～使途の説明ができない支出はどうなるのか～

御社には、使途について説明
ができないような支出がありま
すか。また、代表者を単なる名
義人とした貸付金や仮払金はあ
りますか？
もともと法人は、自らの事業
の経営状況について、当局だけ
ではなく広く公に対して公表
（決算公告）する義務を負って
いますので、本来、支出の内容
が不明瞭なものなどはあっては
ならないものです。しかし、そ
れでも内容が明らかでない支出
や明らかにしたくない支出先や
目的がある場合、税法はこれら
の支出に対して追加の課税を行
う手だてを講じています。それ
が、使途不明金や使途秘匿金に
対する課税です。

使途不明金は
目的が分からない

【図表１】使途不明金のイメージ

●今回の先生／
税理士の天野俊裕氏
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支出

支払先

記帳

② 使途秘匿金の場合
① 使途不明金の場合

目的

（100）

500×20％

仮装・隠ぺい等

（１）の35％

（52）

（４）

源泉所得税

認定賞与

500×20％

（100）

認定役与

重加算税

仮装・隠ぺい等（１）+（２）の35％ （122）

（３）

金額
算
計
拠

ば、相手方の氏名等を帳簿書類
に記載していないものとされる
ため、使途秘匿金とされます。
もうひとつは、使途秘匿金と
して ％の課税を受ければ、支
出の内容については秘匿し続け
る権利があるのかどうかという
点です。この課税の特例の趣旨
は、あくまでも不正につながる
恐れのある取引に対する制裁で
あり、使途秘匿金を支出した側
が使途を秘匿する相手先に代
わって税を負担するための制度
ではないため、仮にその制裁課
税を受け入れたとしても、その
支出についての課税庁による質
問や検査が無くなるわけではあ
りません。
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【表４】使途不明金等の役員賞与の認定基準

（1）同族会社であること
（2）代表者が金銭管理を行っていること
（3）資金の使途について合理的な説明をしないこと

が、いずれも不正の温床につな
がりやすいものです。もちろん
損金不算入です。
使途不明金と使途秘匿金との
大きな違いは「秘匿の意思（
帳簿書類への未記載）
」がある
かないかという点です。

損金不算入

500×30％

150

損金不算入

500×30％

150

-

-

-

特別税率

500×40％

200

（２） 法人税（制裁）

際費や寄付金といった適当な勘
定科目で処理することが一般的
です（使途不明金という科目は
ありませんので）
。ただ、会社
の事業と関係のある費用かどう
かの判別がつかないことから、
税法上（申告書では）
、経費と
は認められない「損金不算入」
とされています。

【図表２】使途秘匿金のイメージ
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認定賞与との関係性は？

この基準だけでただちに認定賞
与とされるのは少々疑問です。
この高裁判決の後に出された
最高裁判決では、
「役員がその
金銭を受け取った事実があるか
又は推認されること」という新
たな要件が示されましたので、
役員賞与の認定を受けないため
には、可能な限り「役員個人が
利益を受けずに外部へ支出した」
という証拠を残しておくことが
重要です。証拠には、代表者が
関わる取引の稟議書や社内承諾
書、
議事録などが挙げられます。

使途秘匿金に
ついて思うこと

本来、使途を秘匿すること自
体は、法人税法上違法というわ
けではなく、その支出も刑事罰
の対象とはされていません。ま
た、平成 年時点で約２８００
社に上る法人で課税実績のあっ
た使途秘匿金
（総額３２５億円、
税額１３０億円）は、 年では
１０５４法人（総額 億円、税
額 億円）
まで減少しています。
ただ、 年度の税制改正で秘
匿金課税が時限的措置（期限付
きの法律）から恒久的措置（無
期限の法律）へと格上げされた
ことをみると、やはり引き続き
注視していく必要があるように
思います。特に、法人事業概況
説明書の『５．経理の状況（１）
現金及び小切手の管理者』
に
「代
表者・親族」が記載されていた
り、
『 ．代 表 者 に 対 す る 報 酬
等の金額の貸付金・借入金の残
高』に数値が入っていたりする
場合は、ＫＳＫシステムによっ
て、使途不明金等についての調
査対象と認識される可能性もあ
るため、不利な指摘を受けない
ための疎明資料をしっかり整理
しておく必要があります。
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60

