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開始する事業年度から資本金一億円超の法人を対象に、法人事業税の外形標準課税が導入されることになった。今

回導入が決まった外形標準課税については、平成一三年の総務省提案を基に一部内容を修正したものであり、外形

標準課税の部分を四分の一として適用することになった。現行の法人事業税は、国税の法人税と同じく所得を課税

標準としているが、本来、外形標準課税は、法人の事業活動の規模を表す基準に課税するものである。政府税制調

査会は「平成一五年度における税制改革についての答申」において、受益と負担の関係を明らかにして、地方分権
の実現のために外形標準課税を導入すべきであるとしている。

現行の法人事業税は所得を課税標準としているため、税収が景気変動の影響を受けやすく地域偏在も著しいので、

このままでは安定的な税収は望めないという危機感から、法人事業税の外形標準化の論議が加速した。もともと法

人事業税の課税の根拠は、法人が事業活動を行うにあたって受ける各種行政サービスの経費負担を求めるものであ

るから、一種の応益課税の要素があり、現行の所得課税では、行政サービスを受けていながら税を負担しない赤字

法人が多く存在することになるので、事業活動の規模に応じた外形標準課税がより適正であるという論理を生んで

いる。しかし、いかに応益負担といえども、担税力を無視した税が構築されてよいのかという議論もある。

そこで、法人事業税の外形標準課税導入により、税収の安定化を通じて地方分権の推進に資することができるの

か、応益課税としての税の性格に妥当性があるのか、税負担の公平性を合理的に図ることができるのか、はたして

経済構造改革を進める上で効果が期待できるのか、外形標準課税の特徴と問題点について法的観点から検討し、そ
のあり方を考察することが本稿の目的である。
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二法人事業税の性格と仕組み
１法人事業税の性格

当初、事業税の課税標準は、売上金額、従業員等を課税標準とする外形標準を用いていたが、大正一五年に所得

を課税標準とする営業収益税が登場し、その後、農林水産業等の原始産業を課税対象とする事業税と自由業を対象

とする特別所得税が創設され、昭和一一五年のシャウプ勧告に基づく付加価値税が創設された。しかし、付加価値税

は実施される｝」となく廃止され、事業税と特別所得税とが統合され現行の事業税が登場するに至った。このように

応益課税による物税の形で導入されたものが、企業の負担能力に配慮し応能課税により人税化したものを、再び物
税の方向に戻すことが現在の法人事業税改革である。

現行の法人事業税は所得を課税標準としているため、企業がその活動のため地方自治体から受けた行政サービス

と、企業の負担する事業税が対応しないことに問題がある。そのため、赤字法人は事業規模が大きくても課税対象

とならないことや、景気に影響され地方財源としての安定性を欠くという欠点をもっている。たとえば、大企業も

小企業も同じ所得であれば、同額の事業税を負担することになる。そればかりか、多くの従業員を雇用し、大規模

な事業を営んでいる大企業が赤字である場合には事業税を全く負担せず、小規模な事業を営んでいる小企業は黒字

であるかぎり事業税を負担しなければならない。通常、大企業・小企業を問わず上下水道、公衆衛生、道路、港湾、

警察などの行政サービスから受ける利益は所得に比例するものではない。そこで、行政サービスから受ける利益に

応じた負担の公平を求める応益原則に基づいて企業が行政サービスから提供される利益と企業が負担する事業税
の額が比例する外形標準課税の導入が望ましい。
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現行事業税においても、例外的に、電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業については、各事業年度

