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はじめに
　平成 18 年度税制改正において、国連腐敗防

止条約の国内法制の担保措置として、法人税法

55 条（不正行為等に係る費用等の損金不算入）

が制定され、その第 1 項において、下記のとお

り、隠ぺい又は仮装行為に要する費用及び損失

の額は損金の額に算入しない旨が定められた。

　「内国法人が、その所得の金額若しくは欠損

金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事

実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装するこ

とによりその法人税の負担を減少させ、又は減

少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行

為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為に

より生ずる損失の額は、その内国法人の各事業

年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し

ない」（法人税法 55 条 1 項）。

　それまでは、脱税経費の税務処理について

様々な解釈がなされ見解が分かれていたが、こ

の法人税法 55 条 1 項の制定により、脱税経費

の損金性が費用性のいかんにかかわらず否定さ

れることとなり、その議論は一応の決着をみた

ことになる。しかし、これはいわゆる「別段の

定め」として個別規定が制定されたことにより

その損金性が否認されたにすぎず、脱税経費の

損金性について理論的解決がなされたとはいい

難い。また、脱税経費は違法支出（違法ないし

不法な行為又はこれに関連する所得による行為

のための支出）の一形態に過ぎず、今回のよう

な法的解決がなされていない違法支出も多く存

在する。

　そういった点では、明文の規定がない状態で

脱税経費の損金性について明確な根拠を示し否

認した初めての 高裁判決であるエス・ブイ・

シー事件（ 高裁第三小法廷平成 6 年 9 月 16

日決定 1）の持つ意義は、今なお大きいのでは

ないかと思われるため、本稿では、エス・ブイ・

シー事件を中心として、違法支出の税務処理の

理論的根拠等について、簿記会計上の問題点を

含めて検討することとする。

1．所得税法における必要経費と法人税法にお
ける損金の相違点
　所得税法では、「事業所得の金額は、その年

中の事業所得にかかる総収入金額から必要経

費を控訴した金額とする」（所得税法 27 条 2 項）

として、「必要経費に算入すべき金額は、・・・

これらの所得の総収入金額に係る売上原価その

他当該総収入金額を得るために直接要した費用

の額及びその年における販売費、一般管理費そ

の他これらの所得を生ずべき業務について生じ

た費用の額とする」（所得税法 37 条 1 項）と規

定している。つまり、所得税法において必要経

費に該当するか否かは、事業活動との直接関連

性、事業遂行上の必要性により判断されること

とになる。

　これに対し、法人税法では、各事業年度の所

得の金額は、「当該事業年度の益金の額から当

該事業年度の損金の額を控除した金額である」

（法人税法 22 条 1 項）と規定され、益金の額お

よび損金の額の概念については規定されておら

ず、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
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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」（法人税法

22 条 2 項）、損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、当該事業年度の収

益に係る売上原価、完成工事原価その他これら

に準ずる原価の額、当該事業年度の販売費、一

般管理費その他の費用（償却費以外の費用で当

該事業年度終了の日までに債務の確定しないも

のを除く。）の額、当該事業年度の損失の額で

資本等取引以外の取引に係るもの」（法人税法

22 条 3 項）と規定されているにすぎない。つま

り、法人税法 22 条 3 項における損金は、すべ

ての費用及び損失を含む広い観念であり、所得

税法における「必要経費」のような概念はない。

そして、収益の額及び原価・費用・損失の額は、

一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に

従って計算されるものとされている（法人税法

22 条 4 項）。これがいわゆる公正処理基準とい

われるものである 2。

　法人税法 22 条 2 項および 3 項を法人税法に

おける基本規定とすると、「別段の定め」の多く

は会計上の処理とは異なる処理を行う項目につ

いて、法人税法の趣旨・目的に沿って税法的視

点から定めた規定であり、基本規定に対する特

別規定として位置付けることができる 3。

　違法支出、脱税経費の問題は、所得税法、法

人税法のいずれにも関わりある問題ではある

が、このように所得税法における必要経費と法

人税法における損金には条文の構成に相違があ

り、一括りにして検討することはできないため、

本稿では、法人税法における違法支出、脱税経

費についてのみ検討する 4。

2．違法所得の益金性
　違法所得の益金性については、学説および判

例ともに、明文の規定がなくとも違法所得は所

得を構成するとの見解で概ね一致している。そ

の理由としては、まず、旧法人税法基本通達（昭

和 25 年）が「総益金とは、法令により別段の定

めのあるものの外資本等取引以外において純資

産増加の原因となるべき一切の事実をいう」（旧

法人税法基本通達 51）と定めていたことが挙げ

られるだろう 5。包括的所得概念に基づく純財

産増加説の立場に立ち、法人税法 22 条 2 項は

すべての収益を益金とすると解釈し、違法所得

も納税者の担税力を増加させる純資産増加の原

因であるとして、違法所得の益金性を容認して

きたと考えられる。

　税制調査会答申では、「従来から、課税の原

因となるべき行為が無効なもの又は取り消しう

べきものである場合においても、その行為に

伴って経済効果が生じているときは、課税を行

うことを妨げないと解されている。」、「法令に

よる禁止その他公序良俗に反する場合において

も課税を妨げないと解されている。」と述べら

れている 6。

　判例においても、例えば 高裁第三小法廷昭

2 中村利雄教授は、「公正処理基準」は、「必要性」及び「業務関連性」を包摂していると解されるとし、「所

得税法上の必要経費が窮極的に『必要性』及び『業務関連性』により判断されることと大筋においては

一致することとなる。ただ、異なるのは、所得税法上の必要経費の判断基準である『必要性』及び『業

務関連性』は税法上明定されているから、その規定の解釈の問題となり、従って、その解釈上、法的

正義論又は課税公平論等による税法的要求の介入の余地があるのに対し、法人税法上の損金性の判断

基準である公正処理基準は、『必要性』及び『業務関連性』を包摂しているものの、それは税法規定の

解釈というよりは、企業会計上の費用性の判断基準であるから、法的正義論又は課税公平論等の税法

的要求に影響されない中立的な『一般に公正妥当』な会計処理の基準という点である。」と述べている

（中村利雄『法人税の課税所得計算』（ぎょうせい、1982 年）、128-129 頁）。

3 「別段の定め」には、公正処理基準を確認する確認規定もみられる。

4 法人税法においても適用可能な所得税法の判例については、使用することとする。

5 この旧基本通達は、昭和 40 年に廃止され現行規定に改正されたが、立案当局は、従来の法人税法の

所得計算の変更が意図とされているものではないとしている（伊豫田敏雄「法人税法の改正（一）」国税

庁編『改正税法のすべて』（大蔵財務協会、1965 年）102-103 頁）。

6 税制調査会第二次答申「国税通則法の制定に関する答申」（1961 年 7 月 5 日）5-6 頁。
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和 38 年 10 月 29 日判決 7 では、「税法の見地に

