し、請負は労働者との雇用関係と指揮命令関係が、いずれも請負業者に
ある。
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（労働者）派遣と準委任の違い

 （用語の意義）

第２条 この法律(労働者派遣法）において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。

労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命

令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労

働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 （委任） [再掲]

第六百四十三条 (民法） 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託

し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

 （準委任） [再掲]

第六百五十六条 (民法） この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準

用する。

上述のとおり、派遣は派遣労働者との指揮命令関係は派遣先企業にある。 これに対し、

準委任は労働者との雇用関係と指揮命令関係が、いずれも受託業者にある。 20



業務委託の意味

 「業務委託は民法で規定する「契約」に含まれる用語ではない。

 その内容は、請負、委任（以上民法）、労働者（人材）派遣（労働者派
遣法）などが考えられるが一般的には請負であるケースが多い(特に国税庁の
見解は）

 たとえ、契約書のタイトルが委任契約書(印紙を貼る必要がない）になっていて
も実態は請負とみなされ、収益事業として課税されることがある。その場合当該
契約書は課税文書とみなされ、印紙税法が適用される(つまり印紙を貼る必要
がある)ことがある。

 国税庁の見解でも一部請負の事項が併記された契約書または請負とその他の
事項が混然一体として記載され契約書（たとえば、委任契約に近いといわれる
混合契約）であっても、法人税法、印紙税法上は請負契約となるものもがある
とのことである。
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おわりに

 以上見ててきたとおり創業スクール実施に際し中小企業団体が管理事務局と

締結する「業務委託契約」は大半が請負契約と判断されている。

 請負契約となるとその定義のとおり、収益事業とみなされる。

収益事業となると決算終了後に最低限、均等割の法人税は支払わなくては

ならない。税金支払いのための資金を事前に手当しておく必要がある。

収益事業にあたるかどうかは、創業スクールの概要説明、契約書等所轄税務

署に持参し、事前相談を受けるのが好ましい。

 代表者等のいる人格のない社団であっても収益事業があればその部分の法人

税を払うのは全く同じである。

 同様に上記「人格のない社団」であっても、税理士等士業の講師数人に報酬

を支払った場合、源泉徴収義務者となり、報酬の中から源泉徴収し翌月1０

日までに納付しなければならない義務がある。怠った場合、不納付加算税、延

滞税等のペナルティがある。 (了） 22


