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要旨 

 

本稿は財政学の側面から「企業課税の質」を分析したものである。わが国の企

業課税は、すべての法人企業に対して一律に法人税で課税を行っている。し

かし、このような課税制度では多種多様な企業の行動には対応しきれないた

め、法人税制と企業行動との間でミスマッチが生じている。本分析では、そのミ

スマッチの弊害として、企業による租税回避行動を取り上げた。租税回避の分

析は、今後の法人税改革を検討するうえで、企業行動に整合的な税制を再構

築し、租税政策の有効性を高めるためにも重要な意義を持つと考える。 
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Abstract  
 
The objective of this paper is to shed light on the possibility of using the 
directors' remuneration to cut down burden of corporate tax. It is thought that 
such tax evasion behaviors result from mismatching the corporate tax system to 
corporate behaviors. Consequently, the analysis of tax evasion, thus, has an 
important meaning to reconstruct the tax system to conform to corporate 
behaviors and to raise the validity of a tax policy in terms of reforming the 
current system. 
I analyze the relationship between the amount of corporate tax and the amount 
of directors' remuneration by using the financial data of unlisted corporations 
and listed corporations with the same asset size of corporations. The analysis 
demonstrates that there is a tendency to turn the taxable retained profit to the 
nontaxable directors' remuneration, and the result shows that the amount of 
directors' remuneration has a negative impact on the amount of corporate tax in 
unlisted corporations. The analysis supports the argument that unlisted 
corporations have a tendency to evade the corporate tax by way of directors' 
remuneration. 
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役員報酬と租税回避 

―株式公開企業と株式非公開企業の比較― 

                                川口 真一 

 

〔概要〕 

本稿の目的は、株式非公開企業が役員報酬を利用して法人税の租税回避を図っているこ

とを明らかにすることにある。このような企業の租税回避行動は、法人税制と企業行動の

ミスマッチから生じている。企業行動に整合的な税制を再構築し、租税政策の有効性を高

めるための法人税制を検討するうえでも、租税回避の分析は重要な意義を持つと考える。 

本研究では、同一規模の株式非公開企業と株式公開企業の財務データを用いて、法人税

額と役員報酬額の関連性を検討した。その結果、株式非公開企業では利益として課税の対

象となる内部留保を課税対象とはならない役員報酬にまわす傾向があり、さらに役員報酬

額は法人税額に対して負の変動要因になることが分かった。つまり、株式非公開企業は役

員報酬を利用して租税回避行動をとる可能性があることが実証的に支持されたのである。 

 

１，はじめに 

不況下のわが国において、欠損法人の問題や国際競争力の強化を目的とした法人税率の

引き下げによる法人税収の減少をどう解決していくかが課題となっている。主要国では、

企業間･産業間の税の中立性の確保および経済の活性化などの観点から、課税ベースを拡大

しつつ法人税率を引き下げるという税制改革が行われてきた。法人税の改革を検討する上

で、税率を下げる際に課税ベースの拡大も必要であるが、税制上の不備を是正し課税ベー

スの見直しを図ることも重要な課題である。 

仮に税制上の不備が存在すると、企業はそれ利用して税負担を軽減するような行動を取

ると考えられる。すべての企業は税負担を最小化するように行動するインセンティブを有

している。しかし、法人企業を大きく株式公開企業と株式非公開企業に分類すると、それ

ぞれの企業タイプによって税負担の軽減方法や利益の分配方法も異なると推測される。な

ぜなら、企業によって経営者と出資者の利害関係が異なるからである。 

株式公開企業の多くは経営と所有が分離していると考えられるため、経営者（役員）と

出資者の利害は必ずしも一致しない。このような企業では出資者が企業行動を監視してい

るので、法人税の負担を軽減するためとはいえ、出資者の利益に反するような利益分配は
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できない。それに対して、経営者（役員）と出資者の利害が一致しているか、もしくは近

いと考えられる株式非公開企業では、税負担の軽減を図るため利益の分配方法を操作する

ことが容易である。よって、利益を法人税の対象とはならない方法によって分配し、企業

の税負担を軽減する可能性がある。その一般的な分配方法として役員報酬が考えられる。

1

そこで本稿では、株式非公開企業が役員報酬を利用して租税回避行動を行っていること

を明らかにする。このような税負担の軽減は、法人税制の不備を利用したものであり、法

人税の租税回避として捉えることができる。また従来の新古典派の分析では、企業を資本

規模や組織形態に関係なくモデル化し同質の物として扱ってきたが、株式公開・非公開の

有無や個人類似の零細企業から資本金 100 億円以上の巨大企業といった様々な企業の税制

に対する反応は必ずしも同一ではない。本稿では、この点を考慮してより企業の実体に則

した分析を行うため、法人企業を株式公開と株式非公開の２つのタイプの分類し、その財

務データを用いて両企業の租税回避行動について検証を試みることにした。 

 