おいては、課税の原因となった行為が、厳密な

法令の解釈適用の見地から、客観的評価におい

て不適法、無効とされるかどうかは問題ではな

い。」と判示しているし、 高裁第三小法廷昭

和 46 年 11 月 9 日判決 8 では、「課税の対象とな

るべき所得を構成するか否かは、必ずしも、そ

の法律的性質いかんによって決せられるもので

はない。」として、利息制限法超過部分の違法

所得が所得を構成する旨判示している。

　また、仮に違法所得の益金算入が否認される

こととなれば、当該納税者は不当に利益を得る

こととなり、課税の公平を失することとなるだ

ろう。

　このように、違法所得については、純資産を

増加させる経済的利得が生じている限り、課税

は行われてしかるべきであると考えられている

ことがわかる。

3．違法支出の損金性
　違法所得の益金性については解釈が概ね一致

しているのに対して、違法支出の損金性につい

ては、実務、学説、判例共に従来から様々な解

釈がなされてきた。

（1）課税当局による違法支出の取扱い
　歴史的に概観すると、課税上の違法支出の取

扱いについては、実務上において、損金算入が

容認されてきた経緯がある。

　その理由としては、違法所得が益金に算入さ

れる理由と同じく、旧法人税法基本通達（昭和

25 年）が「総損金とは、法令により別段の定め

のあるものの外資本等取引以外において純資産

減少の原因となるべき一切の事実をいう」（旧法

人税法基本通達 52）と定めていたことが挙げら

れる。包括的所得概念に基づく純財産増加説の

立場に立ち、法人税法 22 条 3 項はすべての費

用及び損失を損金とすると解釈し、純資産減少

の原因となる違法支出金の損金性を容認してき

たと考えられる。

　他には、違法所得が所得として構成されると

解釈されることからくる違法支出とのバランス

上の問題、「罰金及び科料（通告処分による罰金

又は科料に相当するものを含む。）並びに過料」

（法人税法 38 条 2 項 5 号）が別段の定めにより

制限列挙的に損金不算入の取扱いをされている

ように、損金不算入とする項目については租税

法律主義の観点から原則として個別規定が必要

であると考えられていること、国税庁長官通達

が「会社法違反等となる株主総会対策等のため

に支出する費用及び建設業者等が工事の入札等

に際して支出するいわゆる談合金」については、

交際費等（損金）として取り扱うこととし（旧租

税特別措置法関係通達 61 の 4（1）-15）、一種の

違法支出について損金性を認めていたこと等が

その主な理由である 9。

　このような理由から、脱税経費についても、

たとえ租税逋脱のための支出金であったとして

も別段の定めによる個別規定がない以上、租税

法律主義の観点から損金として処理せざるを得

ないと考え、実務上は損金算入が容認されてき

たという経緯があった。

（2）判例の傾向
　この違法支出の実務上の損金性容認の流れに

一石を投じたのが、株主相互金融会社における

株主優待金（株主に対してあらかじめ約定され

た一定の利率によって計算し支払った金額）の

損金性を争点とした 高裁大法廷昭和 43 年 11

月 13 日判決 10 である。本判決では、商法の資

本維持の原則に照らして違法である株主優待金

の損金算入が否認され 11、次のように判示され

た。

　「『資本の払い戻し』や『利益の処分』以外に

おいて純財産減少の原因となる『事業経費』は、

原則として、損金となるものというべきである

7 訟務月報 9 巻 12 号 1373 頁。

8 高裁判所民事裁判例集 25 巻 8 号 1120 頁。

9 品川芳宣「脱税工作費の損金性」TKC 税研情報第 7 巻第 1 号、1998 年 1 月、23 頁。

10 高裁判所民事裁判例集 22 巻 12 号 2449 頁。
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が、仮に、経済的、実質的には事業経費である

