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「父親の相続により会社の株式が分散してしまうのを防ぎたい」
「離婚にあたり、妻から会社の株式の財産分与を求められている」
「代表取締役である父親が認知症になってしまったのだが、どうしたらよ
いでしょうか」等々。
これらの相談は、一見、「相続」「離婚」「後見」といった家事事件の相談
のように見受けられます。しかし、異なる側面からみれば、親族経営の企業
の法務面での相談ともとらえることができます。
たとえば、株式が、相続により、経営に無関係の親族に分散してしまった
場合には、会社運営に必要な議決権の行使ができなくなるおそれもありま
す。経営している会社の株式が、離婚に伴う財産分与の対象になった場合に
は、株価の算定が問題となります。また、経営者が心身面で不調となった場
合には、会社経営がストップしてしまいます。
これらの家事紛争の処理にあたっては、親族・相続法のみならず、会社法
や税法・企業会計の分野の知識も必要となります。
クライアント企業が、経営危機に陥らないようにするため、弁護士・税理
士・司法書士としては、常に最新の法改正をキャッチアップし、適切なアド
バイスをする必要があります。
平成30年⚗月⚖日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が
成立しました。いわゆる相続法の改正が、順次施行されています。とりわけ
超高齢社会を迎えている昨今においては、相続紛争・後見事案の増加に伴
い、家事事件実務においても、日々キャッチアップしなければならない知識
も多く出てきます。
本書は、そのような家事紛争といわゆる中小企業法務（個人事業主の法務

も含む）について、それらが交錯する分野をピックアップし、企業法務およ
び家事事件の双方の事案処理の経験豊富な弁護士・税理士・司法書士が、法
務・税務・登記面それぞれの視点から、紛争予防の観点に重点をおき、解説
をするものです。
たとえば、相続事件の解決にあたっては、法務面での処理が終わっても、
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税務申告や登記という作業も残っています。弁護士にとっては、税理士・司
法書士が事案処理にあたり、注意を払っている事柄は何かを意識して読める
構成となっていますし、逆も、しかりです。
こういった家事紛争と中小企業法務に携わる専門家のみなさんに、紛争予
防・紛争処理実務において、事件処理に必須の横断的な知識をご提供した
く、本書を出版することになりました。多くの方々にご利用いただき、紛争
の予防に役立てていただければ幸いです。
最後に、本書の出版にあたり、格別の尽力をいただきました民事法研究会
の編集担当者の方々に感謝申し上げ、筆をおきたいと思います。
2019年12月

執筆者を代表して

弁護士 山 浦 美 紀
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Ⅰ 個人事業と法人成りのメリット・デメリット

総務省・経済産業省の統計である「平成28年経済センサス 活動調査結
果」によると、わが国には約386万の企業がある。そのうち法人が約188万企
業、個人事業が約198万企業で、法人が48.7％、個人事業が51.3％を占めて
いる。
起業しやすい個人事業と設立や維持に手間のかかる法人との割合が拮抗し
ているのは、事業近代化の要請から会社法および税法上において法人設立を
後押ししてきた面がある。
個人事業が株式会社などの法人組織になることを「法人成り」とよぶが、
法人成りには、以下に述べるようなメリットとデメリットとがある。

⚑ 法人成りのメリット

⑴ 経営上のメリット
❞ 信用力の向上

法人は個人事業に比べて「組織的」、「大規模」というイメージがあるが、
イメージのみならず、登記制度により本店所在地、目的、役員、資本金等の
重要情報が公示されることから取引相手からみた信用度は高くなる。
上場企業をはじめとする大手企業においては、与信の良し悪し以前に、

「個人事業主とはそもそも取引しない」という会社も少なくない。その意味
では法人成りすることにより取引拡大のチャンスは広がるといえる。

❟ 人材確保

若年人口が減少していくわが国においては、採用面で売り手市場の状態が
続いている。中小企業はネームバリューや福利厚生面で大手企業に分が悪い
ところがあり、個人事業であればその傾向はさらに強くなる。当然、個人事
業であるか法人であるかだけでは企業の実態は判断できないのであるが、応
募する側のイメージでは、事業の継続性や組織面において法人のほうに安心
感を覚えるようである。

❠ 個人との分別と融資
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個人事業の場合、家事費（事業に関係のないプライベートな出費）と事業経
費の区分があいまいで、いわゆる“丼勘定”になりがちである。区分があいま
いであると、事業として儲かっているかどうかの判断がしにくいが、法人成
りして財布を別にすることで、丼勘定からの脱却が可能となる。
また金融機関から融資を受ける際や、投資家から出資を受ける際にも、個
人事業と法人では違いがある。個人と法人を会計的に明確に区分することに
より、事業そのものの収支が明確になり、投資とその回収など資金の流れも
把握しやすくなる。その意味では、法人成りしているほうが、金融機関や投
資家としては資金を出しやすくなる。

