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はじめに 
 

租税法修士論文の題材として、法人税法第

22 条第２項 1)の無償取引は人気のあるテー

マの１つである。しかしながら、その指標と

なるような、法人税法上の実務的処理に沿っ

た議論を丁寧に整理した論文は皆無に等しい。

税理士志望者を含めた実務家が租税法修士論

文を作成するための指標になるべき論文が存

在せず、法人税法第 22 条第２項に関する評

釈等の議論も迷走、錯綜していて、場合によ

っては出口さえ見えていない状況にある。 

この論文の対象は、法人税法第 22 条第２

項に規定される「無償による資産の譲渡」、

「無償による役務の提供」及び「無償による

資産の譲受け」（以下「無償取引」という。）

である。この論文の目的は、法人税法第 22

条第２項に規定される無償取引の問題点を、

租税法修士論文の基本問題として整理し、無

償による役務の享受の問題を可能な限り理論

的に掘り下げることである。 

そのために、Ⅰでは「無償による資産の譲

渡」と「無償による資産の譲受け」、Ⅱでは

「無償による役務の提供」の具体例を設定し、

それぞれの会計上の仕訳と税務上の追加的仕

訳を示し、「仕訳を相殺せずに総額で示す」

ことを問題点整理の基本方針として掲げ、無

償による役務の享受に係る問題点を提示する。

そして、Ⅲでは、無償による役務の享受の税

務処理について可能な限り理論的に掘り下げ

る。さらに、Ⅳでは、寄附金の全額損金不算

入と受贈益（無償による役務の享受）の益金

不算入規定（法人税法第 25 条の２）の関係

を整理する。 

 

 

Ⅰ 資産の無償譲渡と資産の無償によ

る譲受けの具体例に基づく検討 
 

法人税法における土地の通常の譲渡、低額

譲渡、無償譲渡及び高額譲渡について、実際

に土地を譲渡する事例を基に検討し、対価を

どのように考えているのか、時価と取引価額

との差額を当事者間で収受する場合としない

場合の相違、寄附が誰から誰にされるのかの

方向の違い等を考える必要がある。そして、

「仕訳は相殺せずに総額で示す」という問題

点整理の基本方針に従って仕訳を示す。 

 

１ 通常の譲渡の場合の仕訳 

内国法人Ａ（譲渡者）が所有する①簿価

50、②時価 100の土地を③取引価額 100で内

国法人Ｂ（譲受者）に譲渡する。通常の譲渡

なので、内国法人 Aと内国法人 Bに税務上の

追加的仕訳は生じない。 
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＜内国法人Ａ（譲渡者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 100  （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 50 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）土地 100  （貸方）現金 100 

 

図Ⅰ－１ 資産の通常の譲渡、無償譲渡、低

額譲渡及び高額譲渡の具体的事例 

 

・取得価額 50、取引価額（0、60、120）及

び時価 100の３要素を必ず考える 

・価格(price)に数量（number）を乗ずると

価額（amount）なので、価格と価額の相違

に留意（りんご 1個 110円で 4個購入する

と 440円） 

 

２ 低額譲渡の場合の仕訳 

土地の低額譲渡の場合の仕訳を、次の設定

に従って考える。 

内国法人Ａ（譲渡者）が所有する①簿価

50、②時価 100 の土地を、③取引価額 60 で

内国法人Ｂ（譲受者）に譲渡する。 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 60  （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 10 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）土地 60  （貸方）現金 60 

 

 

 

（１）内国法人 A が時価と取引価額の差額

40を収受する場合 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 60  （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 10 

    未収金 40     土地譲渡益 40 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 60  （貸方）現金 60 

    土地 40      未払金 40 

 

内国法人Ａ（譲渡者）の未収金 40 と内国

法人Ｂ（譲受者）の未払金 40 は当事者間で

決済されてこの取引は終了する。なお、説明

の都合上、＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞と

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞には、会計上

の仕訳を含めて示している。税務上の追加的

な仕訳は太字にして下線を付した。 

 

（２）内国法人 A が時価と取引価額の差額

40を収受しない場合 

低額譲渡の場合、土地の取引価額 60 と時

価 100 の差額 40 について、内国法人Ａ（譲

渡者）と内国法人Ｂ（譲受者）との間で対価

の収受を行わない場合には、内国法人Ａ（譲

渡者）から内国法人Ｂ（譲受者）への寄附金

課税の問題が生じることに留意する。 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 60  （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 10 

    未収金 40     土地譲渡益 40 

    寄附金 40     未収金  40 

 

内国法人Ａ（譲渡者）は内国法人Ｂ（譲受

者）に土地の取引価額 60 と時価 100 の差額

40 を寄附することになる。したがって、内

国法人Ａ（譲渡者）においては、法人税法第

37 条と法人税法施行令第 73 条に基づいて寄
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附金の損金算入限度額が計算され、寄附金損

金算入限度額を超える金額は寄附金の損金不

算入額として計算される。 

当該低額譲渡に経済的合理性が認められれ

ば、借方科目は寄附金に代えて事業経費にな

る（法人税基本通達９−４−２）。この場合、

限定説等に依拠して仕訳の相殺を前提に議論

を組み立てると隘路に入ることに留意する。 

 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 60  （貸方）現金 60 

    土地 40      未払金 40 

    未払金 40     受贈益 40 

 

