
はじめに

公益法人制度改革関連法の一つとして成立した 一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律 （以下、 法人法 という）が、 年 月 日に公布され、 年 月 日から施行され

た。同法律の施行に伴い、中間法人法（以下、 法 という）は廃止され（ 一般社団法人及

び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律 （以下、 整備法 という） 条）、既存の中間法人

は、法人法に基づく一般社団法人に移行した。

今次の公益法人制度改革に際し、筆者はこれまで中間法人について、その 組織選択動

機、 （業務）類型別分布状況、 制度改革に伴う新たな組織選択、 中間法人格の得失に

対する認識の変化、 非営利法人内での税制及び社会的評価（序列）の位置づけの変化に係

る つの問題関心に基づき、 年度に予備的調査、 年度に中間法人全国実態調査（以下

全国調査 という）を行い、調査結果に基づく考察を重ねてきた ）。

本論は、これらの問題関心に連続するものとして、一般社団法人 ）について喚起された

以下の新たな問題関心に基づく。

第一に、前掲 から の延長線上として、一つは一般社団法人の設立状況と組織選択につ

いてである。中間法人や民法法人からの移行分のほか、新設分も含め、一般社団法人が数的

又は領域的にどのように変化していくか。共益、公益、営利補完の各志向性を有する団体の

うち、従来中間法人格の選択に至っていなかった団体は、一般社団法人ならばより多く参入

するか否か。また、公益志向型団体による一般社団法人と 法人との間での組織選択は
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どちらが優るか。二つ目に、従来中間法人格を活用して発現していた業務（類型）が、一般

社団法人への移行によって影響を受けるか、という点である。

第二に、前掲 の延長線上の問題関心として、一般社団法人の得失の評価についてであ

る。一般社団法人への移行によって中間法人のときのメリットが維持、助長され、逆にデメ

リットが解消、改善されるかどうか。

第三に、前掲 の延長線上として、一般社団法人の今次制度改革に対する評価についてで

ある。一つには一般社団法人のうちどの程度が公益認定を得ようとするか。二つ目に、社会

一般による各種法人の序列や階層についての意識や、一般社団法人に対する社会的評価がど

うなるか。

本論では、こうした問題関心について、いずれ全国の一般社団法人に対する広域的な調査

を通じて明らかにすることを課題としつつ、その調査に臨む視点等を検討するため、予備的

考察を行う。方法として、前掲の全国調査の結果及びそれらを手がかりとした考察からの発

展的な検討に加え、調査対象法人のうち名古屋圏の複数の法人当事者等へのインタビュー調

査結果を参照する ）。

中間法人の状況

設立推移

年 月の同法施行以来、 年 月 日の中間法人法廃止まで 年 ヵ月の間に、中間法

人は、 法人ほどの伸び率ではないものの漸増してきた。施行後満 年で総数約 件に

達し、全国調査結果に基づく筆者の前の論考の執筆時点（ 年夏）には 件を超えて

なお増加の途次にあった。月次の存続件数（設立件数 解散件数）の各年平均は、 年

件、 年 件、 年 件、 年 件、 年 件、 年 件、 年 件で推移し

た。累増のペースは、 年 月に改革 法が成立したこともあり、 年にやや鈍り、同年後

半からは解散件数が増加した。廃止直前の 年 月末までの中間法人の存続件数は、有限責

任中間法人が 件、無限責任中間法人が 件で、合計 法人が 月 日を迎えた
）。この間、設立件数の推移のみを見るならば、 件と優に 件を上回る活用状況を

見たのである。

全国調査結果の要約

調査の概要

筆者の 年度の全国調査では、 年 月末現在で 件以上の中間法人存続数の確認される

上位 法務局（東京、横浜、名古屋、大阪、神戸）の の本支局・出張所における 年 月

末までの登記確認に基づき、 法人（同時期の中間法人総数 法人の ％に相当）

を調査対象法人とした ）。
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）従って、前論考を引用、要約した部分（ 等）について、前稿（初谷［ ］、同［ ］）と一部
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中間法人の転生（初谷）