の収入金額が課税標準とされ、一部外形標準課税が導入されている（地方税法七二条の一一一）。また、課税標準の

特例として、都道府県の条例により、資本金額、売上金額、家屋の床面積もしくは価格、土地の地積もしくは価格、

従業員数等を課税標準とし、または所得とこれらの課税標準を併せ用いることができる（地方税法七二条の一九）。

また、法人事業税は法人税の所得計算において、その税額が損金に算入される。つまり、法人事業税は事業に対

して課する租税であるから、労賃や利子と同様に事業を行うための経費と考えられている。したがって、所得に応

じて課税する所得税や法人税および住民税等と異なるものであり、固定資産税と同様に損金に算入される。それゆ

え、法人事業税は、法人が事業活動を行う際に、地方自治体の行政サービスから受けている便益に対する対価と考

えられる。しかし、現行の法人事業税は、所得を課税標準とする法人税や所得税の付加税として所得課税されるも
（１）

のであり、法人事業税の損金算入に合理的根拠はない。法人事業税が外形標準で課税される収益税であれば、損金
のであり、法人事業税（

算入に合理性が存在する。今回導入される法人事業税の外形標準課税は、所得課税が従来の四分の一二を占めるもの
算入に合理性が存在す》

であり、将来は中小法人の適用範囲も拡大され、外形標準のウエートも高くなるであろうが、損金算入に合理性が
であり、将来は中小法’
存在するとはいえない。

また、法人事業税がコストとして認識されるならば、法人が民間から購入するサービスのコストを経費に算入す

ると同じように、事業税も経費としてとらえ、その分を上乗せして消費者に転嫁されていると考えることができる。
（２）

行政サービスが存在しなければ、法人は自らサービスを調達しなければならず、その分だけ製品価格が高くなって

いたはずであるから、事業税は消費者に転嫁される》」とで公平性が確保される。しかし、消費者は、他の地方公共

団体の住民である可能性が高いから、住民の負担と便益の比較考鼠を要請するアカウンタビリティという点では、
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（３）

法人事業税は地方税とＩして適当でないという考え方もある。筆者としては、法人事業税の消費者への転嫁ができる
（４）

かどうかは、経済状況により決まる性質のものであり不明であるが、法人事業税は事業および労働者がその地域に

存在するために必要な都道府県施策の経費払いであり、その地域での法人自口身の便益のための負担であるから、固
定資産税と同様に地方税として適当なものであると考える。

２外形標準課税の概要

今回導入されることになった法人事業税の外形標準課税については、対象となる法人は、資本の金額または出資

金額が一億円を超える法人であり、平成一六年四月一日以後に開始する事業年度分から適用となる。ただし、公益

法人、特別法人、人格のない社団、投資法人等は除かれ、現行の所得課税法人にかぎられることになった。このよ

うに法人の種類や資本金により行政サービスを受けていながら税を負担しないのでは、薄く広く税負担を分担する

という税負担の公平が損なわれることになる。しかし、法人の存立そのものを脅かすことがないよう一定の配慮は
必要である。

今回導入される法人事業税の課税標準は所得割、付加価値割、資本割の合算額で、所得割は現行どおり各事業年

度の所得および清算所得であり、税率を現行の九・六％から七・二％に引き下げることにより、所得割の課税は従

来の四分の三になる。代わりに四分の一の部分については、付加価値割と資本割を一一汕一の割合とする外形標準課
税を導入する。

付加価値割は各事業年度の付加価値額、つまり、報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計額である収益配

分額と単年度損益を合算したものであり、税率は○・四八％である。ただし、収益配分額に占める報酬給与額の割
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合が七○％を超える場合には、その超過額を収益配分額から控除する雇用安定控除の特例が認められている。また、

単年度損益は、欠損金の繰越控除をせず、内国法人の国外の付加価値は国内所得に係る付加価値額とする。

資本割は、各事業年度終了の日における資本金と資本積立金額の合計額（資本等の金額）であり税率は○・一一％

である。ただし、一定の持株会社（発行済株式総数の五○％超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の五

○％を超える法人）については、資本等の金額から総資産に占める子会社株式割合を当該資本等の金額に乗じた金

額を控除する。さらに、資本等の金額が一○○○億円を超える法人については、一○○○億円を超える部分を資本
金規模に応じて段階的に課税ベースを圧縮する。

また、都道府県知事が、赤字が三年以上継続する欠損法人であり、地域経済や雇用等に与える影響が大きいと認

める場合や、創業五年以内の赤字企業で技術の高度性、事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると認める場
合には、三年以内にかぎり徴収猶予することができる。

外形標準課税で特に問題になるのは、課税標準の相当部分を占める報酬給与額が賃金税の性格をもっていること

である。社会通念や業務内容から勘案して人件費が高すぎる企業はともかく、労働集約型企業の税負担が大きくな

る。特に自らの労力に負うところが大きい中小企業の負担は多大のものとなる可能性がある。たとえ、リストラに

より報酬給与額を削減できたとしても、単年度損益は増加し、雇用安定控除として収益配分額から雇用安定控除額

を控除できない場合には、課税標準となる付加価値額がかえって増加することもありうる。そうした一定規模以下

（５）

の中小企業に配慮しようとすれば、報酬給与額に課税係数を掛けてしまうことによりその比重を低めることや、報

酬給与額に経営陣の報酬のみを加え、従業員の賃金は加えないなどの対応策がないわけではない。

また、課税標準に支払利子や支払賃借料を含めることは、他人資本に依存せざるを得ない企業や社屋を賃借せざ
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るをえな い企業 の税負担が大きくなり' さらに企業 活力を削ぐ こと にもなりかねな い｡ そ のうえ'支払利子と支払