２，法人税の租税回避 

２－１ 企業行動と租税回避 

まず租税回避に対する税法と経済学の定義の違いについて述べよう。税法上の租税回避

とは、「私法上の選択可能性を利用し，私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がな

いのに、通常用いられない法形式に対応する課税用件の充足を免れ、よって税負担を減少

させあるいは排除すること」2と定義されている。それに対して、本稿では経済学的な租税

回避を「法的には違法ではないが本来課税されるべき所得を適正に計上せず、租税の抜け

穴を使って税負担の軽減を図るような行動」と定義する。企業は合法的にも非合法的にも、

できる限り税負担を軽減するように行動するであろう。しかし、それらの行動のうち一般

的には合法的なものは「節税」と呼ばれ罰則の規定がないのに対して、非合法的な「脱税」

は税務調査により発覚した場合、何らかのペナルティを受ける。 

古川靖洋（1992）3では、企業の節税・租税回避・脱税に焦点を当て、これらの行動と企

業の倫理的価値判断についての関係を考察している。これによれば、世間一般的には節税

対策として様々な方法が取り上げられているが、厳密な意味での節税とはあくまでも税法

                                                  
1   本稿では海外での抜け道は考慮しない。 
2
 金子宏『租税法』第8版 弘文堂，2002年。  
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上ではっきりと規定されたものであり、節税と呼ばれるもののほとんどが租税回避の領域

に分類させるとしている。ここでは、租税回避とは税負担の軽減をはかるために合法では

あるが、異常な法形式を選択するものであり、倫理的にも勧められない行為であると述べ

られている。つまり、租税回避とは節税と脱税の中間に位置するものであり、違法ではな

いが制度上の抜け穴や税務執行上の不備を税負担軽減のために利用するような企業行動で

あると考えられる。 

わが国における法人税の租税回避に関する問題は、主に租税法や税務会計学の分野で数

多く議論されてきた。しかし、「租税回避」の問題は必ずしも税法上における合法か違法か

という議論、あるいは個々の企業内における会計処理の問題に限定されるものではない。

なぜなら、「租税回避」とは税制が与える企業行動の歪みであり、それは企業間における税

負担の不公平性や、より税負担の少ない産業や企業規模・企業形態への資源配分の偏りを

もたらすからである。それにもかかわらず、経済学の分野での議論は必ずしも十分ではな

く、また理論的・制度的な分析はあっても実証研究はほとんど行われていない。先行研究

としてあげられる西野万理(1998) 4では、わが国の法人税制における抜け穴がいかに課税ベ

ースを侵食し、租税回避を生じさせるかについて理論・制度の両面から考察している。そ

こでは企業だけでなく個人の租税回避モデルも取り上げた上で、それが企業行動分析への

多くの示唆を含み企業を対象とする分析に応用できるとしている。また企業は合法的にも

非合法的にも税負担の最小化をはかるように行動するが、非合法的なものは税率･ペナルテ

ィ税率の高さ、税務調査の頻度や真実の発覚率に左右され、合法的なものは税制の不備や

優遇措置などから生じる税制上の抜け穴の存在により生じると指摘している。そのため、

非合法的な租税回避に対しては、これに対する厳しい罰則規定やペナルティ税率の引き上

げなどの対応策が効果的であり、合法的な租税回避に対してはその抜け穴を塞ぐような税

制上の慎重な整備や特別優遇措置の廃止が必要であると述べている。 

さらに西野万理(1998) 5では、税制上の抜け穴を利用した課税ベースの浸食は、本来費用

に該当しないはずの所得を費用化する傾向が強いとして、主に損金に焦点を当て分析を行

っている。具体的な項目として、役員の報酬・賞与･退職金･寄付金・交際費等を取り上げ、

取り扱いしだいで政府が予想しなかった租税回避の抜け穴に転換する可能性を示している。

                                                                                                                                                            
3   古川靖洋「租税回避と企業の倫理的価値判断」『三田商学研究』34巻6号，1992年2月。 
4  西野万理「租税回避の経済理論―タックス・アヴォイダンスとイヴェイジョン―」『法人税の経済分
析』東洋経済新報社，1998年。  

 3



そして、わが国の法人税制の抜け穴は、隠れた租税回避を許し、企業間･産業間の実効税率

の格差を生み出し、税負担の公平と資源の効率的な配分を阻害していると結論づけている。 

以上のようにわが国における法人税の租税回避を理論的･制度的に分析した研究はある

が、個票データ（財務データ）を用いた実証的研究は全く行われていない。そこで、本稿

では一般的に税負担の軽減に利用されやすいと考えられる役員報酬を取り上げ、それが株

式公開企業よりも株式非公開企業において法人税の租税回避に利用されている可能性を検

証していく。また租税回避の分析は、課税ベースの適正化を図り、租税政策の有効性を高

めるためにも重要な意義を持つと考えられる。次節では、まず政府が企業の租税回避行動

を「課税ベースの適正化」という視点からどのように捉えているかをみていく。 

 