としても、それを法人税法上損金に算入するこ

とが許されるかどうかは、別個の問題であり、

そのような事業経費の支出自体が法律上禁止さ

れているような場合には、少なくとも法人税法

上の取扱いのうえでは、損金に算入することは

許されないものといわなければならない。」

　しかし、この判決では反対意見として裁判官

の少数意見が挙げられている。

　松田二郎裁判官は、判決の結論には賛同する

ものの「事業経費の支出自体が法律上禁止され

ている場合でも、税法上これを損金と認め得る

場合があり得る。」と述べており、奥野健一裁

判官は、「本来、或る支出が資本充実、維持の

原則に違反して法律上無効であるかどうかとい

うことと、無効な行為によるとはいえ、現実に

支出された経費が法人所得の計算上損金に該当

するかどうかということとは、次元を異にする

別個の問題であるから、かようなことは、本来

株主優待金の損金性を否定する理由とはなり得

ない。」という反対意見を述べており、これが

違法支出に関する税務処理の理論的解釈の困難

さを表しているといえるだろう。

　また、この判決内容については、アメリカ判

例法において違法支出の損金性を否認する公序

の理論（Public Policy）を適用したのではないか

とする見解も幾つか見受けられる。例えば、山

田二郎教授は、「この判決の考え方は、アメリカ

法でいうパブリック・ポリシーの理論（公序の

理論）をわが国に初めて導入したものではない

かと注目している。」として、公序の理論は租税

法律主義に違反するものではなく、わが国にも、

税法解釈上にパブリック・ポリシーが導入され

るべきではないかとの意見を述べている 12。

　上述したように、本判決において裁判官の意

見は分かれており、違法支出の損金性を否認す

る明確な根拠条文は明示されておらず、公序の

理論が適用されたともいい難いものであった。

そのためか、本判決後も、課税実務では、脱税

経費は依然として損金算入されていたようであ

る。つまり、違法支出をめぐる税務処理の解釈

については、実務的処理と判例上とで見解が分

かれる状態がしばらく続いていたことになる。

　本判決後に違法支出の損金性を否認した判決

は、幾つかあったものの、本判決の根拠を明確

に採用しているものはなかった。しかし、その

ような状況の中、エス・ブイ・シー事件の第一

審である東京地裁昭和 62 年 12 月 15 日判決 13  

において本判決が引用されたことにより、本判

決はにわかに脚光を浴びるようになった 14。さ

らに、犯罪行為摘発を阻止する工作金の損金算

入について、法の理念を根拠として否認した横

浜地裁平成 6 年 6 月 28 日判決 15 においても本

判決は引用され、違法支出の損金性否認の先例

として、取り上げられるようになったのである。

　その他、本判決後に、違法支出の損金性を否

認した判決としては、次のようなものが挙げら

れる。

・ 脱税経費は事業を遂行するために「通常かつ

必要な経費」）とはいえないとして損金性を

否認した事案　　

　　大阪地裁昭和 50 年 1 月 17 日判決 16

　　東京地裁平成元年 3 月 29 日判決 17

・ 脱税経費は公序良俗違反であるとして損金算

入を否認した事案

東京地裁昭和 61 年 11 月 10 日判決 18  及び

11 ただし、本判決において株主優待金は、「会社に利益がなく、かつ株主総会の決議を経ていない違法

があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではあり得ず」として、その性質を利益処分

である配当と判断されている。

12 山田二郎「交際費課税をめぐる問題」『公法の理論 下Ⅱ』（有斐閣、1978 年）1927-1928 頁。

13 判例時報 1272 号 154 頁。

14 碓井光明「法人税法における損金算入の制限」金子宏編『所得課税の研究』（有斐閣、1991 年）312-316 頁。

15 訟務月報 35 巻 11 号 2157 頁。

16 税務訴訟資料 85 号 152 頁。

17 税務訴訟資料 185 号 1421 頁。

18 税務訴訟資料 154 号 458 頁。
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東京高裁昭和 62 年 4 月 30 日判決 19

（3）違法支出の損金性に関する見解
　違法支出の取扱いについては、学説において

も議論のあるところであり、以下では、違法支

出の損金性を肯定する見解と否定する見解とに

分けて概観する。

①  違法支出の損金性を肯定する見解

　違法支出の損金性を肯定する見解として、上

記で挙げたものも含めてまとめると、下記のよ

うな理由が挙げられている。

・ 包括的所得概念に基づく純財産増加説の立場

から違法支出の損金性を肯定する見解

・ 違法所得と違法支出とのバランス上の問題を

考えて、違法支出の損金性を肯定する見解

・ 租税法律主義の観点から、損金不算入項目に

ついては原則として個別規定を必要とすると

考えに基づき、個別規定のない違法支出の損

金性を肯定する見解。

・ 通達により解釈上損金性が認められている違

法支出があることから、違法支出の損金性を

肯定する見解。

・ 公正処理基準の観点から違法支出の損金性を

肯定する見解

　公正処理基準の観点から違法支出、特に脱税

経費の損金性を肯定する見解においては、下記

2 名の見解が有名である。

　まず、武田昌輔教授は、「違法な費用の取扱

いは、明文の規定がない以上、法人税法にあっ

ては企業会計原則がその中心をなし、今後の判

例等により中身が確定していく『公正処理基準』

に照らして判断すべきことになる。例えば、賄

賂は、経済的にはリベート、または謝礼金であ

り、当該支出に収益対応性、事業関連性が認め

うるのであれば、損金性を認めるべきである。

公正処理基準というのは、会計といういわば技

術的な立場に立った倫理性の入り込まないとこ

ろで、収入、支出の計算を行い、適正な利益を

算出するための基準なのである。脱税経費につ

いては、法人税を免れることによって企業自体

の処分可能利益を増大させ、翌期以降の、例え

ば受取利息の増大といった面での収入に貢献す

る可能性が十分にあり、当期の収益（費用の削

減）に対応、あるいは関連しないとしてその損

金性を否定することは難しいと考えられる。」20  

と述べている。

　中村利雄教授もまた、「わが国の法人税法の

もとにおいては、各種の違法支出金も公正処理

基準に照し企業会計上その費用性が否定されな

い限り課税所得計算上も損金の額に算入され

るものと解される。」とし、脱税経費のように

反倫理的な違法支出について、「例えば、大阪

地裁昭和 50 年 1 月 17 日判決（税務訴訟資料 85

号 152 頁）のように、架空仕入を計上するに当

たり、取引先から架空の納品書、請求書の発行

を受け、その謝礼として手数料を支払った場合

には、この手数料は取引先から役務の提供を、

その対価を支払ったものであるから、企業会計

上は費用性を有するといわざるを得ず、従って、

損金の額に算入されることになると考える。も

し、このような反社会的費用の損金性を認める

ことが好ましくないというのであれば、損金不

算入の別段の規定を設けるべきである。」と述

べている 21。

　このように、両教授は、公正会計基準を創設

時の趣旨目的も踏まえて純会計的に捉え、公正

処理基準に税法的価値判断を入れないという解

釈に基づき、公正処理基準を根拠として違法支

出の損金性を否認している。

②  違法支出の損金性を否認する見解

・ 利益処分説

　松沢智教授は、 高裁大法廷昭和 43 年 11 月

13 日判決を引用して、「違法な支出であっても、

法が所得の課税要件事実たる損金として定めた

うちの原価、費用、損失のいずれかに該当すれ

ば損金となるが、しかしそのいずれにも当たら

19 税務訴訟資料 158 号 499 頁。

20 武田昌輔「違法支出と税法上の経費」会計ジャーナル第 15 巻第 5 号、1983 年 5 月、67 頁。

21 中村・『前掲書』（注 2）128-130 頁。
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ない場合には、法律の定めた構成要件事実以外