内国法人Ｂ（譲受者）は内国法人Ａ（譲渡

者）から取引金額 60と時価 100の差額 40の

寄附を受け、受贈益として計上する。 

内国法人 Bに受贈益が計上されるか否かは、

＜内国法人 Aの仕訳＞の借方科目が寄附金で

あるか事業経費であるかによっては影響され

ないことに留意する。 

 

３ 無償譲渡の場合の仕訳 

土地の無償譲渡の場合の仕訳を、次の設定

に従って考える。 

内国法人Ａ（譲渡者）が所有する簿価 50、

時価 100の土地を、取引価額 0で内国法人Ｂ

（譲受者）に譲渡する、すなわち無償譲渡す

る。土地の登記の変更が行われ、使用収益も

内国法人Ｂ（譲受者）により行われているが、

当事者に土地の取引が認識されていないよう

な場合である。 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の会計上の仕訳＞ 

 仕訳なし 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の会計上の仕訳＞ 

 仕訳なし 

 

 

（１）時価と取引価額の差額 100を収受する

場合 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳 

 その１＞ 

（借方）未収金 100 （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 50 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳 

 その２＞ 

（借方）譲渡原価 50（貸方） 土地 50 

    未収金 100    土地譲渡益 100 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 100  （貸方）未払金 100 

 

内国法人Ａ（譲渡者）の未収金 100と内国

法人Ｂ（譲受者）の未払金 100は決済されて

取引は終了する。＜内国法人Ａ（譲渡者）の

税務上の仕訳 その１＞と＜内国法人Ａ（譲

渡者）の税務上の仕訳 その 2＞の差は、土

地の譲渡益と対応する譲渡原価の把握方法の

差であり、「仕訳を相殺せずに総額で示す」

という基本方針に従えば＜内国法人Ａ（譲渡

者）の税務上の仕訳 その２＞が望ましい 2)。 

法人の取引は時価取引が基本であるという

大原則に加え、「仕訳を相殺せずに総額で示

す」という基本方針に従えば、筆者、細川健

の知る限り、「無償による資産の譲渡のとき

に、借方科目によっては売上が計上されない

ことがある」と考える実務家は皆無のように

思われる。寄附金の発生と無償取引を無条件

で結び付けるような思考過程に陥るのは、な

ぜ、「仕訳は相殺せずに総額で示す」必要が

あるのかを理解しない、理解しようとしない

ところにある。 

 

（２）内国法人 A が時価と取引価額の差額

100を収受しない場合 

無償譲渡の場合、低額譲渡の場合と同様に、

土地の時価 100について、内国法人Ａ（譲渡
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者）と内国法人Ｂ（譲受者）との間で対価の

収受を行わない場合には、内国法人Ａ（譲渡

者）から内国法人Ｂ（譲受者）への寄附金課

税の問題が生じる。 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳 

 その１＞ 

（借方）未収金 100 （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 50 

    寄附金 100     未収金 100 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳 

 その２＞ 

（借方）譲渡原価 50（貸方）土地 50 

    未収金 100     土地譲渡益 100 

    寄附金 100     未収金 100 

 

法人税基本通達９−４−２に照らして、この

取引に経済的合理性が認められれば、寄附金

に代えて事業経費が借方科目になるが、限定

説等に依拠して土地譲渡益と事業経費の相殺

を考えると隘路に入ることに留意する。あく

まで、「仕訳を相殺せずに総額で示す」こと

を問題点整理の基本方針とする。 

 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 100  （貸方）未払金 100 

    未払金 100     受贈益 100 

 

資産の無償譲渡の場合、内国法人Ａ（譲渡

者）は内国法人Ｂ（譲受者）に土地の時価

100 に相当する金額を寄附することになる。

したがって、内国法人 A（譲渡者）において

は、法人税法第 37 条と法人税法施行令第 73

条に基づいて寄附金の損金算入限度額が計算

され、寄附金の損金算入限度額を超える金額

は寄附金の損金不算入額として計算される。 

内国法人 Bに受贈益が計上されるか否かは、

＜内国法人 Aの仕訳＞の借方科目が寄附金で

あるか事業経費であるかによって変わらない

ことに留意する。 

 

４ 高額譲渡の場合の仕訳 

土地の高額譲渡の場合の仕訳を、次の設定

に従って考える。 

内国法人Ａ（譲渡者）が所有する簿価 50、

時価 100の土地を取引価額 120で内国法人Ｂ

（譲受者）に譲渡する。 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 120 （貸方）土地 50 

            土地譲渡益 70 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の会計上の仕訳＞ 

（借方）土地 120 （貸方）現金 120 

 

（１）内国法人 B が時価と取引価額の差額

20を収受する場合 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 120  （貸方）土地 50  

             土地譲渡益 70 

    土地譲渡益 20   未払金 20 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 120  （貸方）現金 120 

    未収金 20     土地 20 

 