２－２ 課税ベースの適正化 

課税ベースの適正化とは、税制がもたらしているとされる課税ベースの浸食を是正する

ため、税制上の抜け穴をふさぐことであると考えられる。平成８年政府税制調査会の「法

人課税小委員会報告」では法人税のあり方について課税ベースの問題を中心に専門的･技術

的な検討が行われた。この報告では、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるとの方向

に沿って思い切った法人課税の見直しを提案している。課税ベースの見直しに対する要請

として、まず経済社会構造の改革の必要性が指摘される中で、法人課税についても、企業

間･産業間に中立的で経済活動に対する歪みができる限り最小化することの重要性があげ

られている。さらに近年、企業行動や行政の透明性の確保、納税者の視点に立った行政の

重要性などがこれまで以上に要請されており、税負担の公平･公正や税制の透明性･明確性

を求める声が一段と強くなってきていることを指摘している。 

また、法人課税見直しの意義の１つとして「わが国の法人税の申告状況をみると、全法

人の過半数が赤字申告法人となっている。赤字申告法人の中には、現行の課税所得計算の

ルールが柔軟過ぎたり、企業経営者による私的経費の法人経費化が行われたりする結果、

赤字となっているものも含まれる。こうした点についても、課税ベースの見直しによって、

相応の改善が図られるものと考える。」と述べられており、課税ベースに関する個別的検討

として様々な項目が取り上げられている。このような課税ベースの適正化の試みが行われ

ていく中で、企業の恣意的な利益操作による租税回避の効果を小さくすることができる。

                                                                                                                                                            
5  西野万理「わが国税制のループホールと租税回避効果」『法人税の経済分析』東洋経済新報社，1998
年。  
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つまり、こうした恣意性の排除は租税回避を防止し、適正な課税を行うことを可能にする。

さらに、利益操作が行われなくなれば正確な企業利益が計上され、それを指標として資金

を提供する出資者や金融機関も正確な判断が可能となる。その結果、資本市場が効率的に

働き、企業の資金調達が円滑化することから、経済全体の最適な資源配分も達成されると

考えられるのである。 

法人税の課税ベースは企業会計原則に基づいて計算された利益に対して、税法上の益金

から損金を控除したもので算定される。税法上の規定では益金から損金を控除した額を所

得と定めるだけで、具体的に何が益金で何が損金かは必ずしも明確には規定していない。

そのため企業の裁量の余地も多く、租税回避に利用されやすいのが現状である。企業は益

金を過小表示し損金を過大表示することで、本来課税されるべき法人所得を減少させ租税

回避を図ることが可能となる。ところが、税法では損金に対しては制限を加えているもの

が多く、租税回避防止のための規定が数多く存在する。これは損金の部分が特に租税回避

に利用される可能性が高いということを意味している。したがって、課税ベースの適正化

を図るためには損金がいかに法人税の課税ベースを侵食しているのかを詳しくみていく必

要がある。 

 

２－３ 税法上の損金とは 

税法上の損金とは、費用としてみなされ課税ベースから控除されるものである。損金と

して認められる用件については、「法人税法は原価としての性格」、「費用としての性格」、

「損失としての性格」を持ち、かつ債務確定済みであることを規定している。しかし、こ

の要件を満たしている場合でも費用としての性格の中には不当に課税ベースを侵食する可

能性があるため、租税回避を防ぐために特定の費用項目に対する損金不算入の規定が存在

する。控除項目の制限の対象となっているのは、交際費・寄付金・役員報酬・退職金など

である。これらは租税回避のために無制限に費用化される余地があるため、規定を満たさ

ない部分に対しては損金算入が認められない。以下では、これら損金不算入の規定のある

費用項目について詳しく説明していく。 

まず交際費とは、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などに対する接待、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と規定されている。資本金 5,000 万円以下の企業に関しては定額

控除限度額 400 万円まで支出した金額の 20％、また限度額を上回る金額については損金算
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入が認められない。資本金 5,000 万円超の企業に関しては交際費の全額が損金不算入とさ