のもの、すなわち利益の処分（資本等取引）と

みて損金とはならない。」22 と述べている。

・ 公序の理論（Public Policy）を適用して違法支

出の損金性を否認する見解

　米国内国歳入法（IRC：Internal Revenue Code）

162 条では「あらゆる営業又は事業（trade or 

business）の遂行上、その課税年度に支払われた、

または発生した通常かつ必要な費用（ordinary 

and necessary expenses）は、すべて控除するこ

とができる」と規定されており、通常かつ必要

な費用として認められるかは、（1）当該支出が

経済合理性に適った支出であること、（2）支出

自体又は支出の発生原因が法秩序に違反する等

によって公益を害さないこと、という要件を充

足する必要があるとされている 23。この見解は、

アメリカ法における公序の理論が日本において

も適用されると考える見解で、上述した山田二

郎教授の見解がその代表である。

　また、武田隆二教授は、「罰金・科料等の損

金不算入等の原理は社会的考慮（社会的に好ま

しくない行為について税務上ペナルティを課す

るという考え方）に基づくものであるから、そ

れと同一の原理の上に立って、賭博、収賄等の

支出は損金性を否定されるものと見なければな

らない。」24 と述べ、公序の理論を援用している。

・ 法人税法の理念、目的から違法所得の経費性

を否認する見解

　公序の理論が、公序良俗に反するものか否か

という点を損金性の判断基準とするのに対し、

この見解では、法人税法の理念や目的に反する

ものか否かという点を損金性の判断基準とす

る。つまり、他の法的価値に対して中立的であ

り、他の法律における違法性や道徳的観念は問

題とはされない。　

・ 「事業関連性」説や「（通常かつ）必要性」説に

基づき、違法所得の経費性を否認する見解

　「事業関連性」や「（通常かつ）必要性」を損金

性の判断基準とし、脱税経費等は損金に当たら

ないとする見解である。

　金子宏教授は、「費用として損金に計上を認

められるためには、所得税の場合と同様に、必

要性の要件を満たせば十分であって、通常生の

要件を満たす必要はないと解される。したがっ

て、不法ないし違法な支出も、それが利益を得

るために必要なものである限り、費用として認

められる。ただし、架空の経費を計上するため

の支出は、所得を生み出すための支出ではな

いから費用に当たらないと解すべきである。」25  

と述べ、「必要性」を損金の判断基準として解し

ている。

・ 公正会計処理基準の観点から違法支出の損金

性を否認する考え方

　公正処理基準が何を示すのかという点につい

て、上述した武田昌輔教授や中村利雄教授が考

える純会計的な解釈とは一線を画し、公正処理

基準に税法的価値判断を入れて解釈すること

で、違法支出の損金性を否認する見解である。

　 高裁第一小法廷平成 5 年 11 月 25 日判決 26

（いわゆる大竹貿易事件）では、「現に法人のし

た利益計算が法人税法の企図する公平な所得計

算という要請に反するものでない限り、課税所

得の計算上もこれを是認するのが相当であると

の見地から、収益を一般に公正妥当と認められ

る会計処理の基準に従って計上すべきものと定

めたものと解される。」と判示されており、こ

の判決以降、公正処理基準に対する解釈に新し

い流れができたといわれている。

22 松沢智『租税実体法』（中央経済社、1976 年）111 頁。

23 Sec.162. Trade or business expenses, (a) In general, There shall be allowed as a deduction all the ordinary and 
necessary expenses paid or incurred during the taxable year in carrying on any trade or business, including-（後

略）、石黒秀明「 高裁判例にみる公正処理基準」第 47 回租税判例研究会、2012 年、12 頁。

24 武田隆二「税務会計の基礎 -5-」会計 114 巻 2 号、1978 年 8 月、85 頁。

25 金子宏『租税法第 10 版』（弘文堂、2005 年）273 頁。

26 高裁判所民事判例集 47 巻 9 号 5278 頁。
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4．エス・ブイ・シー事件にみる脱税経費の損金性
　本判決の争点は、脱税経費（脱税工作のため

