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第1章

新寄付税制とNPO法改正の概要



何が変わるのか？
平成23年6月15日 NPO法改正案成立

平成23年6月22日 新寄付税制成立

① 所得税の税額控除制度の導入
② 認定NPO法人の認定要件の緩和
③ 地域において活動するNPO法人等の支援
（個人住民税）
④日本版プランドギビング税制の創設

① 活動分野の追加
② 所轄庁の変更
③ 認証制度の柔軟化・簡素化
④ 会計基準の導入 等

⑤ 認定制度をNPO法へ
⑥ 認定機関の移管
⑦ 仮認定制度の導入等
⇒ 新たな認定制度の創設



なぜ変える必要があるのか？

ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な
社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展
を促進し、もって公益の増進に寄与すること

NPO法の目的

行政の価値観に左右
されない多元的で自
由な活動を推進

情報公開制度を重
視し、市民監視に
より公益性を担保

寄付の促進のた
め、認定NPO法
人制度を導入

現状は、いずれも不充分
この3つの柱を強化するために、NPO法を改正し、
認定NPO法人制度をより使いやすいものにする



これまでの経緯

平成21年3月
NPO法人会計基準を民
間主導で策定するプロ
ジェクトが始まる

平成21年9月
民主党政権⇒新しい公共
「新しい公共の担い手を支える
環境を税制面から支援する」

市民公益税制PT

平成22年7月20日
NPO法人会計基準が
策定・公表

平成22年12月
平成23年度税制改正大綱に「市
民公益税制」が盛り込まれる



市民公益税制の内容

・所得税の税額控除制度
・認定NPO法人の認定
要件緩和 等

新たな認定制度の創設
・認定事務の地方移管
・仮認定制度の導入 等

税制改正（新寄付税制）
平成23年6月22日成立
平成23年6月30日～

NPO法を改正し、
認定NPO法人制
度をNPO法に組
み込む

従来のNPO法の改
正（会計基準を含
む）も同時に行う

NPO法改正
平成23年6月15日成立
平成24年4月～



第二章 新寄付税制
（平成23年6月30日～）

①所得税の税額控除制度の導入

②認定NPO法人の認定要件の緩和（新PST）

③地域において活動するNPO法人等の支援（個人住民税）

④日本版プランドギビング税制の創設



認定NPO法人制度とは？

NPO法人
法律に定める要件を満たしていれば設
立を認める認証主義

認定NPO法人
NPO法人のうち一定の要件を満たして
いると国税庁長官が認めた法人に様々
な税制上の優遇措置を与える



一定の要件とは？

① ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ（PST）をクリアしていること

② 活動の対象が会員などをメインとした共益的な活動
ではないこと

③ 運営組織及び経理について適正であること

④ 事業活動について、一定の要件を満たしていること

⑤ 情報公開が適正にされていること

⑥ 所轄庁へ事業報告書等が提出されていること

⑦ 法令違反、不正の行為等がないこと

⑧ 設立後1年を超える期間を経過してること

新たなPSTを導入すること等により①の要件
を満たしやすくした



税制上の優遇措置とは？

① 認定NPO法人に寄付をした個人が寄付金控除を受
けられる

② 認定NPO法人に寄付をした法人の損金算入限度額
の枠が拡大される

③ 認定NPO法人に対して寄付をした相続人の寄付を
した財産が相続税非課税になる

④ NPO法人自身が収益事業を行っている場合に、み
なし寄付金を受けることができる

所得税に税額控除方式を選択
できるようにすることで、
個人が寄付した場合の優遇を
強めた

条例指定NPO法人の創設な
ど、住民税の控除を受けや
すくした



パブリックサポートテスト（PST）

幅広く市民の支持を得ているかどうかのテスト

⇒認定ＮＰＯ法人になるための最大の関門

【従来のPSTの条件】
寄付金等収入金額
経常収入金額 ≧２０％

【問題点】
・計算が難しい
・目標にならない
・事業型のＮＰＯ法人がクリアできない



PSTの変更内容（その１）

PSTに、一定金額以上の寄付者の絶対数で判定
する新しい方式を導入し、現行制度との選択制
とする

＜注＞
・寄付者の数は、寄付者本人と生計を一にする者を含めて１人として判定
・その法人の役員である寄付者を除く

「各事業年度中の寄付金の額が3,000円以
上である寄付者の数が、年平均100人以上
であること」



PSTの変更内容（その２）

例えば、絶対値基準の年平均１００人以上の寄付
者を、地域の実情に合わせて５０人以上にするな
どが可能

都道府県、市区町村が、その域内に事務所を有す
るＮＰＯ法人のうち条例において個人住民税の寄
付金税額控除の対象として個別に指定したものは、
PSTの要件を満たすものとする