全国調査結果に基づく考察

上記の全国調査結果に基づく考察は、次のように要約することができる。

第一に、中間法人法立法の効果について、

（ ） 営利法人と公益法人の中間の空隙を埋め、共益団体の法人化に途を開いた点につ

いて、前掲の設立件数の推移に見られるように一定の成果はうかがえるものの、全国に存す

る共益団体の種類や数を考えれば、共益型中間法人数は少ない。

（ ） しかし、中間法人という類型は、民法法人や 法人のように専ら公益を目的

とするのではなく、共益を基本にしながら、民の立場で自由に公益事業の展開を希望する団

体にとっては、それなりに有意義なヴィークル（ ）として機能している。職域団体

（特定職能・資格者団体、業界団体等）や地縁的団体が法人として独立しつつ、当該職域や

地域全体で公益事業や社会貢献を展開する装置ともなっている。

（ ） 想定外の展開として、営利補完型、特に流動化取引特化型の著増がある。制度改

革に伴い、関係業界では 中間法人ストラクチャー に代わる、一般社団法人を用いたスト

ラクチャー組成が唱導されていた。

第二に、中間法人法廃止の影響については、

（ ） 含意としての 共益法人 範疇の消失が挙げられる ）。中間法人は、不特定多

数の主体の利益とされる 公益 と、特定の限られた主体の自己利益である 私益 （非公

益）とを中継する 共益 概念を体現する法人でもあった。その中間性ゆえに、共益を基礎

としながら、公益志向、非公益（私益）志向のいずれにも接近する可能性を有しており、調

査結果から析出された公益志向型や営利補完型の中間法人はそのあらわれであるといってよ

い。直截に公益法人や 法人を選択するのではなく、むしろ進んで中間法人を組織選択

した公益志向型の中間法人の例（後掲）からは、こうした中間性に対する積極的な評価も看

て取れる。一般社団法人は、公益事業、共益的事業、収益事業のいずれを行うことも可能で

あるが、 一般 という呼称に転じたことによって、 共益法人 の範疇としての含意は失わ

れ、共益という中間性に積極的な価値を見出していた中間法人群は、他と区別されることの

ない 一般社団法人 の中に埋没することになる ）。

（ ） 二つ目に、上記のことと対をなすが、 民間の担う公益 という理念が、 公益

を 非公益 （私益）と対比させて上位に置く二元論的な段階思考によって矮小化される傾

向が生じることが懸念される。公益認定制度で認定される 公益 は、民間の公益目的事業

の実施を促進するために、税制と連動して差別化される 公益 である。それが 民間の担

う公益 の全てではなく、同視されるべきものではない。近年公共経営学で論じられる 新

）全国調査結果の詳細については、初谷［ ］、同［ ］参照。
）中間法人法の立法過程では、新たな 非営利・非公益 法人類型の命名について、当初 共同法人（仮
称） が用いられていたが、 営利法人と公益法人の中間であり、親しみのある呼称を用いるのが適当 と
の法相の指摘もあり 中間法人 となった 。初谷［ ］参照。ここにいう 営利法人と公益法人の中
間 とは、［営利・非公益］法人と［非営利・公益］法人の中間 としての［非営利・非公益］というこ
とであり、 営利・非営利を分ける軸 と 公益・非公益を分ける軸 各々における中間性を意味する。
なお、非営利法人の中での中間法人の定位に係る議論として、関［ ］、能見［ ］、同［ ］等

参照。
）但し、平成 年度税制改正では、税制面に限られるが、収益事業課税の対象となる 非営利型法人 の
一類型として共益的な非営利型法人が設けられた（法人税法 条 号の イ）。本文でも後述。