の支出金）の損金性であり、 高裁（ 高裁第

三小法廷平成 6 年 9 月 16 日決定 27）において脱

税経費の損金性が明確な理由をもって否認され

た初めての裁判例である。

（1）事案の概要
　不動産売買を目的とする株式会社 X（被告人）

は、法人税を免れようと企て、売上を繰り延べ、

あるいは架空の造成費を計上するなどの方法に

より所得を秘匿し、法人税を逋脱したことによ

り、法人税法違反で起訴された。

　X 会社の代表取締役 A は、訴外人 B に依頼

して、C 社等の名義により、架空の土地造成工

事に関する見積書および請求書を提出させ、こ

れに基づき昭和 58 年 9 月期 4,172 万円、昭和

59 年 9 月期 2 億 4,291 万円余の 2 事業年度合計

で総額 2 億 8,463 万余の架空造成費を計上して

原価を計算し、損金の額に算入して法人税の

確定申告をし、A に手数料として、昭和 58 年

9 月期 200 万円、昭和 59 年 9 月期 1,700 万円の

合計 1,900 万円（協力手数料 1 回 100 万円）を支

払い、2 億 668 万円余の法人税を免れた。

　本判決の争点は、本件手数料（脱税経費）の

損金性にあり、X は、本件手数料は会社の各事

業年度における損金であるから犯則所得から控

除されるべきである旨主張し、検察官は、本件

手数料は法人税法 22 条 3 項所定の損金に当た

らない旨主張した。

（2）第一審（東京地裁昭和 62年 12月 15日判
決 28）の判示内容
　本判決では、法人税法 22 条 4 項の成り立ち、

趣旨について下記のように触れている。

　「法人税法 22 条 4 項は、昭和 42 年 5 月の

法人税法の改正により新設されたものである

が、その趣旨は、課税所得の計算については、

一般に行われている企業会計の原則や慣行に

ついて、税法独自の見地からこれに修正を加

えるべきものは別段の定めを設けることに

よって対応しうるものと考え、別段の定めが

ないものについては、一般に客観的・常識的

にみて規範性をもつと認められる会計処理の

基準というものが存在する限り、それに従っ

て計算するという従来からの税法の基本的態

度を明らかにしたものであって、同項の新設

によって、税法が独自の所得計算を放棄した

ものでもなく、また一般に行われている会計

処理基準をすべてそのまま法人税法が容認す

るというものではなく、ましてや大蔵省所管

の企業会計審議会が公表している『企業会計

原則』がそのまますべて法人税法において課

税所得計算の基礎として規範化されたと考え

るのは正当ではない。」

　その上で、本件手数料の損金性を下記理由に

より否認している。

　「本件において、X 会社が丁に支払った手

数料なるものは、同会社の会計処理上土地造

成費として販売用土地の仕入原価を構成する

ものとされているが、右部分が法人税法 22

条 3 項 1 号所定の原価に含まれないことは多

言を要しないし、また同項 2 号の費用とは、

事業活動との直接的関係性を有し、事業遂行

上必要なものに限られるべきであるから、本

件の手数料のように事業遂行上必要とはいえ

ないものは、右の費用に含まれないものとい

わなければならない。・・・これをより実質

的に言えば、法人の役員が法人の事業活動に

よって生ずる利益を税務当局に秘匿するた

め、協力者に金員を支払うことは、取締役

の忠実義務に違反し、法人の正当な業務とは

いえないから、これを支出する場合には、役

員個人の負担において支出するのが当然であ

り、したがって、法人の経理上その支払が法

人の費用とされている場合でも、役員の負担

分を立替支出したものと考えざるを得ないも

のである。」

27 高裁判所刑事判例集 48 巻 6 号 357 頁。

28 判例時報 1272 号 154 頁。
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　まず、本件手数料が、法人税法 22 条 3 項 1

号の原価および 2 号の費用には該当せず、実質

的には役員貸付金（あるいは役員報酬）である

旨述べている。続けて、仮に本件手数料が会計

上費用であるとしても、法人税法の自己矛盾を

理由として、法人税法における公正妥当な会計

処理の基準とはなりえない旨、次のように述べ

ている。

　「かりに、本件のごとき脱税協力者への支

払いも広義において事業との関連性を有する

もので、事業遂行上必要な費用であるとの会

計慣行が存するとすれば、それは法人税法が

課税所得の計算に関し容認する公正妥当な会

計処理の基準とはとうていなり得ないものと

いわなければならない。そもそも法人税法

は、・・・不正行為によって法人税を免れる

行為を刑罰をもって禁遏しているのであるか

ら、法人税法は右不正行為を行うこと及びこ

れにからむ費用を支出すること自体禁止して

いるものと解すべく、したがって、法人が右

のような費用を支出しても、法人の費用とし

ては容認しない態度を明らかにしているもの

と解すべきである。そして、かかる不正行為

への協力者は概ね法人役員等の脱税の共犯と

なるものであり、したがって、法人役員が法

人の業務に関し、脱税協力者に手数料等の名

目で報酬を支払ったとしても、それは実質的

にみれば、共犯者間の利益の分配に他ならな

いのであるから、脱税のための不正行為を行

う役員の負担において支出するならともか

く、明文の禁止規定がないからといって、こ

れを法人の費用として損金に計上することを

認容することは法解釈の矛盾といわなければ

ならない。」

　続けて、本件手数料は法人税法 22 条 3 項の

損失にも該当しないとし、上記と同じように、

仮に本件手数料が会計上損失であるとしても、

法人税法における公正妥当な会計処理の基準と

はなりえない旨繰り返し述べている。

　「次に、右の支出が法人税法 22 条 3 項所定

の損失に該当するか否かを検討するに、損失

とは企業会計上は一般に企業活動において、

通常の活動とは無関係に発生する臨時的ない

しは予測困難な原因に基づき発生する純資産

の減少を言うものと解され、・・・本件にお

ける右手数料の如く実質上脱税協力報酬とし

て法人外に流出した金員の如きは、右の通常

の意味における損失には含まれないものと解

される。かりに企業会計上の損失概念を右よ

りも広義に解し、すべての臨時的な純資産の

減少を含ましめる会計慣行が存在するとすれ

ば、それは公正妥当な会計処理の基準として

法人税法の容認するところではないものとい

うべきである。」

　さらに、次のように過去の 高裁判所の判例

を引用し、アメリカにおける公序の理論の適用

を匂わす判断を下している。

　「なお、 高裁判所大法廷昭和 43 年 11 月

13 日判決（民事判例集 22 巻 12 号 2449 頁）は、

旧法人税法（昭和 22 年法律第 28 号）9 条 1 項

所定の損金の解釈として、『法人の純資産減

少の原因となる事実のすべてが、当然に、法

人所得金額の計算上損金に算入されるべきも

のとはいえない。』とし、『仮りに経済的・実

質的には事業経費であるとしても、そのよう

な事業経費の支出自体が法律上禁止されてい

るような場合には、少くとも法人税法上の取

扱いのうえでは、損金に算入することは許さ

れない。』と判示しているところ、法人税法

はその後改正されて課税所得金額の計算に関

し、22 条 1 項ないし 4 項が設けられ、さら

に昭和 42 年の改正において同条 4 項が追加

されて現在に至っているものであるが、右改

正及び 22 条 4 項の新設によって、法人税法

上の課税所得の計算に関する姿勢に変更が

あったとはとうてい解することができないの

であり、右 高裁判決がアメリカ税法におけ

るいわゆる公序の理論をわが国法人税法の解

釈として一般的に採用したかはともかくとし

て、右 高裁判決に示された法理は、少なく

とも本件の如く法人税法自体がその支出を禁

止しているものについては、一層強く妥当す

るものといわなければならない。」

　そして結論として、「本件において、X 会社
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が丁に支払った前記 1,900 万円は X 会社の課税