PST変更の理由

幅広い市民からの支持こそＮＰＯ法人の

正当性を示すもの

PSTを分かりやすくすることで、認定ＮＰＯ法
人制度を、ＮＰＯ法人にとって身近なものに
するため

100人以上の人から支持を得る組織を目指そう！



所得税の計算方法

収 入
△

必要経費
(給与所得控除額）

△
所得控除

（配偶者控除等）
×

税率 △
税額控除

（住宅借入金等
控除）

従来の
寄付金控除

寄付金の
税額控除

＝所得金額

=課税所得金額
＝算出税額

＝所得税額



税額控除の計算方法

収 入
△

必要経費
(給与所得控除額）

△
所得控除

（配偶者控除等）
×

税率 △
税額控除

（住宅借入金等
控除）

＝所得金額

=課税所得金額
＝算出税額

＝所得税額

（寄付金の額－2,000円）×40%＊
＊住民税と合わせて最大50%

引けるのは、所得税額の２５％が限度

寄付金の額は、総所得金額の４０％が限度



税額控除の意味

税額控除割合１００％
⇒実質的に国に税金を支払う代わりにＮＰＯに寄付をす
ることになる

税額控除割合 ５０％
⇒寄付がチャリティの精神に基づくものであることに留
意する

「新しい公共」の財源を民間と行政が折半する



新寄付税制の住民税への影響は？

所得税の所得控除or
税額控除(40%)

８つの要件を満たしている
ことを国税庁長官が認定し
た法人＝認定NPO法人に対
する寄付が受けられる

住民税の寄付金税額控除
（都道府県民税4%、市町村民税6%）

＜従来＞

認定NPO法人等に対する寄付のう
ち、地方自治体が条例指定したも
ののみ受けられる

＜新寄付税制＞

認定NPO法人以外のNPO法人
でも、地方自治体が個別に条
例指定すれば受けられる

＜新寄付税制＞
条例指定されたNPO
法人はPSTを免除し
て認定申請できる



日本版プランドギビングについて

＜日本版プランドギビング＝特定寄附信託＞

①公益社団、財団法人、認定NPO法人への寄付を目的とし
た信託（特定寄付信託）である

②信託財産を、信託契約期間の間、均等に認定NPO法人等
に寄付する

③信託財産の運用益も認定NPO法人等に寄付する

④ただし、元本の３０％を限度に本人に還元できる（これ
も契約期間で均等に還元）

⑤契約期間の途中で死亡した場合には、残りはすべて認定
NPO法人等に寄付する



寄付者 信託銀行 認定NPO法人等

2億円信託。20年間で認定NPO法人等へ寄付

毎年700万円を認定
NPO法人等へ寄付

毎年300万円を寄
付者へ（最大30%） 信託銀行のリス

トから寄付者が
自由に選べる。
途中で変更も可途中で寄付者がなく

なった場合には、全額
認定NPO法人等へ寄付

信託した財産の運用益を認定
NPO法人等へ

運用益（利子所得）
非課税

所得控除又は税
額控除

認定NPO法人等にとって、寄付者はもちろん、
信託銀行から信頼を得ることが重要になる



第3章 NPO法改正（従来のNPO法改正）
（平成24年4月1日～）

① 活動分野の追加

② 所轄庁の変更

③ 認証制度の柔軟化・簡素化

④ 信頼性向上のための措置（会計基準の導入等）



活動分野の追加

NPO法人の主たる活動内容

＜従来＞
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動、②社会教育の推進を図る活動、
③まちづくりの推進を図る活動、④学術、文化、芸術又はスポーツの振興
を図る活動 、⑤環境の保全を図る活動、⑥災害救援活動 、⑦地域安全活動、
⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動、⑨国際協力の活動、⑩男女共同
参画社会の形成の促進を図る活動、⑪子どもの健全育成を図る活動、⑫情
報化社会の発展を図る活動、⑬科学技術の振興を図る活動、⑭経済活動の
活性化を図る活動 、⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 、
⑯消費者の保護を図る活動、⑰前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の活動

＜新たに以下の3分野を追加＞
・ 観光の振興を図る活動
・ 農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動
・ 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は政令指定都市の条例で定める活動



所轄庁の変更
＜従来＞

１つの都道府県のみ
に事務所がある場合

＜内閣府所轄を廃止＞

2つ以上の都道府県に事務所がある場合には、主たる事務
所のある都道府県（又は政令指定都市）が所轄庁

都道府県（又は政令
指定都市）が所轄庁

２つ以上の都道府県
に事務所がある場合 内閣府が所轄庁



認証制度の柔軟化・簡素化(1)