貸借料 に ついては'受取額を控除し た純支払利子と純支払賃借料 とな っているが' これは受取額 を控除しなければ､

単年度損益 に加算 され 二重殊税 とな る ことを考慮し たも のであ る｡ し かし'純支払利 子'純支払賃借料 が マイナ ス
にな った場合 には' それを考慮 しな い のでは 二重 課税は解消し たと は いえな い｡

三 外 形標準 化 の課題
‑ 地方財 源 の安定

現行 の法人事業 税 は'都道府 県 の重 要な財 源 であ るが､法 人 の所得 を課税標準 とす る所得 課税 を原則とし ている

ことから' 崇気変 動 の影響を強 く受け るため税収 の変動幅 が大 き い｡ 都道府 県 の財政が逼迫 し て いる原 因は､変 動

の激し い法 人 の所得 に対して二重 に課税され る法人事兼税と法人住 民税と いう 二種類 の租税 に税収 を依存 し て いる
(
6
)
からであ る｡地域住 民 の生活や産兼 活動 を支 え る地方公共団体 の行政 サービ スは'安定的 に供給 され' その財源 で

あ る地方税は'税収 の変動が少 な い安定 したも のでなければ な らな い｡外 形標準 裸税 が導 入されれば'赤字法人 を

含 めた法人が事兼 の活動規模 に応じ て税を負 担す る ことになり､応益 課税 の原則により税負 担 を広 く薄 く公平に分

担す ることができ､安定した税 収 によ る安定 し た行政 サービ スを行 う ために必要な財 源を確保 できる｡ さらに' 地

方税としての自主性 を高めることとな り' 地方分権 を支 え る役割 を果たす ことにな る｡

しかし' バブ ル期 には好泉気 に伴 う税収増 が大盤振 る舞 いで支 出された側 面は否定 できな い｡ つまり､税収 不足
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（７）

を理由に税収安定のための外形標準課税を設けるということでは説得力がない。したがって、外形標準課税を導入

するためには、都道府県の歳出の効率化と透明性を確保し、自助努力をしている姿を住民や企業に示す必要がある。
（８）

企業は収入が不安定だから生き残るための努力をしているのであり、都道府県も企業並みの努力をすることが、納
税者が外形標準課税の導入を認める大前提になる。

また、法人事業税に外形標準を採用することにより、企業収益の計上や企業の集積による効果は小さくなり、大

（９）

都市部での事業税収入は減少する。他方、これまで事業税収入の増加が見込めない収益の低い企業を擁する地域で
は相対的に税収の増加が予想され、地域間での税収構造に変化が生ずる。その結果、新たな税収構造に見合った
地方公共サービスの提供が求められるようになる。従来よりも質的・量的水準の高いサービスの提供に対して目

治体サイドは認識を新たにしなければならない。外形標準課税導入の目的は、税収を増加させる｝」とにあるのでは
なく、税収を安定的に確保するところにあるのであり、新たな税率構造に見合った行政サービスが、安定的に提供
されるという点に意義がある。
（胆）

（、）

さらに、外形標準化により法人税と法人事業税の関係が完全に切断され、現在のように事業税の税収が国の租税
政策に左右されることがなくなり、外形標準課税の税率を各地方自治体が自由に設定できるなら、地方分権を支え

る地方税の自主性は高まるであろう。しかし、現段階では、外形標準課税導入がどれだけ地方税の自主性を高め、

地方分権を支える役割を果たすのかは、自治体自体の新たな認識と自助努力に基づいた行政サービスの安定的提供
という観点から、疑問であり不十分であると思われる。
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2 応益課税 と応能課税