れている。 

交際費課税制度については、交際費は企業の経済活動において必要な側面も有している

といった意見もあり、景気情勢に配慮し課税の緩和を図るべきではないかといった議論が

ある。しかし、交際費を全額経費として認めた場合にその支出の乱用を助長することにな

り、さらに公正・透明な取引を阻害する可能性もある。つまり、無制限に交際費を損金と

して認めると、企業の租税回避をもたらす誘因になると推測されるのである。したがって、

税制がこうした問題を引き起こす誘因とならないように、交際費の損金算入に対して制限

を設けるのは理論的には妥当といえる。また現行の資本金 5,000 万円以下の中小企業に対

する定額控除制度についても、経営者が私的な交際費を企業の経費として利用したり、定

額税額控除を利用するために会社分割が行われているとの指摘もある。そのため、限度額

内の支出に対しても損金算入できる割合についてさらなる議論が必要であると考えられる。 

次に寄付金とは、企業が特定の文化的、教育的、福祉的目的に賛同して無償で金銭や資

産を提供するものであり、一定の限度内で損金に算入され限度額を超える金額については

損金不算入とすると規定されている。この規定の趣旨とは、企業が活動をするうえで経費

として必要と認められる寄付金は限度額内については損金に算入するが、それを超える金

額はいわば企業の恣意的なものであるため必要経費として認めず損金算入できないという

ものである。これは、寄付金を利用した租税回避の防止を図ったものであると理解するこ

とができる。また、特定の公益増進法人に対する寄付金については一般寄付金と同じ条件

の損金算入限度額を別枠で適用される。そのほか、国や地方公共団体、その他一定の公益

団体に対する指定寄付金については全額を費用化することができ、損金に算入される。 

しかし、寄付金ついては本来経費性がないことから、原則としてこれを損金の額に算入

せず、公益的な活動を支援するとの政策的な観点から特定の寄付金についてのみ損金の額

に算入するように改めるべきではないかとの指摘がある。この指摘に対して「法人課税小

委員会報告」では、寄付金は直接的な対価を伴わない支出であって多分に利益の処分とし

ての性格が濃いものであるが、企業の支出する寄付金の中には事業関連性を否定しきれな

い寄付金も少なくないとしている。また、現行制度が一般の寄付金について、一定の限度

を設けその範囲内で損金の額に算入しているのは、事業関連性の判定の困難さも考慮し、

税実務上の要請に応えることとしたためであると述べている。しかし、寄付金に一部経費

的な性格のある支出が含まれているとしても、一定の限度内であればその全額を損金の中
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に算入する現行の取り扱いは寄付金の本来的な性格、法人の交際費支出に対する課税との

バランスからみても適当ではない。したがって、寄付金についても交際費と同様にさらな

る検討が必要であると考えられる。 

最後に、役員への過大な報酬･退職金に対しては、法人税が課税された後の利益処分から

分配されるべきものとして損金への算入は認められない。つまり、不相当に高額な部分に

ついて税法上費用とは認めず損金不算入とされるのである。役員の退職時に支払われる退

職金については、税法では役員報酬の後払いとしての性格を持つとされており、役員報酬

と同様に過大な部分の金額に対しては損金不算入とされている。しかし、交際費･寄付金に

比べて役員報酬・退職金の不損金算入の規定はあいまいな部分が残る。「不相当」と判断さ

れる金額についてははっきりした基準があるわけではなく、毎月定期的に支払われる役員

報酬についてはどこまでが適正な金額かを判断するのは困難である。また同じ役員に利益

を分配するにしても、役員報酬とするか役員賞与とするかでは税負担に違いが生じる。そ

こで、役員報酬と役員賞与の税法上における取り扱いの違いについて次節でさらに考察し

てみる。 

 

２－４ 役員報酬と役員賞与 

役員報酬とは役員の労務に対する対価である。商法上の規定によって、その支給される

額が定められていない場合には株主総会の決議によって報酬額が定められることとされて

いる。税法上では、これによって決定された役員報酬の金額が適正であるとみさなれる限

り、損金に算入され課税ベースから控除される。他方、役員賞与は商法上、利益処分によ

るものであり本来は株主の利益を役員に分配するものであると位置付けられる。税法もこ

の考えに基づき役員賞与は利益処分からの分配であるとみなされて損金には算入されない。 

つまり、基本的に役員報酬とは企業にとって必要な経費であり、企業会計上も費用とし

て処理されることになる。6しかし、税法においては特に同族会社7に関して過大な報酬が

支払われるということもありうるとして、役員が不相当に高額な報酬を受け取る場合には、

その不相当に高額な部分は損金には算入しないものとしている。この規定は同族会社だけ

に適用されるものではないが、非同族会社については株主総会・取締役会において内部統

                                                  
6  この点は監査役の報酬についても同様である。  
7  税法上の同族会社とは、出資者等の３人以下及びこれらの同族関係者（個人及び法人）が有する株式
の総数又は出資金額の合計額が、その法人の発行済株式の総数又は出資金額の50%以上に相当する法人で

ある。 
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制が働きやすいことから、一般的には否認される例はほとんど見当たらない。これに対し