所得の計算上法人税法 22 条 3 項 2 号所定の費

用としても同項 3 号所定の損失としても損金に

算入することはできないものであり、このよ

うに解しても憲法 84 条に違反するものではな

い。」と述べている。

（3）控訴審（東京高裁昭和 63年 11月 28日判
決 29）の判示内容
　控訴審判決では、次のように第一審判決を支

持し、脱税経費の損金性について幾つか補足し

ている。

　「原判決が争点に対する判断の項で詳細に

判示しているところは、正当と認めることが

できるのであって、その判断には所論のよう

な法律解釈の誤りも事実の誤謬もないという

べきである。所論に鑑み、更に補足して説明

することとする。」

　まず、第一審でも述べられていたが、本件手

数料は X 会社の支出ではなく A 個人が行った

ものであると考えれば、本件手数料は役員に対

する貸付金（あるいは役員報酬）として処理す

るべきで X 会社の損金に該当しない旨、次の

ように述べている。

　「甲は、本件の架空造成費により捻出した

現金を自ら保管し、大半を自己の株式取引資

金等に充てている事実に徴すると、甲が丁に

支払った本件手数料は、いわば脱税協力金

ともいうべきものであって、その支払いを X

会社がしたものではなく、甲個人がしたもの

と認められなくもない。そうだとすると、本

件手数料は、そもそも X 会社の損金にあた

らないものであり、仮に、X 会社が支払った

ものであるとしても、その手数料は、本件事

業年度における X 会社の所得計算上、これ

を損金の額に算入することはできないものと

解するのを相当とする。」

　続けて、損金の意義、公正処理基準について

次のように触れている。

　「損金の意義について、定義的規定ないし

一般的規定を設けることなく、個々の事項に

つき、同法 23 条以下において、ある事項に

ついては損金に算入し、ある事項については

損金に算入しない旨規定しているに過ぎない

ので、本件手数料のような違法支出について、

法人の所得計算上、これを損金の額に算入す

ることができるか否かは必ずしも明らかでは

ない。したがって、具体的にいかなるものを

損金と認めるかは、単に損金の性質論だけで

なく、同法 22 条 4 項に規定されている公正

妥当な会計処理基準（もっとも、何をもって

公正妥当な会計処理基準といいうるかが問題

であり、商法、税法、会計学者等それぞれの

立場があって、一概には決し難いけれども、

さしあたり企業会計の実務において慣習とし

て発生したものの中から、一般に公正妥当と

認められるところを要約し、証券取引法に基

づく財務諸表の監査においても、その公正妥

当な基準として実質的に機能している企業会

計原則を中心にして、種々の事例ごとに判断

すべきであろう。）など、法人税法の各規程

に現れた政策的、技術的配慮をも十分検討し

て、これを決すべきものと考える。」

　公正処理基準の意義についてこうした判断を

下した後、法人税法 22 条 3 項にいう損金、各

号に規定されている原価、費用及び損失につい

て説明したうえで、どれにも該当しない旨述べ

ている。

　「・・・本件手数料の支払いが被告会社 A

の純資産の減少を来すことは明らかである

上、その支払いにつき、被告会社 A は、土

地の造成費として棚卸資産（販売目的の土地）

の仕入原価を構成するかのような会計処理を

しているので、一見同項 1 号所定の原価に含

まれるようにも見られないではないが、当該

事業年度の益金の額に算入された収益に対応

するものではないから、その性質上、同項 1

号の原価に当たらないことは勿論、同項 2、

3 号の費用や損失にも該当せず、他にこれを

損金に算入すべき合理的理由を見出し難いの

29 判例時報 1309 号 148 頁。
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で、結局、本件手数料は、同法 22 条 1 項の