法人事業税は､法 人 が行う事業活動 に対し て､ 地方公共団体 から各種 の行政 サービ スを受け て いる ことからそ の

受益関係 に着 目し て'事業および労働者 が そ の地方 に存在す るため に必要な経費分担とし て疎され る税 であ る｡ し

かし' 現行 の法人事業 税は' 謙税 の根拠 が法人税 と異な ると ころにあ るにもかかわらず'法 人税 と 同じ法 人 の所得

を裸税標準として いるため､国と地方 によ り 二重 裸税とな っているば かり ではな く'赤字法人 の場合 には練税 が免

れ ることになり' 地方 公共団体 から提供さ れ る行政 サービ スによ る受益 に対応す る負担 をし て いな いのではな いの

か' つまり'応益 課税 という性格 にそぐ わな いのではな いかと いう批判 から外 形標準 諌税 が導 入され る ことにな っ
た｡

法人事業税 の課税 の根拠に ついては､事業 によ る収益活動 の成 果 であ る所得 を担税力とす る応 能 課税と､事業 が

地方公共団体 から受 け る行政サービ スの受益 に対す る対価 であ るとす る応益 課税 の二 つの見解 があ る｡ わ が国 の場

合 には応益課税 の立 場 をとる見解 が多数 であ る｡ しかし､現行 の法 人事業税 は､所得 を裸税標準 とし ている点 では

応能裸税 の考え方 をと っているが'法 人税 の所得 の計算上'法 人事業 税 を経費 とし て損金算 入 が認 められて いる点

では応益 課税 の考 え方 である｡ したが って'現行 の法 人事業税は､ 応能 課税 のウ エートが高 い応益 課税 と の混合型
であると いえる｡
一

般に､地方税 は､ 国税とは異なり応能 祝税 ではなく て応益 課税 が望 まし いと いわれ てきた｡ し かし､赤字もし

くは小規模零細な中 小企業など の租税負担能力 がな いもしくは不十 分な者 に対し'担税力 の有無 に関係なく課税す

る ことは' 応能負 担 原則に反し平等条 項 や財産権 の侵書 にな るお それ があり (
意法 一四条 ･二九 条)' 意法上 は国
(
ほ
)
税 であれ地方税 であ れ､租税制度 のあ り方 とし ては応能課税し か存在 し な いと いう見解 があ る｡ し かし'行政サー
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ビスを受益している以上、担税力がないもしくは不十分だからといって税負担を免れるというのでは合理的という

ことはできない。担税力の有無は自己責任に帰する部分も大きいので、他の担税力を有する者にその責任や負担を

押しつける結果になっては、逆に平等・公平の原則に反することになり、財産権の侵害となる場合もある。

さらに、租税は、基本的には、不特定多数の利益の実現のために徴収されるとともに支出されるものであり、特

定の行政事務とその受益の対応関係を根拠として、その対価または一部の負担を求めるのは、負担金や使用料等の
（卿）

形式においてである。租税負担は、受益を根拠とするのではなく、納税者の担税力を根拠として算定することによ

り、特定の行政事務と租税負担との個別対応関係は切断されるという見解に対しては、固定資産税や自動車関係諸

税等は租税であるが、特定の行政事務とその個別的な受益に対応するものとして合理性が存在するものといえる。

赤字法人の事業が雇用および付加価値の創出により地域社会に貢献しているとはいえ、その事業および労働者がそ

の地域社会に存在するために、その地域社会での法人自身の便益のための負担であるから、固定資産税や自動車関

係諸税と同様、特定の行政事務とその受益の個別的対応関係を根拠とする応益課税は妥当性があるといえる。

また、銀行業は巨額の公的資金の注入を受け、預金に対してはほとんど利息を支払わないで、貸付金の利息を徴

収し本来の事業活動では多大な利益をあげている。しかし、不良債権という過去の負の遺産・が存在するために、法

人事業税を納税していないという異常な事態が生じている。東京都や大阪府のような銀行業への外形標準課税の導
（Ⅱ）

入については、応能課税論者においても、税法上の所得には表現されない大銀行のかくれた担税力を外形標準課税

という形で捉え、応能課税の一つの具体化を意味するものとしている。これに対し、応益課税論者は、銀行業は、

（鳩》

地方公共団体の公共サービスの利益を受け、事業活動を活発に展開しているにもかかわらず、こうした異常事態が

生じている以上、地方自治体の判断で銀行業に外形標準課税を導入することが認められるとしている。

企業に対する外形標準課税の法的検討（葭田英人）
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また、今回導入されることになった法人事業税の課税標準は所得割、付加価値割、資本割の合計額であり、依然