て同族会社では経営者自身が株主であることが多く、株主総会において役員報酬の額をあ

る程度自由に決定できるのである。 

ここで問題となるのは、役員の報酬については客観的な基準を算定するのは非常に困難

であるということである。不相当に高額な部分であるとみなされる金額は損金の対象とは

ならないとしているが、「不相当」という基準自体があいまいである。特に経営者（役員）

と出資者の利害が近い場合には、支払配当や役員賞与として利益を分配するよりは、役員

報酬として費用化したほうが税制上有利となる。そのため、否認されるぎりぎりまで役員

報酬を過大にすることで、課税所得を減らし法人税を逃れるということは十分に考えられ

る。また法人税と所得税の税率差を考慮すると、法人税課税後の利益処分から配当や役員

賞与として分配、あるいは内部留保するよりは役員報酬として分配する方が有利となる場

合がある。第３章では、このような役員報酬を利用した税負担の軽減を企業の租税回避行

動としてみなし検証を行っていく。 

 

３，役員報酬を利用した租税回避行動の検証 

３－１ 仮説の提示  

本稿では、企業による租税回避行動を検証するにあたり、同一規模の法人企業を株式公

開企業と株式非公開企業とに分けて分析を行う。そこで、両者を以下のように定義する。

まず株式公開企業とは、所有と経営が分離している法人で、利益が個人（役員・出資者）

に分配されたときの税負担は考慮しないような企業である。一方、株式非公開企業は、所

有と経営が完全には分離されていない法人で、法人と個人の両段階の税負担に関心を持っ

ており、利益が個人（役員・出資者）に分配されたときの税負担も考慮するような企業で

ある。 

上記のような定義の下で、株式非公開企業は法人自体の税負担と出資者や役員に対する

税負担の合計額を最小とするように行動する。この場合、法人税率と所得税率の差を利用

することにより、税負担の軽減が可能であるならば、本来は利益として計上すべき所得を

役員報酬として分配することは合理的であると考えられる。その反面、株式公開企業の場

合は必ずしも役員と出資者の利益は一致しない。そのため、もし出資者が企業行動を監視

しているならば、株式非公開企業のように本来は利益として計上し、出資者への利益分配

とするべき所得を役員報酬として費用化することはできない。なぜなら、役員に対する過
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剰な利益分配は出資者の利益に反するからである。そのため、役員報酬を利用した租税回

避行動は行われにくいと考えられる。 

 

法人税額＝｛税引き前当期利益＋税法上の収益（益金）－税法上の費用（損金）｝×法人

税率 ･･･（１） 

 

（１）式は法人税の基本的な算定式である。まず企業は売上高から売上原価などの企業

会計上の費用を差し引いたものを税引き前当期利益として計上する。その税引き前当期利

益に対して税法上の益金をプラスし、損金をマイナスした金額が課税ベースとなる。この

とき役員報酬は「販売費および一般管理費」という費用項目に計上され、法人税の課税所

得の対象とはならない。それに対して支払配当と役員賞与は法人税課税後の利益処分から

出資者や役員に分配される。また最終的に残った利益は企業の内部留保となる。このとき、

もし役員に分配したときにかかる所得の限界税率が法人税率よりも低ければ、企業の利益

を内部留保するよりは役員報酬として分配した方が税負担は小さくなる。この場合、役員

に対して役員賞与よりも役員報酬として利益を分配した方が税制上有利となる。そこで、

株式非公開企業による租税回避行動を検証するにあたり以下の仮定をおくことにした。 

① 役員と出資者の利害は一致しているため、法人税額を下げるために本来は利益と  

して計上するべき所得を役員報酬として分配（費用化）することが可能である。8

② 企業側が利益とみなして分配できる所得は、役員報酬と役員賞与・支払配当･内部留保

の合計額である。 

税引き前当期利益＝売上高－売上原価－その他の費用（役員報酬等） 

＝法人税等＋役員賞与＋支払配当＋内部留保 

企業が分配できる利益＝役員報酬＋税引き前当期利益－法人税等 

＝役員報酬＋役員賞与＋支払配当＋内部留保 ･･･（２） 

③ 役員に配当や役員賞与として分配した時にかかる個人所得の限界税率の方が法人税率

よりも常に小さい。9 

 

                                                  
8   役員と出資者は同じ利害関係者グループであると想定している。 
9  法人税の実効税率は40.87%である。この値は法人事業税が損金算入されることを調整したうえで、法
人税・法人住民税・法人事業税の税率を合計して求めたものである。また所得税率は地方税を含めた場

合、15%から50%の累進税率となる。 
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３－２ データと分析モデル 