高額譲渡の場合、内国法人Ａ（譲渡者）に

おいては時価 100 と取引金額 120 の差額 20

について土地譲渡益 20 が過大計上されてい

て、内国法人Ｂ（譲受者）においては土地の

取得価額 20 が過大計上されているので、そ

れぞれを調整計算する必要がある。 

課税当局としては、譲渡が行われた時点で

内国法人Ｂ（譲受者）の所有する土地の帳簿

価額が時価と取引価額の差額分だけ膨らんで

いるので、時価にまで切り下げる必要がある。

そのまま放置すれば、将来的に内国法人 Bが

土地を譲渡した場合、譲渡原価が過大に計上

されるからである。 
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内国法人Ａ（譲渡者）の未払金 20 と内国

法人Ｂ（譲受者）の未収金 20 は決済されて

この取引は終了する。 

受贈益が計上されるか否かは、＜内国法人

B の税務上の仕訳＞の借方科目が寄附金であ

るか事業経費であるかによって影響されない

ことに留意する。 

資産の高額譲渡は低額譲渡と無償譲渡とは

異なり、内国法人Ａ（譲渡者）から内国法人

Ｂ（譲受者）ではなく、内国法人Ｂ（譲受者）

から内国法人Ａ（譲渡者）に寄附がされるこ

とに留意する。 

 

（２）内国法人 B が時価と取引価額の差額

20を収受しない場合 

 

＜内国法人Ａ（譲渡者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 120  （貸方）土地 50 

             土地譲渡益 70 

    土地譲渡益 20   未払金 20 

    未払金 20     受贈益 20 

 

内国法人 B（譲受者）が時価と取引価額の

差額 20 を収受しない場合には寄附金課税の

問題が生じるが、高額譲渡のときには、低額

譲渡や無償譲渡の場合と異なり、内国法人Ｂ

（譲受者）は内国法人Ａ（譲渡者）に土地の

取引価額 120 と時価 100 の差額 20 を寄附す

ることになる。したがって、内国法人Ｂ（譲

受者）においては、法人税法第 37 条と法人

税法施行令第 73 条に基づいて寄附金の損金

算入限度額が計算され、寄附金の損金算入限

度額を超える金額は寄附金の損金不算入額と

して計算される（場合によっては、内国法人

Ｂ（譲受法人）は、寄附金の損金算入限度額

の分だけ、課税当局により減額更正処分を受

ける。）。 

 

 

＜内国法人Ｂ（譲受者）の税務上の仕訳＞ 

（借方）土地 120  （貸方）現金 120 

    未収金 20     土地 20 

    寄附金 20     未収金 20 

 

 

Ⅱ 無利息融資、低金利融資及び高金

利融資 
 

Ⅰでは、資産の通常の譲渡、低額譲渡、無

償譲渡及び高額譲渡の場合を、内国法人 Aが

内国法人 Bに土地を譲渡する実例に従って検

討した。Ⅱでは、内国法人 Aが内国法人 Bに

通常の融資、無利息融資、低利息融資及び高

利息融資をした場合を、内国法人 Aが内国法

人 Bに 100を融資する実例に従って検討する。

適正な市場利率が３％の場合、無利息融資、

低利息融資及び高利息融資をした場合は税法

上の調整が必要である。 

例えば、内国法人 Aが内国法人 Bに対し、

無利息で 100の融資を行った場合には、税法

上、市場利率３％を基にした調整が必要であ

る。 

 

図Ⅱ－１ 無利息融資、低金利融資及び高金

利融資の実例 

 

 

・無利息融資 融資額：100 適正な市場利

率３％、不足分の利息３％部分の調整が必

要 

・低金利融資 融資額：100  設定利率１％、

不足分の利息２％部分の調整が必要 

・高金利融資 融資額：100  設定利率 10％、
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超過分の利息７％部分の調整が必要 

・法人税法第 22 条第２項に「無償による役

務の提供」の規定あり 

・法人税法第 22 条第２項に「無償による役

務の享受」の規定なし 

 

１ 内国法人 Aが内国法人 Bに通常の融資を

行った場合 

 

＜内国法人 Aの会計上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息３ （貸方）受取利息３ 

（借方）現金３   （貸方）未収利息３ 

＜内国法人 Bの会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息３ （貸方）未払利息３ 

（借方）未払利息３ （貸方）現金３ 

 

未払利息の計上を省略することなく、「仕

訳を相殺せずに総額で示す」ことが重要であ

る。内国法人 Aと内国法人 Bにそれぞれ未収

利息と未払利息を計上し、当事者間で債権債

務を決済することにより取引は終了する。通

常の融資の場合、税務上の追加的な仕訳は生

じない。 

 

２ 内国法人 Aが内国法人 Bに無利息融資を

行った場合 

＜内国法人 Aの会計上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

＜内国法人 Bの会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

 

（１）内国法人 Aが内国法人 Bから現金で不

足分の利息の収受を行った場合 

＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息３ （貸方）受取利息３ 

（借方）現金３   （貸方）未収利息３ 

 

未収利息の計上を省略することなく、「仕

訳を相殺せずに総額で示す」という基本方針

に従うことが重要である。なお、説明の都合

上、＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞と＜内国

法人 Bの税務上の仕訳＞の仕訳には、会計上

の仕訳を含めて示す。 

 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息３ （貸方）未払利息３ 

（借方）未払利息３ （貸方）現金３ 

 