として四分の三を応能課税である所得割が占め、応益課税である外形標準課税の部分は四分の一に過ぎない。将来

は外形標準課税の割合が増えていくものと思われるが、法人税や法人住民税との多重課税は当分解消されそうにな

（肥）

い。さらに、応益課税としての外形標準課税部分である付加価値割を課税ベースとしているが、高付加価値企業が

公共サービスを多く受けていて、低付加価値企業が公共サービスの恩恵が小さいとは判定できないはずである。

また、なぜ資本割が応益課税の根拠になるのであろうか。資本金の大きい法人ほど税負担能力があるという方が
（打）

まだ説得力があるのではなかろうか。応能課税の根拠ととられかねない資本等を課税ペースに組み込むことは大き

な矛盾をはらんでいる。公共サービスの恩恵を個々の企業レベルで計測する｝」とはむずかしい。ましてや、公共サー

《聰）

ビスの恩恵が企業の活動レベルに比例して大きくなるということを証明することは困難であり、事業規模の大きさ

と公共サービスから受ける便益とを対応させることは、課税技術として簡単なことではない。

さらに、公共サービスから提供される受益に応じた負担を課税根拠とする応益課税としての固定資産税において
（胸》

も、土地、家屋、償却資産を所有する者の担税力に着目して課税すると考えれば、応能課税の論理に基づくものと

考えられないことはない。法人事業税の担税力をどのようにとらえるかが問題となるが、応益課税の場〈ロでも、所

得穫得につながる潜在的な事業の収益極得能力を担税力として捉えることは可能である。したがって、法人事業税

の外形標準課税の根拠は、地方公共団体から行政サービスの提供を受けることにより、収益痩得のための事業活動

を行うことができるのであるから、そのために必要な経費を分担すべきであるとする負担と給付が直接結びついた

応益課税の考え方によるものであるが、課税にあたっては、事業を行うことにより所得を得るであろう潜在的な事

業の収益獲得能力を担税力とした、小規模零細企業や赤字法人であっても収益獲得能力があるものは課税を免れな
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い、応益課税の理念と応能課税の理念がうまく調和した税であるといえるのではないだろうか。

３負担分任の原則

現行の税制においては、事業活動の規模が大きい法人であっても、所得がない場合は法人事業税を負担していな

い。事業活動を行っている法人は、地方自治体の行政サービスから一定の受益を得ているが、わが国の状況は六○

％を超える法人が赤字法人となっており税を負担していない。その受益に応じて事業活動に見合った薄く広く税負

担を分担する仕組みに是正していくことは、税負担の公平分任の観点から重要である。地方公共団体の構成員とし

ての一般的な受益に対応し、受益者たるすべての地域住民が負担を分任することを反映する制度として住民税均等

割がある。しかし、法人事業税の課税標準に外形標準が導入されれば、赤字法人を含む各法人は、事業活動に応じ

た税負担をすることになる。このことは利益の有無にかかわらず各法人に一定の負担を求めることとなり、地方税
の負担をより公平に分担する税制につながるものと考えられている。

負担分任の原則を適用するということは、①道府県の担うべき事務が住民の生活や生存にとって不可欠であるこ

（釦）

と、②応益的ではなく負担分任的なものとして広く負担を求めるのが適切であること、③その税負担が中小法人等

の存立そのものを脅かすものではないことなどについて、住民の理解と制度上の特別の配慮が必要になる。特に、

中小法人等は、通常、収益性が低く担税力が弱いと考えられることから、外形標準課税の導入の際には、軽減税率

方式、導入率変更方式、免税点方式、基礎控除方式など一定の配慮を行うことが必要ではないかとされている。

（、）

今回導入される法人事業税は、所得基準による課税と外形基準による課税を併用することにより、欠損法人をは

じめとする収益性の低い法人の税負担の増加を緩和し、負担軽減に配慮した措闇になるものと考えられている。し

企業に対する外形標準課税の法的検討（葭田英人）
1２１

かし、外形標準課税は、事業活動規模に応じた課税を行うものであり、潜在的な収益獲得能力を担税力として、各

法人が事業活動規模に応じて公平に税負担をすべきものである。したがって、事業活動規模が小さい法人は、それ

に見合った相応の税負担になるものと考えられるので、薄く広く課税するという趣旨に適ったものであれば、中立
性を確保する観点から中小法人であることを理由に特別扱いをすべきではない。
（逗）