損金に当たらないものというべきである。」

　さらに、法人税法の趣旨、目的から考えて、

本件手数料のような違法支出の損金性を認める

ことはできない旨、述べている。

　「法人税法は、納税義務者が同法の定めに

従い、正規に算出された税額を確実に納入す

ることを期待し、これを実現すべく、偽りそ

の他不正な行為により、これを免れようとす

る者に対し、刑罰をもって臨み、納税者相互

間における税の均衡を図っているのであるか

ら、本件手数料のような違法支出を法人の所

得計算上、損金の額に算入することを許すと、

脱税を助長させるとともに、その納税者に対

し、それだけ税の負担を軽減させることにな

る反面、その軽減させた部分の負担を国に帰

せしめることになるのであって、国において

これを甘受しなければならない合理的な理由

は全く認められない上、刑罰を設けて脱税行

為を禁遏している法人税法の立法趣旨にも悖

るので、実質的には同法違反の共犯者間にお

ける利益分配に相当する本件違法支出につ

き、その損金計上を禁止した明文の規定がな

いという一事から、その算入を肯認すること

は法人税法の自己否定であって、同法がこれ

を容認しているものとは到底解されない。も

し違法支出に係る本件手数料を損金に算入す

るという会計慣行が存するとすれば、それは

公正妥当な会計慣行とはいえないというべき

である。」

（4）上告審（最高裁第三小法廷平成 6年 9月 16
日決定 30）の判示内容
　 高裁では、第一審、控訴審とは異なり、下

記のように簡潔に脱税経費の損金性を否定して

いる。

　「・・・架空の経費を計上して所得を秘匿

することは、事実に反する会計処理であり、

公正処理基準に照らして否定されるべきもの

であるところ、右手数料は、架空の経費を計

上するという会計処理に協力したことに対す

る対価として支出されたものであって、公正

処理基準に反する処理により法人税を免れる

ための費用というべきであるから、このよう

な支出を費用又は損失として損金の額に算入

する会計処理もまた、公正処理基準に従った

ものであるということはできないと解するの

が相当である。したがって、前記支出につい

て損金の額に算入することを否定した原判決

は、正当である。」

　つまり、法人税法 22 条 4 項の公正処理基準

のみを理由として脱税経費の損金算入を否認し

ている。

（5）判例分析－第一審・控訴審・上告審におけ
る結論およびその根拠条文
　第一審・控訴審・上告審ともに、税法上、脱

税経費は損金算入できないと結論付けている

が、その具体的根拠については、それぞれ異な

る。まず、第一審では、脱税経費の損金性につ

いて、法人税法 22 条 3 項の損金の性質論を基

に否定している。具体的には、収益との対応性

がないことなど述べ、そもそも会計上の原価、

費用、損失にも該当しない旨述べている。その

上で、仮に会計上の原価、費用、損失に該当す

るとしても、4 項の公正処理基準を用いて脱税

経費の損金性を否認できるとしている。

　さらに、このような違法支出の損金性を認め

ると、適正な課税所得の算定を根底としている

法人税法の自己否定につながることや公序の理

論についても触れ、様々な論点から検討しても

脱税経費の損金算入は否認されるべきであると

の結論を導いている。

　控訴審では、第一審を支持し、第一審の補足

をしている。具体的根拠として挙げられている

のは、法人税法 22 条 3 項の損金の性質論、法

人税法の自己否定、公正処理基準であり、特に

公正処理基準の意義について、「違法支出に係

る本件手数料を損金に算入するという会計慣行

が存するとすれば、それは公正妥当な会計慣行

30 高裁判所刑事判例集 48 巻 6 号 357 頁。
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とはいえないというべきである。」として公正

処理基準の意義について踏み込んだ判断を下し

ていることは注目に値する。

　これに対し、 高裁では、下級審で述べられ

てきた法人税法 22 条 3 項の費用に該当するの

か否かという観点や法人税法の自己否定につな

がるとの観点、公序の理論等には一切言及せず、

法人税法 22 条 4 項のみをもって、脱税経費の

損金算入を否定している。また、下級審とは異

なり、違法支出一般については言及せず、脱税

経費についてのみ論じるにとどまっている。

　 高裁が法人税法 22 条 4 項のみを脱税経費

の損金性を否認する根拠とするのか、下級審で

挙げられた根拠も含めて是認するものであるの

かは、その判示内容からは明らかとされていな

いが、法人税法 22 条 3 項について言及しなかっ

たことについては、「同条 4 項による検討で十

分であるからという理解の他に、22 条 3 項を

このような場面で損金算入の制限規定として働

かせることへの否定的な評価を含む。」31 とする

見解や「3 項の解釈では損金に該当する余地が

あったため、4 項を適用して損金算入を否定し

た。」32 という見解がある。

　 高裁では、脱税経費の損金性を否定するた

め、理由としてより確実な公正処理基準のみを

もって結論付けたのではないかと考えられる

が、その公正処理基準の解釈は、従来考えられ

てきた公正処理基準の解釈とは異なるもので

あった。公正処理基準は、第一審、控訴審、上

告審のすべてにおいて、脱税経費の損金性を否

認する根拠として挙げられているが、いずれに

おいても法人税法の趣旨・目的に照らして公正

妥当な基準とはいえないとしており、純会計的

思考ではなく、公正処理基準自体に税法的価値

判断を入れているところに特徴がある。この見

解は、上述した大竹貿易事件における公正処理

基準の考え方と類似しており、大竹貿易事件の

流れを汲んでいると考えられる。ただし、法人

税法 22 条 4 項の「一般に公正妥当と認められ

る会計処理の基準」が、集積された健全な会計

慣行の中から帰納的に醸成されるものと考えら

れていることからすると、エス・ブイ・シー事

件における公正処理基準の解釈には、疑問が残

されているだろう。また、法人税法 22 条 4 項

に税法的価値判断を入れて判断することを容認

すれば、究極的には租税回避を否認する根拠と

して利用されかねないのではないかという懸念

も生じる。

（6）簿記会計上の観点からの検討
　課税所得は、課税所得の計算規定の構成上に

おいては、企業会計上の収益及び費用を基礎と

して、益金の額および損金の額を誘導的に算定

し、両者の差額として把握されるが、実務的に

は、益金の額及び損金の額のそれぞれの総額算

定を省略して、収益と費用の差額である企業利

益に「別段の定め」による一定の金額を別表四上

で直接加算または減算して誘導的に算定する。

（規定上） 課税所得＝益金の額－損金の額

（実務上） 課税所得＝企業利益±「別段の定め」

に基づく調整（別表四上）

　この点を踏まえて、本判決にみる脱税経費を

簡易な事例で検討してみたい。

＜事例 1＞
売上 1000、仕入 400、架空経費 300、その他

の経費 200、脱税経費 50、法人税率 30％と

する。

※本裁判では、架空造成費を売上原価へ計上

していたが、事例では架空経費とする。

　　

①架空経費等の不正を行わなかった場合

会計上：

　仕入 400 ／　買掛金 400

　その他の経費 200 ／　未払金 200

　売掛金 1000 ／　売上 1000

　　収益 1000 －費用 600 ＝企業利益 400

31 佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」『租税判例百選第 4 版』（有斐閣、2005 年）102 頁。

32 渡辺徹也「脱税工作のための支出金の損金性」『租税判例百選第 5 版』（有斐閣、2011 年）102-103 頁。
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　税法上：