未払利息の計上を省略することなく、「仕

訳を相殺せずに総額で示す」という基本方針

に従うことが重要である。内国法人 Aと内国

法人 Bにそれぞれ未収利息と未払利息を計上

し、当事者間で債権債務を決済することによ

り取引は終了する。 

 

（２）内国法人 Aが内国法人 Bから不足分の

未収利息を収受しない場合 

 

＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息３ （貸方）受取利息３ 

（借方）寄附金３  （貸方）未収利息３ 

 

当該取引に経済的合理性が認められれば、

寄附金に代えて事業経費が計上される（法人

税基本通達９－４－２）。内国法人 Aで受贈

益が計上されるか否かは、内国法人 Bの借方

科目が寄附金又は事業経費であることと無関

係であることに留意する。 

 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 100  （貸方）借入金 100 

 追加的な税務上の仕訳なし 
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又は 

（借方）現金 100  （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息３（貸方） 未払利息３ 

（借方）未払利息３（貸方） 受贈益３ 

 

通説によれば、無償による役務の享受が生

じる内国法人 Bでは追加的な税務上の仕訳は

生じないとされている。仕訳が生じない理由

として、資金提供に対応する支払利息が減少

する等説明されている（増井良啓, 2018, 

p.229）。しかしながら、この議論が無償に

よる役務の享受が規定されていない理由の説

明として正しいのか、仕訳が省略され得る場

合の要件の存在の有無等について多々疑問が

ある。実際、仕訳が省略されているだけでは

ないかという議論が存在する(武田昌輔,1994, 

pp.20-21)。ちなみに、武田昌輔（1994）は、

仕訳が認識されて相殺される又は省略される

場合の要件を示していない。 

ここでさらに重要なことは、内国法人 Aに

おける借方科目が寄附金であろうと、事業経

費であろうと、内国法人 Bが支払うべき未払

利息が免除されるか否かには影響がないこと

である。内国法人 Bの税務上の処理、無償に

よる役務享受については、ⅢとⅣで詳細に議

論する。 

 

３ 低利息 1％で融資を行った場合 

 

＜内国法人 Aの会計上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息１ （貸方）受取利息１ 

（借方）現金１   （貸方）未収利息１ 

＜内国法人 Bの会計上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息１ （貸方）未払利息１ 

（借方）未払利息１ （貸方）現金１ 

 

 

（１）適正な市場利息に対する不足分の２％

部分について現金で収受を行った場合 

 

＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息１ （貸方）受取利息１ 

（借方）現金１   （貸方）未収利息１ 

（借方）未収利息２ （貸方）受取利息２ 

（借方）現金２   （貸方）未収利息２ 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息１ （貸方）未払利息１ 

（借方）未払利息１ （貸方）現金１ 

（借方）支払利息２ （貸方）未払利息２ 

（借方）未払利息２ （貸方）現金２ 

 

（２）適正な市場金利に対する不足分の２％

部分について寄附金として処理する場合 

 

＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息１ （貸方）受取利息１ 

（借方）現金１   （貸方）未収利息１ 

（借方）未収利息２ （貸方）受取利息２ 

（借方）寄附金２  （貸方）未収利息２ 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞  

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息１ （貸方）未払利息１ 

（借方）未払利息１ （貸方）現金１ 

（借方）支払利息２ （貸方）未払利息２ 

（借方）未払利息２ （貸方）受贈益２ 

 

通説に従えば、内国法人 Bの不足分の利息

２％部分に関しては「仕訳なし」になる。し

かしながら、当初利息の１％部分を当事者が

既に認識して仕訳し、決済しているので、不

足分の利息２％部分については当然ながら当

事者が認識し仕訳をするものと考えられる。 
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４ 高利息 10％で融資を行った場合  

 

＜内国法人 Aの会計上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息 10 （貸方）受取利息 10 

（借方）現金 10   （貸方）未収利息 10 

＜内国法人 Bの会計上の仕訳＞  

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息 10 （貸方）未払利息 10 

（借方）未払利息 10 （貸方）現金 10 

 

（１）市場金利に対する超過分の利息７％部

分について現金で収受を行った場合 

 

＜内国法人 Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息 10 （貸方）受取利息 10 

（借方）現金 10   （貸方）未収利息 10 

（借方）受取利息７ （貸方）未払利息７ 

（借方）未払利息７ （貸方）現金７ 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息 10 （貸方）未払利息 10 

（借方）未払利息 10 （貸方）現金 10 

（借方）未収利息７ （貸方）支払利息７ 

（借方）現金７   （貸方）未収利息７ 

 

（２）市場金利に対する超過分の利息７％部

分を寄附金として処理する場合 

 

<内国法人 Aの税務上の仕訳 > 

（借方）貸付金 100  （貸方）現金 100 

（借方）未収利息 10 （貸方）受取利息 10 

（借方）現金 10   （貸方）未収利息 10 

（借方）受取利息７ （貸方）未払利息７ 

（借方）未払利息７ （貸方）受贈益７ 

 