支出Ⅹ（500）

※（３）及び（４）が課税されるか否かはケースバイケースです。

税法上、会社役員に対する賞
与が損金にできないことはよく
知られています。ですが、経営
者が会社の事業に関係のない個
人的な支出を経費に計上してい
ることが税務調査で指摘されれ
ば、それらは役員に対する賞与
も２０２（約 ％）が課税され （認定賞与）とみなされて源泉
ることになります。
所得税を課されることがあるこ
とも覚えておいてください。
そして、使途不
その他の留意点について
明金や使途秘匿金
についても、この
認定賞与とされる
ことが想定されま
す。表４は、使途
不明金等が認定賞
与とされる基準で
す。昭和 年の高
裁判決がベースと
なっているのです
が、使途不明金と
される金銭を役員
が個人的に受領し
ている事実が無い
にもかかわらず、
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【図表３】使途不明金と使途秘匿金の課税関係

このようにかなり高い税率が
適用される使途秘匿金課税です
が、次の２点については特に留
意する必要があります。
ひとつは、使途秘匿金を費用
ではなく貸付金や仮払金として
処理したときに、
「貸付・仮払」
という名目や相手先の名前が帳
簿書類に記載されていれば使途
秘匿金には当たらないのではな
いかと思う人もいるでしょう。
しかし、それらが単なる名義人
で、記載された以外の者にその
名義人を通じて支出されていれ
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40 （１） 法人税（追加）

どのくらい
課税されるのか？
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≒

それでは図表３のような事例
全部が分からない
で、費用計上している額の内の
一方、使途秘匿金とは法人の 支出Ｘ（５００）について、「使
支出に真っ当な理由がなく、相 途不明金」とされた場合と、「使
手方の氏名や使い道などが帳簿 途秘匿金」とされた場合とで、
書類に記載されていないものを どのような課税が行われるのか
いいます（図表２）
。これは、 を見てみましょう。
まずは、不明金、秘匿金のい
支出に関する内容のすべてを他
人にわからないように隠してい ずれの場合も、損金不算入です
ので、
５００× ％（＝１５０）
が明らかでない支出をいいます る支出です。
この場合の
「帳簿書類に記載」 の法人税等が追加で課税されま
（図表１）
。
分かりやすくいうと、
秘匿金については、
領収書等があっても、何のため とは、総勘定元帳や補助簿等の す。そして、
の支出なのか、本当に会社のた 会計帳簿だけでなく、領収書や 支出の内容を意図的に明らかに
めの支出なのかといった、支出 請求書等の書類への記載も含み しないことへの制裁として、そ
の目的、効用、用途について確 ますので、使途秘匿金は、支出 の支出額５００に対して別途
％の税率で課税（２００）さ
認が取れないような支出です。 を裏付ける資料のすべてが無い
例えば、ただし書きのない領収 という状態のものになります。 れます。
また、これらの支出の処理に
これらの実際の使途としては、
書や領収書がもらえない謝礼・
リベートがこれに当たります。 取引先役員等への裏リベート、 当たって、取引の仮装（でっち
、
帳簿（決算書）では、支出の 総会屋対策費、談合のための費 上げ）や隠ぺい（覆い隠し）
（偽造や変造）
目的は分からないものの支出し 用、政治家への裏献金、地元対 帳簿書類の改ざん
た事実や金額は分かるため、交 策費、賄賂などが考えられます などがあった場合は、追徴税額
に対して ％のペナル
ティー（重加算税）が科
されます。この重加算税
の適用については、使途
不明金や使途秘匿金の別
に関係なくケースバイ
ケースですが、基本的に
使途秘匿金については、
ほぼその対象となるもの
と考えていいでしょう。
そうすると、秘匿金の
場合は、支出額５００に
対して４７２（ほぼ１０
０％）
、不明金の場合で
帳簿

税務・会計の

使途不明金とは、交際費、機
密費、接待費等の名目で、領収
書等によって支出額や支払先は
分かっているものの、その目的

秘密にしたい
わけではない

住所
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、
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教
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