分析で用いるデータは「日本経済新聞社総合経済データバンクＮＥＥＤＳ」の株式公開

企業･株式非公開企業の企業財務本決算データ 2001 年度版クロスセクション･データであ

る。このデータベースはわが国の法人企業を対象として、有価証券報告書をもとにして貸

借対照表・損益計算書･利益処分計算書・財務指標データ等に分類されており、多くの項

目のデータが掲載されている。また財務指標データとしては付加価値分析の指標を用いた。

本報告では掲載されている株式公開企業（上場企業）2,512 社・株式非公開企業（非上場

企業・有価証券報告書提出会社）977 社のうち両グループ共に資本金１億円以上 20 億以下

の法人企業を対象とした。10それらに該当する企業は株式公開企業 691 社・株式非公開企

業 655 社である。これらの企業の数値データ･指標をもとにして、企業の租税回避行動を

検証した。 

表１ 分析で使用するデータ 

掲載個所 科目 

財務指標データ11

（付加価値分析） 

法人税等 

株主配当金 

役員賞与 

その他（内部留保） 

損益計算書 税引前当期利益 

販売費および一般管理費 役員報酬･賞与 

（出所）「日本経済新聞社総合経済データバンクＮＥＥＤＳ」企業財務本決算データ 

2001 年度版より作成。 

 

上述の（１）式と（２）式に対応するモデルを設定する。 

 

Ｔ＝ａ１＋ｂ１Ｈ＋ｃ１Ｐ＋ε１ ･･･（１）’ 

Ｔ：法人税額等（法人税・法人事業税・法人住民税）  

ａ１：定数項 Ｈ：役員報酬額 Ｐ：税引き前当期利益 ε１：誤差項 

 

Ｈ＝ａ２＋ｂ２Ｓ＋ｃ２Ｄ＋ｄ２Ｒ＋ε２ ･･･（２）’ 

                                                  
10  データの制約上、資本金１億円以上の企業を対象とした。また同一規模の企業を比較するため、抽
出する企業数のバランスを考慮し資本金１億から２０億円までの企業を対象とした。  
11
 財務指標データ（付加価値分析） 

付加価値額＝人件費･労務費＋賃借料＋租税公課＋減価償却費＋支払特許料＋純金利負担＋ 

利払い後事業収益 

利払い後事業収益＝法人税等＋株主配当金（支払配当）＋役員賞与＋その他（内部留保） 
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Ｈ：役員報酬額 ａ２：定数項 Ｓ：役員賞与 Ｄ：支払配当  

Ｒ：内部留保 ε２：誤差項 

 

 まず（１）’式は、役員報酬が法人税の租税回避に関与しているかどうかを検証するもの

である。ここでは被説明変数を法人税額（Ｔ）とし、説明変数には役員報酬額（Ｈ）と税

引き前当期利益（Ｐ）を取り上げた。特に役員報酬額はこの実証分析において重要な説明

変数となっている。なぜなら、役員報酬が租税回避に利用されるのであれば、役員報酬は

法人税に対して負の変動要因になるからである。また企業が分配できる税引き前当期利益

（Ｐ）の大きさは実際の課税所得に近いため法人税額に対して影響を与えるはずである。 

（２）’式は、利益の分配が役員報酬に流れているかどうかを分析するものである。こ

こでは被説明変数を役員報酬額（Ｈ）とし、説明変数には役員賞与（Ｓ）・支払配当（Ｄ）・

内部留保（Ｒ）を取り上げた。役員賞与・支払配当・内部留保は税引後利益からの分配額

である。企業が役員報酬も含めて利益をある程度自由に分配できるならば、支払配当･役員

賞与・内部留保とのバランスを考慮しながら、役員報酬の額を決定するはずである。 

ここで、パラメータの意味と期待される結果について言及する。（１）’式におけるｂ１

の値が正である場合は、役員報酬額の増加とともに法人税額も増加する。つまり、役員報

酬の増加にともない税引前の課税所得、つまり税法上の利益も増加することを意味する。

逆にこのパラメータが負である場合、役員報酬の増加に伴い課税所得が減少しそれに応じ

て法人税額も減少することを示す。したがって、このパラメータは株式非公開企業では負

の値、株式公開企業では正の値であるか、もしくは有意でないことが期待される。またｃ

１の値が正である場合、税引き前当期利益が増加すると法人税額も増加することを意味す

る。当然、株式公開企業・株式非公開企業共にパラメータの値は正であることが期待され

る。 

最後に（２）’式におけるｂ２，ｃ２，ｄ２のパラメータは利益の分配が役員報酬額に与

える影響を示すものである。もし、３つのパレメータのうちどれか１つが負の値を示す場

合には、本来は利益として計上されるはずの所得が、役員報酬として分配された可能性を

示すことになる。したがって、株式公開企業の場合は３つのパラメータがすべて正であり、

株式非公開企業の場合には少なくともどれか１つのパラメータが負であることが期待され

る。 
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３－３ 推定結果 

最小二乗法（ＯＬＳ）によって推計された結果は表２，表３の通りである。推定に際し

て、クロスセクションデータを用いた分析では不均一分散が問題となる。本推定では White 

test を行った結果、分散の不均一性は認められなかった。 

 