通説に従えば、内国法人 Bの超過分の利息

７％部分に関しては「仕訳なし」になる。し

かしながら、当初利息の 10％部分の利息を

当事者が既に認識して仕訳し、決済している

ので、超過分の利息７％部分については当然

ながら当事者が認識し、仕訳をするものと考

えられるのは、３（２）と同様である。 

 

＜内国法人 Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

（借方）支払利息 10 （貸方）未払利息 10 

（借方）未払利息 10 （貸方）現金 10 

（借方）未収利息７ （貸方）支払利息７ 

（借方）寄附金７  （貸方）未収利息７ 

 

当該取引に経済的合理性が認められれば、

借方科目に寄附金に代えて事業経費が計上さ

れる（法人税基本通達９－４－２）。この処

理は、２（２）と同様であるが、内国法人 A

で受贈益が計上されるか否かは、内国法人 B

で寄附金処理又は事業経費処理されるのと無

関係であることに留意する。 

 

５ 税務調査による更正処分又は修正申告に

係る必要書類 

税務調査等で受取利息に係る更正処分等を

受け又は修正申告の慫慂（しょうよう）を受

け修正申告を提出する場合は次の３つの資料

が必要になる。 

・取締役会議事録 

・金銭消費貸借契約書・・・・日割計算が

原則、貸付日から決算期末日まで 

・翌期首振替伝票の写し・・・会計上認定

利息分を計上してから税務上減算 

認定利息により税務調査等で支払利息及び

受取利息に係る更正処分等を受けた場合には、

会計上、更正処分等を受けた翌期首に更正処

分等を受けた３年分の認定利息を計上する必

要がある。 
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＜会計上の仕訳＞ 

（借方）未収利息××（貸方）受取利息×

×（通常３年分計上） 

・認定利息３年分を翌期首に会計帳簿に計上 

（会計帳簿に計上してから別表で減算する必

要あり） 

＜税務上の仕訳＞ 

（借方）受取利息認容××（貸方）未収利

息××（翌事業年度で減算） 

・法人税確定申告書別表４と別表５で減算処

理が必要 

 

 

Ⅲ 無償による役務の享受に関する考

察 

 

１ はじめに 

法人税法第 22 条第２項には「無償による

資産の譲渡」に対応する「無償による資産の

譲受け」は規定されていても、「無償による

役務の提供」に対応する「無償による役務の

享受」は規定されていないことに留意する。 

その一方で、法人税法第 22 条第２項に規

定される「その他の取引で資本等取引以外の

もの」にすべての「無償による役務の享受」

が含まれるといった考え方も現実に存存する
3)。しかしながら、法人税法第 22 条第２項

の草稿段階では当然ながら考慮されたと考え

られる「無償による役務の享受」の規定を、

法人税法第 22 条第２項から明確な理由なく

削除するようなことはしないと考えられ、

「無償による役務の享受」は一定の要件を満

たせば「その他の取引で資本等取引以外のも

の」として課税される場合があると考えるべ

きである。 

法人税法第 22 条第２項に「無償による役

務の享受」が規定されていないことについて、

増井良啓.2018.『租税法入門』.第２版には

次のような記述が存する。「……無償による

役務の受入については、規定されていない。

その理由としては、支出すべき費用が減少し

その分だけ課税所得が増加するから、益金の

額として計上する必要がないと説明されてき

た。」（増井良啓, 2018, p.229） 

法人が役務を享受すると、それに対応する

支出するべき費用が減少するので役務の無償

の享受が認識されないという説明であるが、

増井良啓も「……と説明されてきた。」（増

井良啓, 2018, p.229）と記述していて、こ

の通説の説明には懐疑的なことが読み取れる。 

この議論で最も重要なことは、無償による

役務の享受は、①無償による役務の享受をす

る法人側で測定可能性が担保されていないの

で、無償による役務の享受をする側で享受し

た利益を計上できないこと及び②無償による

役務の享受を受けた日の属する事業年度で、

対応する費用が期間対応的に発生するとは限

らないことの２つに尽きるのではないかと考

えられる。これまで、無償による役務の享受

について深度のある議論が行われてこなかっ

たのは、「仕訳を相殺せずに総額で示す」と

いう基本方針が抜け落ちていたからにほかな

らない。 

 

２ 無償による役務を享受する法人側で測定

可能性が担保されていないこと 

適正な市場利子率が明確な無利息貸付けや

千円単位で情報取得が可能な都心の賃貸家賃

等であれば無償による役務の享受は測定可能

であるが、一般的な役務の享受、とりわけ人

的役務の享受は、無償による役務の享受をす

る側で測定不可能である。したがって、無償

による役務の享受をする側での測定可能性が

担保されていないので、法人税法第 22 条第

２項に「無償による役務の享受」は規定され

ていない。 

卑近な実例を挙げれば、私、細川健が租税

法、法人税法の講義、ビデオ等情報提供を行
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う内国法人 Aを経営している場合を考える。