❡ 発展・継続性

個人事業は個人の信用や営業力が事業のベースとなっているため、個人事
業主に相続が発生すると、預金凍結や免許の停止などにより事業継続が困難
になるケースがある。法人であれば、あくまで社長と法人とは別人格であ
り、社長を交代することで事業継続は可能である。
また、規模を拡大していくうえでも組織化は不可欠であり、個人事業より
法人のほうが属人性が低く組織化に適している。
⑵ 税務上のメリット
❞ 給与所得控除と所得分散

個人事業主が法人成りした場合には、社長や役員といえども給料をもらう
“サラリーマン”になる。サラリーマンには、「給与所得控除」とよばれる概
算経費があり、給料の額に応じて10％～40％の控除が認められる。個人事業
であれば、売上から経費を引いた利益に直接所得税がかかるが、同じ利益で
も役員報酬として受け取った場合には、給与所得控除の分だけ所得を圧縮で
きる。給与所得控除は〈図⚑―⚑〉に示す通り、最低で55万円、最高で195
万円が認められている（所税28条⚓項。年により異なるので留意されたい）。
また所得税の税率構造は⚕～45％の超過累進税率（〈図⚑―⚒〉参照）と
なっている。所得が大きいほど高い税率が適用されるため、同じ利益であれ
ば⚑人で受け取るより、複数で受け取ったほうが税率を低く抑えられる。そ
こで法人成りして家族を役員にすることにより、個人事業主として⚑人で受
け取っていた所得を分散することができる。

Ⅰ 個人事業と法人成りのメリット・デメリット
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個人事業においても家族への給料を支給することは可能であるが、要件は
法人より厳しい。生計一親族である場合は「専従者給与」として事前に税務
署へ、対象者や支給額を届ける必要があり、自由度は低い。なお、専従者給
与はその名の通り、個人事業に“専従”でかかわる必要があり、副業は認めら
れない（第⚗章Ⅰ⚑⑵参照）。
個人事業主が別生計親族へ支給する給与については、専従者給与にあたら
ないため、特に届出等の手続は不要であるが、同程度の仕事に従事する一般
従業員への支給額と比較して不自然に高額であれば経費として認められない
ことがある。
法人役員である家族への給与も不相当に高額であれば経費否認の対象には
なるが、そもそも委任契約であるため、労働との関連性は個人事業における
従業員ほど厳密に問われるわけではない。

❟ 個人と法人の税率の違い（〈図⚑―⚒〉）

❞で述べた通り、個人の所得税の税率構造は超過累進税率になっており、
所得が増えるほど適用税率が上がっていく。所得税は⚕～45％、住民税は
10％であるため、合わせて15～55％の税負担となる。さらに事業所得部分に
は事業税が通常⚕％かかる。
法人は資本金⚑億円未満の中小企業であれば、所得を基準に法人税が
23.2％、事業税が約⚗％かかり、法人税を基準に地方法人税が10.3％、住民
税が約⚗％かかる

⚑
。事業税が経費になることを考慮した実効税率は合計で約

33.6％となる。個人の超過累進税率とは異なり、税率が上がっていくことは
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〈図⚑―⚑〉 給与所得控除（令和⚒年以降）

給与等の収入金額 給与所得控除額

180万円以下 収入金額×40％－10万円(最低55万円)

180万円超 360万円以下 収入金額×30％＋⚘万円

360万円超 660万円以下 収入金額×20％＋44万円

660万円超 850万円以下 収入金額×10％＋110万円

850万円超 195万円（上限）



ないため、所得が大きいほど税率差による法人成りのメリットは大きくな
る。
法人税は固定税率が基本であるが、段階的な軽減もあり、法人税に関して
は所得800万円以下で15％、事業税は所得400万円以下で3.5％、400万円超
800万円以下で5.3％となる。
実際の数字にあてはめるとみると、1000万円の利益が出た場合、個人事業
では約295万円

⚒
の税負担となる。これに対し、利益1000万円のうち半分の500

万円を役員報酬にした場合は法人と個人とを合わせては約168万円の税負担
となる。❞の給与所得控除とこの税率の差により年間130万円近い節税効果
が出ていることになる。⚓⚔

役員報酬の設定の仕方や分散の度合いによりトータルの税負担も変わって
くるのであるが、個人事業で年間500万円の利益が法人成りを検討する目安

⚑ 税率については東京都に本社を置く所得800万円超の法人をモデルに簡便化している。
⚒ 所得控除は簡便化のため基礎控除のみで計算している。
⚓ 令和元年10月⚑日以後に開始する事業年度からの適用税率。
⚔ 法人・個人とも均等割があるが、少額であるため、税率の比較上考慮していない。
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〈図⚑―⚒〉 個人と法人の標準税率（復興特別所得税含む）

法人
3
（資本金⚑億円以下） 個人

法人税
15％（800万円以下の部分）
23.2％（800万円超の部分)

地方法人税 法人税×10.3％

所得税 ⚕・10・20・23・33・40・45％

住民税
4
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事業税
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といわれている。
税率に関しては、現行法でも法人が有利になるケースが多いが、諸外国よ
り高い法人税率は、国際競争力を高める観点から、今後さらに下がる可能性
があり、その場合には、税率面での法人成りのメリットは拡大することとな
る。