表２ 株式公開企業に関する推定結果 

［（１）’式］ 

説明変数 非標準化係数 ｔ値 Ｐ値 

Ｈ（役員報酬） 0.289 2.438 0.015 ** 

Ｐ（税引き前当期利益） 0.326 39.251 0.000 *** 

自由度修正済みＲ２ 0.740 

Ｆ値（有意確率） 

ＤＷ 

958.297(0.000) 

1.896 

被説明変数：法人税等 ＊＊＊･･･有意水準１％で有意 ＊＊･･･有意水準５％で有意 

 

［（２）’式］ 

説明変数 非標準化係数 ｔ値 Ｐ値 

Ｓ（役員賞与） 0.818 4.452 0.000  *** 

Ｄ（支払配当） 0.102 4.240 0.000  *** 

Ｒ（内部留保） 0.02107 6.092 0.000  *** 

自由度修正済みＲ２ 0.197 

Ｆ値（有意確率） 

ＤＷ 

57.625(0.000) 

1.918 

被説明変数：役員報酬  ＊＊＊･･･有意水準１％で有意 

 

 

 

表３ 株式非公開企業に関する推定結果 

［（１）’式］ 

説明変数 非標準化係数 ｔ値 Ｐ値 

Ｈ（役員報酬） -0.435 -2.052 0.041 ** 

Ｐ（税引き前当期利益） 0.464 52.051 0.000  *** 

自由度修正済みＲ２ 0.816 

Ｆ値（有意確率） 

ＤＷ 

1,369.422(0.000) 

1.833 

被説明変数：法人税等 ＊＊＊･･･有意水準１％で有意 ＊＊･･･有意水準５％で有意 
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［（２）’式］ 

説明変数 非標準化係数 ｔ値 Ｐ値 

Ｓ（役員賞与） 1.114 5.101 0.000  *** 

Ｄ（支払配当） 0.352 6.567 0.000  *** 

Ｒ（内部留保） -0.006421 -2.581 0.010  *** 

自由度修正済みＲ２ 0.173 

Ｆ値（有意確率） 

ＤＷ 

47.079(0.000) 

2.070 

被説明変数：役員報酬 ＊＊＊･･･有意水準１％で有意 

 

法人税額を被説明変数とおいた（１）’式における両企業の決定係数は比較的高い値を示

しており（0.740，0.816）、モデルの妥当性を測るＦ値は統計的に有意である。また、すべ

てのパラメータが有意となっており，法人税額に影響を与えている。次に、役員報酬額を

被説明変数とおいた（２）’式における両企業の決定係数の値はやや低いものの（0.197，

0.173）、モデルの妥当性を測るＦ値は統計的に有意である。また、すべての説明変数のパ

ラメータが有意となっており，役員報酬額に影響を与えているのが分かる。 

表２・３におけるそれぞれのパラメータの値は、期待されたとおりの結果である。まず

（１）’式の役員報酬額が法人税額に与える影響をみていく。株式公開企業では役員報酬の

パラメータは正の値（0.289）を示しており、法人税額に対して正の変動要因となっている。

それに対して株式非公開企業では役員報酬のパラメータは負の値(-0.435)を示しており、

役員報酬額は法人税額に対して負の変動要因となることが分かった。これら両企業の差は、

株式非公開企業において法人税の軽減に役員報酬が利用されている可能性を示すものであ

る。 

次に支払配当・役員賞与・内部留保が役員報酬に与える影響をみていくと、株式公開企

業のケースでは３つのパラメータの値がすべて正であるのに対し、株式非公開企業のケー

スでは内部留保のパラメータが負の値(-0.006421)を示している。これは株式非公開企業の

場合、利益を内部留保するよりは役員報酬として分配する傾向があることを意味する。１

つの理由としては、同族企業に対する留保金課税12があげられる。13現行税制では、同族

                                                  
12
 同族企業の留保金課税 

各事業年度の留保所得から、①資本金の25％相当額からその事業年度末の利益積立金額を控 

除した金額、②所得などの金額の35%相当額、③年1500万円のうち最も多い金額を控除した金額に対し

て、次の税率で課税される。 ｛年3000万円以下 10%，年3000万円超 15%，年１億円超 20%｝ 
13
 中小企業の支援政策の一環として平成１２年度の税制改革では、創業１０年以内の中小企業、一定