① 認証審査期間の柔軟化

所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間が終了した日
から2カ月以内で都道府県又は政令指定都市の条例で定める
期間とすることができる。

② 社員総会の決議の省略

社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときは、社員総会の決議を省略することができる。

③ 理事の代表権の制限に関する登記

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することが
出来ないとの規定を削除する。あわせて、定款により理事の代
表権を制限した場合は、その旨を登記できるようにする。



認証制度の柔軟化・簡素化(2)
④ 定款変更の際の届出事項の拡大

定款変更の際に所轄庁への届出のみで認められるものに、以下の
ものを加える
・役員の定数
・会計に関する事項
・事業年度
・解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く）

⑤ 解散公告の簡素化

解散時における債権者への債権の申出の催告についての公告の回
数を、「3回以上」から「少なくとも1回」に簡素化する



信頼性向上のための措置
① 認証後未登記団体の認証の取消

設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6月を経
過しても設立の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認
証を取り消すことができるものとする。

② 収支計算書に係る改正

NPO法人が作成すべき会計書類のうち「収支計算書」を
「活動計算書」に改める（ただし、当分の間収支計算書を
提出することもできる） 等

③ 情報開示の充実

主たる事務所に加え、従たる事務所でも、原則として事業
報告書等の閲覧させなければならない 等



第4章 NPO法改正（認定NPO法人制度の改正）

（平成24年4月1日～）

① 認定NPO法人制度を税法からNPO法へ

② 認定機関を国税庁から認証を行う都道府県へ

③ 仮認定制度の導入

④ 段階的な監督規定の整備



認定制度を税法からNPO法へ

平成23年6月30日～
新寄付税制（租税特別措置法の改正）

24年4月1日～
認定NPO法人制度をNPO法へ組み入れる

従来の認定制度（新
PSTを含む）をその
ままNPO法へ

認定機関を国税庁
から都道府県へ

仮認定制度の
導入

新PSTの導入等 中間支援組織が認定NPO法人の
相談窓口になれるようになる



認定機関を国税庁から都道府県へ

国税局から調査が入
り、国税庁が認定

従来

認証をする都道府県又
は政令指定都市が認定

新認定法

認定制度をNPO法人にとって身近なものにする

認定相談や受付が簡易にできるようにする



仮認定制度
① ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻﾎﾟｰﾄﾃｽﾄ（PST）をクリアしていること

② 活動の対象が会員などをメインとした共益的な活動ではないこと

③ 運営組織及び経理について適正であること

④ 事業活動について、一定の要件を満たしていること

⑤ 情報公開が適正にされていること

⑥ 所轄庁へ事業報告書等が提出されていること

⑦ 法令違反、不正の行為等がないこと

⑧ 設立後1年を超える期間を経過してること

PSTをクリアしていな
くても認定を与える

原則

設立の日から5年を経過していない法人

法施行後3年間

5年を経過している法人も申請可



本認定と仮認定の違い

本認定 仮認定

要件 8つの要件をすべて満たしてい
る

PST以外の7つの要件を満たしている

有効期間 認定の日から5年間 仮認定の日から3年間

申請可能
な法人

すべてのNPO法人（ただし設
立後1年を超える期間を経過）

設立後5年以内の法人（ただし法施行
後3年間は5年を経過している法人も
可）

税制優遇 ①個人が寄付をした場合の寄
付金控除
②法人が寄付をした場合の損
金算入限度枠の拡大
③相続人が寄付をした場合の
非課税
④認定NPO法人自身のみなし
寄付金

①～②は本認定と同じ

③の相続税の非課税、④のみなし寄
付金は適用なし



みなし寄付金とは？

認定NPO法人等が収益事業に属する資産から収益事業以外の
事業のために支出した金額を、その収益事業に係る寄付金と
みなして、一定の金額まで損金に算入することを認める

＜従来＞
所得金額の20%が限度

＜24年4月1日以降＞
所得金額の50%又は200万円の
いずれか大きい金額が限度

みなし寄付金を受けられるのは本認定を受けている法人のみ
認定を受けていない法人、仮認定法人は適用なし



このスライドに疑問があったら

脇坂税務会計事務所 HP
http://waki.menebis.com/

NPO会計道（ブログ）
http://blog.canpan.info/waki/

http://waki.menebis.com/
http://blog.canpan.info/waki/
http://waki.menebis.com/�
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