内国法人 A が内国法人 B に法人税法第 22 条

第２項の講義を無償提供したと仮定する。提

供する内国法人 Aとしては、これまでの知識

と経験の蓄積、投下時間等を考慮すると 90

分の講演等で最低５万円は欲しい等、市場需

要、市場相場等を皮膚感覚でつかむことがで

きる。しかしながら、私が経営する内国法人

A から講義を受ける内国法人 B では、その価

値は想像が付かないし、講義内容を理解しよ

うとしない受講者も含まれているかもしれな

いことから、無償による役務の享受、とりわ

け、無償による人的役務の享受を受ける法人

側で測定可能性が担保されていないことは明

らかである。 

 

３ 無償による役務の享受をする法人側で対

応する経費がその事業年度中に発生すると

は限らないこと 

武田昌輔. 1994.「課税所得の基本規定の

軌跡－法人税法第 22 条はこうして生まれた

－12」.『MSG 会社税務研究』. 第 12 号. 

MSG 会社税務研究会. pp.20-21.によれば、

法人税法第 22 条第２項の原案は「無償によ

る資産の譲受け若しくは借入れ」（武田昌輔, 

1994, p.20）となっていたとされる。それが、

「無償による資産の譲受け」に落ち着いたの

は、「無利息で融資を受けた場合においては、

その利息を支払わなかった事による利益が、

いわば経費の減少という結果となって利益に

反映する」（武田昌輔, 1994, p.20）と説明

されている。 

つまり、無償による資金の借入れには次の

ような仕訳が隠れていて、結果的に収益に計

上されないと武田昌輔（1994）は説明してい

る。 

 

（借方）未収利息××（貸方）受取利息×× 

（借方）支払利息××（貸方）未払利息×× 

それを武田昌輔は次のような仕訳で説明して

いるが、内容的にはほぼ同一である。 

 

（借方）支払利息××（貸方）現金×× 

（借方）現金××  （貸方）受贈益×× 

       （武田昌輔, 1994, p.20） 

 

このような無利息融資に係る議論には前提

があって、無償による都心の不動産賃貸等と

同様に①無償による役務の享受をする側で測

定可能性が担保されていることに加えて、②

無利息融資を受けなければ他の銀行等から同

額の融資を受けて、融資を受けた事業年度に

おいて利息を払わなければならない状況にあ

ることが確実な場合に限られるということに

留意する。２つ目の要件を一般化すれば、無

償による役務を享受する法人の無償による役

務の享受をした日の属する事業年度において、

対応する費用の発生の確実性が高いことであ

る。 

つまり、無償による役務の享受については、

①無償による役務の享受を受ける側で無償に

よる役務の測定可能性が担保されていて、か

つ、②無償による役務の享受を受けた日の属

する事業年度において対応する費用の発生の

確実性が高い場合の２要件を満たした場合に

限り、通説で言われているような仕訳が認識

されて相殺される場合に該当する。 

 

 

Ⅳ 寄附金の全額損金不算入と受贈益

（無償による役務の享受）の益金不

算入規定（法人税法第 25 条の２）

の関係 

 

無償による役務の享受に関する問題として、

寄附金の全額損金不算入と受贈益（無償によ

る役務の享受）の益金不算入規定（法人税法

第 25条の２）の関係が存在する。 
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寄附金の全額損金不算入と受贈益の益金不

算入規定（法人税法第 25 条の２）の関係を

考察すると、法人税法第 22 条第２項は、法

人税法のみならず、租税法全体の根幹的規定

であることがよく分かる。それと同時に、昨

今の税制改正、法人税基本通達改正がいかに

問題のある改正等を含んでいるかも判明する。 

平成 22 年度税制改正で新設された完全支

配関係にある法人間の受贈益の益金不算入規

定は、寄附金の全額損金不算入規定と併せて

規定されている。一方で寄附金の全額損金不

算入規定により損金算入を認めないのと同時

に、他方で完全支配関係にある法人間の受贈

益を全額益金不算入にするという趣旨である

と考えられる。ここで留意するべきは、一般

的議論としては、一方で寄附金処理するか事

業経費処理するかは、他方での完全支配関係

にある法人間の受贈益の性質には影響せず、

完全支配関係にある法人間の受贈益として算

入される場合がある部分である。 

平成 22 年度税制改正の背景には、完全支

配関係にある法人間の受贈益が益金に算入さ

れる場合があるという課税当局の気付きがあ

ったのだろうと想像する。実際、前述したよ

うに武田昌輔（1994）にその記述がある。寄

附金の内容が低額譲渡、無償譲渡である場合

は、対応する「無償による資産の譲受け」の

規定があるので、「無償による役務の享受」

と比較すると深刻な理論的な問題は生じない。

「無償による役務の享受」は規定そのものが

存在しないので、法人税基本通達４－２－６

による整理を試みたものと考えられるが、法

人税基本通達４－２－６そのものが、すべて

の無償による役務の享受の益金算入が原則で

あるという誤解を招きかねない深刻な問題を

抱えた定めである。 

法人税基本通達４−２−６は次のように定め

ている。 

 