　　益金 1000 －損金 600 ＝課税所得 400

　　企業利益 400 ±税法上の調整なし＝ 400

　　法人税額 120

　架空経費等の不正を行わなかった場合の仕訳

は上記の通りとなり、会計上の利益と税法上の

所得はともに 400 となり、法人税額は 120 とな

る。

②架空経費等の不正を行い、会社が行った処理

　会計上：

　仕入 400 ／　買掛金 400

　その他の経費 200 　　未払金 500

　（架空）経費 300 

　情報提供料 50 ／　現金 50

　売掛金 1000 ／　売上 1000

　収益 1000 －費用 950 ＝企業利益 50

税法上：

　益金 1000 －損金 950 ＝課税所得 50　

　　企業利益 100 ±税法上の調整なし＝ 50

　　法人税額 15　

　本裁判では脱税経費を情報提供料として処理

し、架空経費とともに損金に算入していた。こ

の仕訳によると会計上の利益および税法上の所

得はいずれも 50 となり、法人税額は 15 となる。

③事実に基づく処理

　会計上：

仕入 400 ／　買掛金 400

その他の経費 200 ／　未払金 200

脱税経費 50 ／　現金 50

売掛金 1000 ／　売上 1000

収益 1000 －費用 650 ＝企業利益 350

※脱税経費 50 を含む。勘定科目は支払手

数料、雑費等と考えられる。

※架空経費 300 は事実ではないので、記帳

なし

税法上：

　益金 1000 －損金 600 ＝課税所得 400　

企業利益 350 ＋脱税経費 50 ＝ 400

33 成道秀雄「法人税法第 22 条第４項『公正処理基準』の検証」租税研究、2016 年 6 月、320-321 頁。

法人税額 120　

※判決により、脱税経費 50 の損金計上は

否認。

※隠ぺい・仮装行為を行ったことについて

の加算税等は考慮しない。

　架空経費は、架空のもので実際の支出がない

ため、会計上も税法上も費用及び損失には該当

しない。つまり、税法上において架空経費の損

金算入が否認されるのは、法人税法 22 条 3 項

の規定に該当しないからであり、そもそも公正

処理基準に照らして否定されるべき性質のもの

ではない。

　これに対し、脱税経費は、実際の支出が伴う

ものであり、企業の純財産減少の要因であるた

め、企業会計上は、資本等取引以外のものであ

れば原価、費用、損失のいずれかに該当する会

計処理を行うことは当然である。

　脱税経費については、第一審および控訴審で

は、企業による支出ではなく役員個人による支

出であるとの見解を示しており、具体的には役

員貸付金（あるいは役員報酬）として処理する

ことが適切であると考えられていると思われる

が、 高裁ではその点について触れられていな

いため、この事例では脱税経費として処理して

いる。

　また、成道秀雄教授は、企業側が実際に処理

した「情報提供料」という費目が実態を表して

おらず、「脱税協力支出金」の方が正しいのでは

ないか、公正処理基準の中身が全く企業会計に

依存しているという考え方によれば、単に勘定

科目が誤っていたにすぎず、誤りを正すだけで

公正処理基準により損金不算入とされることは

なかったのではないか、と述べられている 33。

　本判決では、「公正処理基準の中身が全く企

業会計に依存している」というような考え方を

しておらず、脱税経費の費用計上が会計上公

正妥当な処理であるとしても、税法上の損金性

は否認されるべきであると結論付けているた

め、脱税経費 50 は損金不算入となり、企業利

益 350 に対して、税法上の所得は 400 となり法
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人税額 120 となる。

　この税務処理においては、脱税経費 50 を受

け取った側は益金算入されるのに対し、支払っ

た側が損金不算入として処理されるのであれ

ば、二重負担が生じてしまうという課税の中立

性の問題もあるだろう。

　ところで、本事例では法人税額として 120 を

支払うべきところ、脱税経費を払って架空経費

の計上を行うことにより、法人税額を 15 に抑

えようとする企業の意図を読み取ることができ

る。つまり脱税経費は、収益を得るために必要

な費用等ではなく、租税逋脱により法人税額を

減少させるための支出であるということができ

る。この点については、例えば違法な所得を得

るために違法な支出を行う麻薬販売といった違

法取引における違法経費とは性質が異なる。こ

の点について、下記事例をもって検討したい。

＜事例 2＞
（麻薬販売による）売上 1000、仕入 400、経

費 300、法人税率 30％とする。

　会計上：

仕入 400 ／　買掛金 400

経費 300 ／　未払金 300

売掛金 1000 ／　売上 1000

収益 1000 －費用 700 ＝企業利益 300

税法上：

(a) 仕入 400、経費 300 の損金算入を認めない

場合

益金 1000 －損金 0 ＝課税所得 1000

企業利益 300＋（仕入 400＋経費 300）＝1000

法人税 300

(b) 仕入 400、経費 300 の損金計上を認める場合

益金 1000 －損金 700 ＝課税所得 300

企業利益 300 ±税法上の調整なし＝ 300

法人税 90

　このような麻薬取引における麻薬の仕入原価

等の損金性については容認される傾向にある。

その理由については、違法所得と違法支出との

対応関係が明確であり原価性があること、(b)
の場合は、他の法律あるいは逋脱罪等で社会的

制裁を受けているにもかかわらず、仕入原価等

が損金不算入となれば制裁性が強くなり問題と

なること、などがあるだろう。

　しかし、麻薬取引による仕入原価等の損金算

入が容認され、脱税経費の損金算入が否認され

るという、同じ違法支出なのに異なる取扱いを

されることの理論的根拠は明らかではない。本

判決のように、法人税法の趣旨・目的を考慮し、

公正処理基準に税法的価値判断を入れて解釈す

ることで、脱税経費は法人税法が刑罰をもって

禁止している逋脱行為にかかる行為であり、税

法の根底を揺るがすような違法行為であるか

ら、違法支出の中でも特別に損金算入を否認す

べきであるとの解釈が可能であれば、それらの

問題は解消されるであろうが、やはり租税法律

主義の観点からの問題が残る。

　このように考えると、違法所得といってもそ

の性質、支出形態は様々である。脱税経費は収

益を得るための支出ではなく、法人税額を減少

させるための支出であり、他の違法所得とは異

なる性質、支出形態を有することから、エス・

ブイ・シー事件の 高裁が、その射程範囲を違

法支出全般ではなく、脱税経費に絞ったことは

妥当であると考えられる。

おわりに
　本稿で検討したように、エス・ブイ・シー事

件が大竹貿易事件の流れを汲み、公正処理基準

に関する新たな解釈を適用して、脱税経費の損

金性を否認したことは、一つの解釈として意義

あるものであったといえるだろうが、一方で租

税法律主義の観点から批判を浴びることにも

なった。平成 18 年度税制改正はそのような批

判を受けての改正ではないものの、結局は、理

論的解決ではなく、個別規定の新設により脱税

経費の損金性は否認されることとなった。

　このようにして、違法支出の一形態である脱

税経費の税務処理に関する問題は、実務的には

一応の解決をみているのであるが、実務的解決、

理論的解決がなされていない違法所得も多く、

違法支出の性質、支出形態別に検討することが

必要である。また、エス・ブイ・シー事件にみ

られるような公正処理基準に関する新たな解釈
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を適用する判例が近年増えているが、何をもっ

て公正処理基準と解するのか、判例の蓄積や理

論的解決が望まれるところである。