❠ 消費税の免税

消費税率の上昇に伴い、事業における消費税のウェイトが大きくなってい
る。消費税には事業規模に応じた免税点があり、基準期間（通常⚒年前）の
課税売上げが1000万円以下であれば免税となる（消税⚙条⚑項）。
法人成りした場合には、たとえ個人事業から実質的に継続していたとして
も別人格となるため、基準期間の課税売上げは⚐円となり、原則的には法人
設立後⚒年間は消費税の納税義務が免除される（Ⅱ⚒参照）。たとえば、売
上2200万円のサービス業であれば、年間100万円、⚒年間で200万円の消費税
負担が軽減される（簡易課税制度

⚕
を選択している場合）。

❡ 退職金制度と保険加入

個人事業主は労働者ではないため、退職金というものが存在しないが、中
小機構が運営する制度として、個人事業主向けに「小規模企業共済」という
積立制度があり、退職金の役割を担っている。ただし、積立額が原資という
制約があるため、たとえ貢献度が大きくても多額に支給することはできな
い
⚖
。
法人成りした場合には、法人として積み上げた利益の中から、貢献度に応
じて、税務上の適正額の範囲内で退職金を支給することができる。
税務上の適正額は一般的に下記の算式で計算される。

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率（2.0～3.0程度）

⚕ 消費税は、売上げとして受け取った消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を控除して
差額を国に納める税金である。ただし中小企業の事務的な負担を考慮して、売上げに一定率を
掛けて納付税額を計算する簡易な方法も認められている。
前者を原則課税制度、後者を簡易課税制度といい、簡易課税制度は基準期間の課税売上高が
5000万円以下である事業者が、事前に税務署に申請することにより選択が可能となる。
⚖ 掛金の月上限額である⚗万円を20年間かけて、65歳以降に給付を受けた場合には現在の運用
金利では、約1861万円の退職金となる。
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また、退職金準備のためや事業上のリスク回避のために法人として保険に
加入することも可能で、通常は保険料の⚒分の⚑ないしは全額が経費とな
る。
個人でも保険加入は可能であるが、あくまで死亡や病気、介護、年金など
個人的なニーズに応じて保障するものであり、事業上のリスクを軽減するも
のではない。また、所得税の計算上控除できる金額も最大年間12万円と小さ
く、経費として税金を軽減する効果はない。

❢ その他（欠損金、経費算入）

個人事業で赤字となった場合には、⚓年間の繰越しが可能で、翌年以後⚓
年間の黒字と相殺することができる。法人の場合は、その期間が10年間と個
人事業に比して長いため、大幅な赤字が出た場合でも相殺がしやすい。
また個人事業に比べると法人は経費になる幅が広い。個人事業では、経費
は収入と直接結びつくものしか認められないが、法人ではその活動のすべて
が利益を産むために行われる前提であるため、法人が支出したものは原則と
してそのまま経費になる。
たとえば自宅や自動車を家事用兼事業用として使っている場合、個人事業
であれば使用割合に応じて⚓分の⚑～⚒分の⚑が経費として認められる程度
で、すべてが経費になるわけではないが、法人であれば使用状況によるが、
原則的にはすべてが経費となる

⚗
。

⚒ 法人成りのデメリット

⑴ 税務上のデメリット
❞ 費用負担

株式会社の場合、設立手続に30～40万円の費用がかかり、役員の任期に応
じてその後も定期的に登記費用がかかる。
帳簿の精度も個人事業より向上させる必要があるため、ソフト購入費や経
理担当者の人件費、税理士費用などがかかり、事務的な負担も増加する。

❟ 税負担

⚗ 社宅の場合は家賃相当額を徴収する必要があるが、月額数万円程度で済むため、借上げ家賃
や建築費の大部分を経費に算入することができる。

Ⅰ 個人事業と法人成りのメリット・デメリット
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個人事業の場合、赤字だと税金はかからないが、法人は赤字であっても都
道府県と市町村に支払う均等割が少なくとも年間⚗万円発生する。
また交際費に関しても、個人事業の場合には特に制限はないが、法人の場
合には原則として経費（損金）にならない。ただし、資本金⚑億円以下の中
小企業等については年間800万円まで損金算入限度額がある（租特61条の⚔第
⚒項）。
⑵ その他のデメリット
個人事業の場合は、従業員が⚕人未満、または一定のサービス業等におい
ては社会保険の加入が任意であるが、法人の場合はたとえ社長⚑人の会社で
も強制加入となり、給料の約15％の会社負担が発生する。ただし社会保険加
入は福利厚生の充実につながり、人材募集面でのプラス効果もあることから
一概にデメリットとは言い切れない。
「法人成り」による経営面、税務面のメリット・デメリットを中心に個人
事業と法人の違いについて確認したが、どちらを選ぶかは起業時ではなく、
個人事業が拡大して税負担が増えてきた段階で、今後の拡大も見据えて検討
することが多い。節税の観点でいうと、近年では増加を続ける消費税負担か
ら法人成りを決断するケースも多くなっている。
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