＜法人税基本通達４−２−６（受贈益の額に

該当する経済的利益の供与）＞ 

内国法人が、当該内国法人との間に完全

支配関係にある他の内国法人から、例えば、

金銭の無利息貸付け又は役務の無償提供な

どの経済的利益の供与を受けた場合には、

支払利息又は役務提供の対価の額を損金の

額に算入するとともに同額を受贈益の額と

して益金の額に算入することとなるのであ

るが、当該経済的利益の額が当該他の内国

法人において法第 37 条第 7 項《寄附金の

損金不算入》に規定する寄附金の額に該当

するときには、当該受贈益の額は当該内国

法人において法第 25 条の 2 第 1 項《完全

支配関係にある法人間の受贈益の益金不算

入》の規定の適用があることに留意する。

（下線は筆者） 

 

つまり、法人税法上の非常に大きな問題は、

内国法人 Aが内国法人 Bに無利息融資を含む

無償による役務の提供をした場合、内国法人

A にとっては無償による役務の提供であり、

内国法人 Bにとっては無償による役務の享受

に該当することにある。法人税法第 22 条第

２項には、無償による役務の享受は規定され

ていないことに留意する。結論から言うと、

法人税法第 25 条の２の規定は、一方の法人

で完全支配関係にある法人間の受贈益が益金

に算入される場合があるが、その場合には、

他方の法人で寄附金処理している場合に限っ

て完全支配関係にある法人間の受贈益は益金

不算入とされる程度の理解にとどめるべきで

あり、完全支配関係にある法人間の受贈益は

法人税法第 22 条第２項に規定される「その

他の取引で資本等取引以外のもの」に含まれ

ると考えて整理する必要がある。 

内国法人 Bの無償による役務の享受とその

無償による役務の享受が生じた事業年度にお

ける支払利息の認容には、①測定可能性が担
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保されていることに加え、②無利息融資に係

る受取利息に対応する支払利息の当期発生が

確実であることという２つの条件を満たす必

要があると説明した。そしてこの条件のうち

①測定可能性の担保は、完全支配関係にある

法人間の受贈益の場合にも満たされているこ

とは明らかである。これに気が付いた課税当

局は完全支配関係にある法人間の受贈益の益

金不算入規定を寄附金の全額損金不算入規定

と併せて規定したと考えられる。 

なお、内国法人 Bにおいて完全支配関係に

ある法人間で元本 100の無利息融資を受けた

場合の仕訳を再度示すが、多くの場合、不足

分の支払利息と受贈益は相殺され、通常の場

合、仕訳は表示されないのは既に検討したと

おりである。 

 

＜内国法人 Bの仕訳＞ 

（借方）現金 100   （貸方）借入金 100 

   （支払利息３）   （未払利息３） 

   （未払利息３）   （受贈益３） 

 

法人税法第 22 条第２項には無償による役

務の享受は規定されていないことに留意する。

その理由は、大部分の無償による役務の享受

は役務を享受する側にとって測定可能性が満

たされていないからにほかならない。そして、

内国法人 Aが無償による役務提供を行い、そ

れが寄附金に該当する場合に、完全支配関係

にある法人間の受贈益が法人税法第 22 条第

２項に規定される「その他の取引で資本等取

引以外もの」として益金算入される場合があ

ることが想定され、完全支配関係にある法人

間の受贈益の益金不算入が規定されたと考え

られる。益金算入されている場合には、両建

経理がされていて、仕訳が省略されている場

合を含むという見解がある。（成松洋一.

「＜税務相談＞法人税《親会社が孫会社に経

営支援をした場合のグループ法人税制の適用

関係》」.『税務通信データベース』.第

3432 号.）。しかしながら、内国法人 B が完

全支配関係にある法人間の受贈益として益金

を認識した場合に限り法人税法第 25 条の２

の益金不算入の規定は適用されるべきである。 

 