ただ今回の場合には、政治的な解決とはいえ、対象法人を資本金一億円超の法人に限ったことにより、一億円以

下に減資する法人が多発することが考えられるので、その対応が問題となる。やはり、法人事業税が事業活動規模

に応じた負担を求めるものであることから、小規模・零細法人に対し一定の方式により配慮を行うとしても、個人、

法人、資本金の大きさを問わず外形標準課税を導入しない場合には負担の公平が損なわれることになる。
（聾》

さらに、法人事業税の負担は最終的にはどこに帰着するのかという問題がある。黒字法人の場合は利潤で負担す

る可能性もあるが、赤字法人は利潤以外のところに帰着することになる。法人が納税義務者だとしても、生産性を

高めることで税負担を消滅させてしまわないかぎり、法人事業税の負担は最終的に個人に帰着する。法人事業税が
（艶）

利潤で負担されるとすれば、それは株主の報酬を減少させることになるし、製品価格に転嫁されるなら消費者が税

を負担することになる。｜方、赤字法人はどこから納税資金を捻出することになるのであろうか。法人に対する直
（濁）

接課税の形式をとるが、その実消費者に転嫁されるのではないか、転嫁の仕組みを欠いているので、中小法人等の

弱い立場の企業の実質税負担が重くなるのではないか。しかし、誰に転嫁されるかについては、経済状況による力

関係により決まるものであり、最終的に個人に転嫁されのか、中小法人等の弱者が負担するのかどうかは不明であ
｡

また、法人事業税の外形標準化により、赤字法人の赤字幅が拡大されることになり税負担も増大することになる

る
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が、現行制度においては法人事業税を支払わない赤字法人も、行政サービスの受益に対して税を負担することにな

るので、負担分任の程度は高まり公平性、中立性を確保する観点からも重要である。これに対し、現行制度におい

て赤字法人は、法人事業税や法人住民税所得割の負担を免れ、法人住民税均等割のみを負担してきた。確かに、法

人の地方公共団体の行政サービスからの受益の大きさを明確にすることはできないが、地方自治体からの受益が事
（茜）

業活動の成果である収益に結実したとも考えられ、収益に比例した税負担を求めることは妥当であるとする見解が
ある。

しかし、法人の収益は、多くの部分を法人の経営努力による事業活動の成果とみることができ、地方自治体から

の受益に比例して収益に結実したものとはいえないと考える。したがって、収益の一部は、地方自治体からの受益

によるところは否定できないが、収益の大小や欠損の有無は法人側の問題であり、地方自治体からの受益と収益と

は比例関係にあるとはいえないので、収益の有無にかかわらず、赤字法人といえども受益に対する一定の負担を求

める負担分任の原則により外形標準課税されることは合理性がある。このように赤字法人も黒字法人と同様に、行

政サービスの対価として、受益に対する負担分任の原則に基づいた公平な税負担をすべきであり、法人にとっては
（”）

支払利子や支払地代と同じように行政サービスという生産要素に対する要素費用であって、赤字であるかどうかに
かかわりなく支払わなければならない性質のものである。

４経済構造改革

現行の制度では、経営努力による事業活動の成果である法人の所得に対して、法人税、法人住民税、法人事業税

などの国税と地方税が重複課税されているため、将来の投資となるべき法人の内部留保の蓄積を妨げることになる。

企実に対する外形標準課税の法的検討 (
斡旧英人)