のベンチャー企業に対して２年間留保金課税が停止された。また平成１４年度の税制改革において資本

金１億円以下の同族会社について２年間の措置として５％に相当する金額が軽減されることになった。

さらに創業１０年以内の中小企業、一定のベンチャー企業に対する留保金課税の停止措置が延長され、
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企業に限り税法に定められた一定額を超える内部留保に対して累進税率による課税が行わ

れているため、同族企業は利益をなるべく内部留保しない方が税制上有利となる。本分析

では、株式非公開企業は株式公開企業に比較して同族企業の割合が高いと推測されること

から、このような推定結果が得られたものと考えられる。さらに、役員賞与のパラメータ

をみてみると、株式公開企業の値(0.818)は 1 より小さく、株式非公開企業の値(1.114)は

1 より大きいことが分かる。この結果は、株式非公開企業においては役員に対する利益分

配が役員賞与よりも役員報酬で行われていることを示すものである。 

以上のことから、株式非公開企業の場合、役員報酬額は法人税額に対して負の変動要因

となり、さらに利益は役員賞与・内部留保よりも役員報酬として分配される傾向があるこ

とが分かった。これら結果は、株式非公開企業は株式公開企業に比べて、利益を役員報酬

として分配することで法人税の負担を軽減する可能性（法人税の租税回避）があることを

実証的に支持するものである。 

 

４，おわりに－政策的インプリケーション 

本稿では、同一規模の株式非公開企業と株式公開企業の財務データを用いて検証を行っ

た結果、株式非公開企業は役員報酬を利用して法人税の租税回避を行う可能性があること

が明らかとなった。特に法人税の課税対象となる内部留保を減らし、その対象とはならな

い役員報酬にまわすという結果が得られた。この結果は株式非公開企業の多くが同族会社

であるため、留保金課税を逃れるために内部留保を減らすというインセンティブが働いた

ものと考えられる。しかし、同じ株式非公開企業間においても役員報酬を利用して税負担

の軽減を図れるかどうかの差が生じる。なぜなら、企業ごとに役員数や役員と出資者との

利害関係も異なるため、どれだけ利益を役員報酬に流せるかは個々の企業によって異なる

と推測されるからである。その結果、株式非公開の企業間における課税の中立性は達成さ

れない。 

わが国の企業課税は税法上、資本金１億円を基準として大企業・中小企業をある程度区

別して課税を行ってきた。しかし、本分析で明らかになったように資本金がほぼ同一規模

であっても株式公開企業と株式非公開企業では企業行動が異なるのである。14これは、同

                                                                                                                                                            
前年度の試験研究費および開発費の合計額の対売上高比率が３％超の中小企業等も新たに留保金課税

の停止の対象に追加された。  
14  この結果は従来のモデル分析が規模や形態に関係なく企業を同質のものとして分析してきたことへ
の限界性を示すものでもある。 
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じ資本金の企業を対象としても株式公開企業と株式非公開企業とでは法人税の影響が異な

ることを意味する。このような法人税制と企業行動のミスマッチを是正するための措置と

して、株式の流動性を基準とした法人企業の区分税制が提案できる。例えば株式公開企業

には従来どおりの法人税を課し、株式非公開企業に対してはパートナーシップ型の課税（パ

ス･スルー課税）を行うというものである。パートナーシップ型課税とは法人段階では企業

利益に課税せず、その利益を出資者にパス･スルーして個人段階で所得課税するものである。

株式非公開企業に対して、パートナーップ課税が可能となるのは出資者が比較的安定して

いるため、出資者を特定しやすく行政上の実行可能性が高いと考えられるからである。仮

に、株式非公開企業に対してパートナーシップ型課税が実施されれば、企業の利益はすべ

て個人の所得税として課税されるため、役員報酬を利用した租税回避行動のインセンティ

ブも小さくなり、株式非公開企業間における税の中立性にも資すると考えられる。 

最後に実証分析に残されている問題点について指摘しておきたい。本稿の実証分析では、

法人税額に影響を与える変数として税引き前当期利益と役員報酬のみを取り上げた。しか

し、法人税額は税引き前当期利益に益金をプラスし損金をマイナスしたものから導かれ、

その中でも特に損金項目は租税回避に利用されやすいと考えられる。具体的には交際費･

寄付金・役員への退職金や引当金・租税特別措置による各種の準備金などの項目がそれに

該当する。より精緻な実証分析を行うためには、これらの項目も説明変数として取り上げ

るべきであるが、データ入手の制約から本分析ではそれらの項目は用いなかった。したが

って、本稿は株式非公開企業が税制上の抜け穴を利用して行う租税回避の１つを明らかに

したにすぎない。企業間･産業間における税の中立性を確保するうえでも、企業行動に歪み

を与える税の抜け穴や租税特別措置についてさらなる分析が必要であるが、それは今後の

課題としたい。 
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