おわりに 

この論文の目的は法人税法第 22 条第２項

に規定される無償取引の問題点を、租税法修

士論文の基本問題として整理することであっ

た。I とⅡでは、それぞれ、①無償による資

産の譲渡と譲受け、②無償による役務の提供

と享受を実例に従い、「仕訳を相殺せずに総

額で示す」という基本方針に従って提示した。

Ⅲでは無償による役務の享受について詳細

に検討した。その結果、無償による役務の享

受については、①無償による役務の享受をす

る側で無償による役務の測定可能性が担保さ

れていて、かつ、②無償による役務の享受に

対応する経費の発生がその事業年度で確実な

場合の２要件を満たした場合に限り、通説で

言われているような仕訳が認識され、相殺さ

れる場合に該当することが明らかになった。

Ⅳでは寄附金の全額損金不算入と受贈益（無

償による役務の享受）の益金不算入規定（法

人税法第 25 条の２）の関係を整理し、完全

支配関係にある法人間の受贈益が内国法人 A

において寄附金に該当する場合に、内国法人

A では寄附金が全額損金不算入とされ、完全

支配関係にある法人間の受贈益は内国法人 B

においては「その他の取引で資本等取引以外

もの」として益金算入される場合があること

が想定されることにより受贈益（無償による

役務の享受）の益金不算入が規定され、そし

て、内国法人 Bにおいて受贈益を認識し仕訳

した場合には、受贈益（無償による役務の享

受）の益金不算入の規定が適用されると整理

した。 
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（注記） 

(1) 法人税法第22条第２項は、「内国法人の

各事業年度の所得の金額の計算上当該事業

年度の益金の額に算入すべき金額は、別段

の定めがあるものを除き、資産の販売、有

償又は無償による資産の譲渡又は役務の提

供、無償による資産の譲受けその他の取引

で資本等取引以外のものに係る当該事業年

度の収益の額とする。」と規定している。 

法人税法第22条第２項に規定されている

取引は、①資産の販売、②有償による資産

の譲渡、③無償による資産の譲渡、④有償

による役務の提供、⑤無償による役務の提

供、⑥無償による資産の譲受け及び⑦その

他の取引で資本等取引以外のもの（取引）

の７つであり、無償による役務の享受は規

定されていないことに留意する。そして、

無償による役務享受については、無償によ

る役務を提供する側で１）試験研究費の支

出や賃借契約の更新料を肩代わりして繰延

資産に該当する場合、２）コンピュータ・

ソフトウェアの役務の無償提供及び３）大

量の未使用ファイルを無償で譲り受ける場

合等無償による役務享受が測定可能性を満

たしているか否かを、まず、考慮に入れる

必要がある。 

(2) 内国法人Aが内国法人Bに現金100を贈与

するという極めて単純な場合を考えると、

「仕訳を相殺せず総額で示す」ことの重要

性が改めて浮き彫りになる。法人税法第22

条第２項に「無償による資産の譲渡」と

「無償による資産の譲受け」が「法人税法

上益金の額に算入すべき金額」として規定

されていることから、内国法人Aに100の売

上が計上され、内国法人Bに100の受贈益

（雑収入）が計上されることには例外は存

在せず、少なくとも実務的には、そして、

良質で良心的な理論的解釈を含めて、議論

の余地はないように思われる。さらに、現

金やキャピタルゲインが含まれていない土

地等について特別な取扱いをする必要性も

認められず、その理論的根拠も示されてい

ない。清永敬次は、清永敬次.1978.「無償

取引と寄付金の認定－親子会社間の無利息

融資高裁判決に関連して－」.『税経通

信』.第33巻第13号.税務経理協会. pp.2-7.

において、法人税法第22条第２項の適用関

係に関係する様々な問題を指摘している。

しかしながら、清永敬次（1978）は、「法

22条2項の当該規定の適用範囲に一定の限

界があると考えてよいかどうか、少なくと

も検討すべき問題点の一つであろうと思わ

れる。」（清永敬次, 1978, p.6）と問題

提起をしているに過ぎないことには十分留

意する。内国法人Aにおいて当該取引に経

済的合理性が認められれば、法人税基本通

達９−４−２により借方科目の寄附金に代え

て事業経費が認識され、内国法人Aの売上

には影響しない。 

＜内国法人Aの税務上の仕訳＞ 

（借方）譲渡原価100 （貸方）現金100 

    寄附金100      売上100 

・「無償による資産の譲渡」に該当する。 

・当該取引に経済的合理性が認められれば、

寄附金に代えて事業経費が認識される。 

・限定説等に依拠して、事業経費と売上を

相殺すると、隘路に入ることに留意する。 

＜内国法人Bの税務上の仕訳＞ 

（借方）現金100 （貸方）受贈益（雑収入）100 

・「無償による資産の譲受け」に該当する。 

(3) 藤巻一男.2008.「無償取引に関する法人

税法上の解釈について－「適正所得算出説」

と「無限定説」の正当性の検証－」.『税

大ジャーナル』.第９号.pp.15-37., 戸塚

裕輔.2019.「益金が生ずる無償取引につい

て－無償による役務の享受の取扱いに関す

る理論的検討－」.『税大論叢』.第97

号.pp.95-160. 

13



ＬＥＣ会計大学院紀要 第 18号 

租税法修士論文の基本問題 

注記 図-1 法人税法第22条第２項に規定される７つの取引

の関係図（法人税法第22条第２項の構造） 

 

「その他の取引で資本等取引以外のもの」（⑦）と規定されている場合 

 

 
 

・①資産の販売 

・②有償による資産の譲渡 

・③無償による資産の譲渡 

・④有償による役務の提供 

・⑤無償による役務の提供 

・⑥無償による資産の譲受け 

・⑦「その他の取引で資本等取引以外のもの」 

※無償による役務の享受は法人税法第22条第２項に含まれないことに留意する  

※※①〜⑥は⑦「その他の取引で資本等取引以外のもの」に含まれる（包括的例示） 

 

 

「その他取引で資本等取引以外のもの」（❼）と仮に規定されている場合 

 

 

・①資産の販売 

・②有償による資産の譲渡 

・③無償による資産の譲渡 

・④有償による役務の提供 

・⑤無償による役務の提供 

・⑥無償による資産の譲受け 

・❼「その他取引で資本等取引以外のもの」 

※無償による役務の享受は法人税法第22条第２項に含まれないことに留意する  

※※①〜⑥は❼「その他取引で資本等取引以外のもの」と並列的な関係にある（並列的例示） 

 

① ② 

④ ③ 

⑥ ⑤ 

⑦ 

① ② ④ ③ ⑤ ⑥ ❼ 

14