2
3

しかし､外形標準課税 の導入により､事業活動 の規模 に応じて薄く広く課税され る場合 には'所得に比例し て税負

担が増加す る現行 の所得基準 によ る裸税よりも'外形基準 による裸税 の方が､所得に係 る税負担が相対的 に緩和さ

れることになり､経営 の効率化 や収益 の向上に役立ち､経済 の活性化'経済構造改革 に貢献す るも のと期待 されて
いる｡

現在､企業は､組織 の見直し や人件費 の削減など のリ スト ラにより不況を乗り切 ろうと経営努力を行 って いる｡

しかし'現行 の法人事業税は所 得基準 であるため､ リ ストラにより利潤が増加し ても税負担が増加し'事業効率化

に対す るペナルティー課税の色 彩 が強 い制度にな っている｡外形標準謙税 の導入により'利潤が増加しても課税標

準 が変わらないようにすれば税負担も増加しな いので､少なくとも'企業 の経営改善努力 を阻啓す ることはなくな
(
28
}
るはず であると考えられている｡

しかし､今 回導入される法人事業税 の課税標準 の付加価値割 に報酬給与額が用 いられるが'労働集約型企業 の税

負担が大きくなり'労力に負うと ころが大きい中 小企業 の負担は増大す る可能性 があ る｡また'前述 のご とくリ ス

ト ラによる報酬標準額 の削減 ができたとしても､ 課税標準 の付加価値割 の単年度損益 は増加す ることになり､ 雇用

安定控除 の特例が利用できな い場合 には'裸税標準とな る付加価値癖 が増加す る こともありうる｡ そのうえ､外 形

標準が導入されるとはいえ､依然 とし て課税標準 の四分 の三は所得割 であり' リ スト ラにより利潤が増加し ても税

負担が増加しないとはかざらな いので､ いまだ不十分なも のであるといえる｡ 現状 では'経営 の効率化や収益 の向

上 に役立ち経済全体 の活性化に つながるかどうか疑問であり､ 雇用や給与水準 への悪影響が懸念される｡

一方'法人事業税 の外形梼準 化は､負担が固定経費となり製 品価格 に影響し､企業 の国際競争力 の低下を招 くお

それがあるのではな いかという懸念があるが､ 一般的 には外 形標準 の採用により'税負担 が広く薄 く安定的 のも の
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（四》

となった場合は、今までと同じ税収を得る場合には税率を思い切って引き下げることが可能であり、増収を図る場

〈ロでも税率をかなり大幅に引き下げることができ、製品価格への影響を回避することができる。このように外形標

準課税の導入は、企業の収益性の向上に貢献し、経済の活性化に資する可能性はある。

四外形標準課税のあり方

政府税制調査会の地方法人課税小委員会の報告書は、外形標準課税のあり方として、①事業活動の規模を適切に

表し、②特定の地域や業種の法人に偏らず、多様な法人に対して普遍的な基準であり、③企業の経済活動に対して

中立的であって、④課税標準が安定的で、⑤税制として簡素で、⑥納税者の事務負担が小さいことを基本的な考え

方としてあげている。しかし、個人事業に対する課税、中小企業への一定の配慮、税務執行上の問題、消費税や法

人税、法人住民税等との関係など多くの課題がある。外国においても、ドイツの営業税、フランスの職業税、アメ

リカでもミシガン州やニューハンプシャー州が外形標準課税を導入している。いずれも課税標準のウエート付けの

工夫、中小企業への配慮、外形標準の選択制など一定の政策的配慮がされている。今回導入される外形標準課税に
も一定の措置が必要であろうと思われる。

また、現行税制は多重課税であり、法人所得を課税標準として法人税が課税され、道府県法人住民税法人税割と

市町村法人住民税法人税割は法人税額を課税標準とするから、間接的ではあるが法人所得を課税標準とし、さらに、

法人事業税が課税され法人所得に対して四重に課税されていることになる。現行の所得を課税標準とする法人事業

企業に対する外形標準課税の法的検討（葭田英人）
2５

税は、所得課税の補完税として多少とも再分配機能を有するが、｝」の機能は国全体を単位とすべきものであり、所
（鈍）

得に対する多重課税は税負担を累増させることになり、法人事業税は、能力ではなく受益に応じた外形標準課税に
仕組み直すべき必要があったのである。

しかし、今回導入される法人事業税の外形標準課税は、一定割合の付加価値額を課税標準として法人に課税する

ものであり、現行消費税も同様に付加価値を基準として課税するものである。そのうえ、地方消費税は消費税を課

税標準とする地方付加価値税である。法人事業税は直接税であり、消費税は間接税である点が異なっているが付加

価値に課税するのであり、計算技術上の差異はあるにしる本質的には同じで多重課税を意味するものである。その

うえ、依然として課税標準の四分の三は所得課税であり、利潤に対しては法人税で、給与に対しては所得税などで、
（釦）

利子・賃借料についても所得税などで別個に課税されているはずであり、それらをまとめて同じ税率で再度課税す

る理論的根拠は不明である。ただし、外形標準課税の導入により法人税、法人住民税、法人事業税は、課税標準は

同じだが、法人税と住民税は所得の担税力に着目して課される税であるのに対して、法人事業税は行政サービスの

受益に着目して課される税であるから、性質と目的は異なっているという説明をする必要はなくなった点は多少是
正されたといえるが、多重課税は完全には解消されてはいない。
（漣）

さらに法人所得の大きさは会計的操作により調節の余地もあり不透明であるが、外形標準化はそうした余地が
（麺）

少なく納税回避の抑制効果がある。しかし、赤字法人における法人事業税の問題は、国の公共財に対する対価支払

としての法人税についても同様のことがいえるのであり、好不況にかかわらず構造的に五○％前後が赤字法人であ
（祝）

り、企業の損金処理のあり方や経費処理のあり方に問題があるので、法人税制になじまない会計処理をしていると
いう〉」とであろう。
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結局、地方行政サービスの対価支払は、その地域に住む住民が負担すべきであり、便益の代価として負担すると

いう地方税の応益課税の根拠と、赤字法人といえども負担するという費用分任の原則に基づいて外形標準課税を導

入すべきであり、法人は事業目的の範囲内でしか活動しないのであるから、特に同じ地方税である法人住民税と法

人事業税の二重課税は、公正な課税を逸脱した過重なものではないかと思われる。したがって、国税である法人税

との二重課税解消の意味からも、選挙権のない法人に対する法人住民税を廃止して、法人事業税のみを存続させる

べきではないだろうか。前述のごとく課税標準には多くの問題点もあり十分なものとはいえないが、多重課税を緩

和して応能課税の理念と応益課税の理念および費用分任の原則がうまく調和した、今回導入される法人事業税を拡
大強化する一」とが妥当ではないかと考える。

五結び

現行の法人事業税は所得を課税標準としているため、景気変動の影響を受けやすく地域偏在も著しいので税収

が不安定になるという危機感から外形標準課税の導入が加速した。法人事業税の課税の根拠は、法人が受ける行政

サービスの経費負担を求めるものであるから、外形標準課税の導入により行政サービスを受けていながら税を負担

しない赤字法人も、事業活動の規模に応じた税を負担することになり、安定した税収による安定した行政サービス

を行うために必要な財源を確保でき、地方税としての自主性を高め、地方分権を支える役割を果たす｝」とになると
考えられている。
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また、法人事業税は、事業および労働者がその地域に存在するために必要な都道府県施策の経費払いであり、そ

の地域での法人自身の便益のための負担であるから、固定資産税同様、地方税としては適当なものである。しかし、

今回導入される｝」とになった法人事業税の外形標準課税は、対象となる法人は、資本の金額または出資金額が一億

円を超える法人であり、公益法人、特殊法人、人格のない社団、投資法人等は除かれ、政治的な解決から法人の種

類や資本金により行政サービスを受けていながら税を負担しない法人が存在することになり、一定の配慮は必要で
あろうが、薄く広く税負担を分担するという公平性が損なわれる結果となった。

しかし、行政サービスを受益している以上、担税力がないもしくは不十分だからといって税負担を免れるという

のでは、他の担税力を有する者に負担を押しつけることになるので、平等、公平の原則に反し財産権の侵害となる

場合もありうる。そもそも担税力の有無は経営に関して自己責任に帰する部分も大きいので、法人の存在そのもの

を脅かすことがないよう一定の配慮は必要であろうが、行政サービスという要素費用は担税力の有無に関わりなく
支払わなければならない性質のものである。

もっとも、法人事業税の外形標準化の根拠は、収益猫得のための事業活動を行うために必要な経費を分担すべき

であるとする負担と給付が直接結びついた応益課税の考え方によるものであるが、課税にあたっては、事業を行う

ことにより所得を得るであろう潜在的な事業の収益穫得能力を担税力として、各法人が事業活動規模に応じて公平

に税負担をすべきものである。したがって、事業活動規模が小さい法人は、それに見合った相応の税負担になるも

のと考えられるので、公平性および中立性を確保する観点から、原則として中小零細法人であることを理由に特別
扱いすべきではない。

また、同じ地方税である法人住民税と法人事業税の一一重課税と、課税標準を同じくする法人税（国税）と法人住

民税（地方税）との二重課税の解消の意味からも法人住民税を廃止して、課税標準には今後検討すべき点も多いが、

応能課税の理念と応益課税の理念および費用分任の原則がうまく調和した、今回導入される法人事業税の外形標準
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