しい公共 に通じる広義の公益志向と、公益認定制度で認定される公益への志向とは必ずし

も同一ではない。前者は後者を包含、包摂するが、その逆ではない。

第三に、非営利法人の中での一般社団法人の占める位置に対する社会的評価について、

（ ） 改革三法の施行後、一般社団法人は、税制と連動した公益認定制度と、数におい

て勝る旧・民法法人群の根強い 公益認定 志向のために、 一般」と冠せられても、公益・

非公益二元論的な段階思考から、 公益に達し得ない存在 （公益未達）、 公益にあらざる存

在 （非公益）とみなされる可能性がある。

しかし、新たな一般社団法人群には、中間法人がそうであったように、 共益活動を主軸

に置く法人、 高い公益志向性を有し公益事業も展開するが、 法人や新公益法人と異

なり、官との関係の淡白さや自由を選好して公益認定を望まない法人、さらに 非営利法人

でありつつ営利補完活動を続ける法人などが多数含まれることになろう。こうした法人群

は、公益社団法人を目指さなくとも、「一般」でありつつ公益志向であることや、場合により

営利補完を行うことも、 公共 を担う多元的な 民 を構成する存在として意義がある。

一律に 公益未達あるいは非公益な法人 として低く評価したり軽視することのないよう注

意する必要がある。

（ ） 従ってまた、公益認定制度は、さまざまな一般社団法人の多様な公益への関心や

意欲を統制したり、萎縮、阻喪、或いは反動させるような逆機能を帯びることのないよう、

運用されなければならない。

以上の考察を踏まえ、一般社団法人に対する問題関心に基づく検討を進める前提として、

次に、中間法人と一般社団法人の異同に目を転じたい。

新たな公益法人制度と中間法人

中間法人の転生

法務省によれば、中間法人（法）の廃止理由は次のように説明されている。

一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人は、準則主義によって設立される剰余金

の分配を目的としない社団法人であって、公益的な活動だけでなく、社員に共通する利益を

図るための活動その他幅広い活動をすることが可能であり、その行い得る事業に格別の制限

は設けられていないこと、 中間法人法に基づく中間法人は、準則主義によって設立される

剰余金の分配を目的としない社団法人であって、社員に共通する利益を図ることを目的とす

る法人であること、 したがって、中間法人制度は、剰余金の分配を目的としない社団につ

いてのより一般的な法人制度である一般社団法人制度に包摂される関係となること ）。

この説明は、中間法人と一般社団法人の設立主義の同一性に加え、目的のカタログについ

て前者が後者の部分集合に相当することをもって、より一般的な概念に 包摂 される関係

にあるとしたものに過ぎない。 包摂 の語義は ある概念をより一般的な概念の中に取り
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）法務省民事局 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止につい
て 。



中間法人の転生（初谷）

入れること であるが、中間法人の特性や組織の規律などが、すべてにわたり一般社団法人

と同一であるから 包摂 され廃止されたわけではないことに注意する必要がある。一般社

団法人は、中間法人と比較すると、いろいろな点で相違がある。

中間法人と一般社団法人との異同

中間法人と一般社団法人との異同を、法制、税制両面から見てみよう。

第一に、法制面での異同は、有限責任中間法人と無限責任中間法人の 類型の区分がなく

なったことはもとより、 目的、 解散・清算、 合併、 公告方法、 機関、 計算、

基金、 登記事項の諸点に見られる ）。 は、有限責任中間法人、無限責任中間法人

の間で大きな差異がなく、中間法人として一体的に一般社団法人と対比される点であり、

は、両者間に差異があったため、それぞれが一般社団法人と対比される点である。本論

では紙幅の関係上、このうち目的、機関、基金について見る。

目 的

中間法人は、 社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配す

ることを目的としない社団 であった（法 条 号）。一方、一般社団法人は、 社員に共通

する利益を図ること を目的とすることは法律上必須のこととはされていない。つまり、共

益性をうたう必要がない。剰余金や残余財産の社員への分配については、定款で社員に権限

を付与する定めは効力を有しないが、一般社団法人が社員総会の決議で残余財産を社員に分

配することは禁止されていない（法人法 条 項）。既存の中間法人は、施行日以降、その

目的を変更して、例えば、共益目的を削除したり、収益事業又は公益事業を目的に追加し、

収益事業又は公益事業のみを行うようにすることができる。

機 関

機関については、大きな変化が見られる。有限責任中間法人では、理事（法 条）、監事

（法 条）が必置機関とされていたが、無限責任中間法人では法定されていなかった。一般

社団法人では、理事は必置機関であるが（法人法 条 項）、監事は任意設置機関である。

また、理事会及び会計監査人も任意設置できる機関として法定されており（法人法 条

項）、機関設計の組み合わせとして 通りの形態が可能である ）。そして、法人法では、理

事会や監事の設置の有無により規律が異なる場合がある（例えば、社員総会の権限、競業及

び理事会設置一般社団法人との取引等の制限（法人法 条））。

基 金

基金についての定めも大きな変更点である。有限責任中間法人では、最低基金総額の規定

により、成立時の基金総額は、 万円を下回ってはならないものとされた（法 条）。債権

者保護のために財産的充実を図る必要があり、有限会社の最低資本金の定め（旧有限会社法

）両者の異同については、澁谷、野上［ ］、 頁の整理を参照し、本論に必要な補筆を行った。
）有限責任中間法人が、一般社団法人に移行後直ちに公益社団法人を目指すときは、公益認定の基準に合
わせるために、理事会を置く必要がある（認定法 条 号ハ）。



条）と整合性が図られたものである ）。基金総額は定款の記載事項（法 条 項 号）

であり、登記事項（法 条 項 号）とされた。また、損失てん補準備金積み立てに係る規

定が設けられていた（法 条）。法人法では、基金は任意のものであり（同法 条）、最低

基金総額制度は廃止され、基金総額は定款記載事項等ではなく、損失てん補準備金積み立て

に係る規定も無い。

第二に、税制面では、法人税法は、中間法人について特別の規定を置かず、公共法人、公

益法人等、協同組合等に該当しないことから普通法人と同様とされ、中間法人の全収益を対

象に課税されるいわゆる 普通法人並み課税 とされていた ）。一般社団法人には、そのう

ち、 非営利性が徹底されたもの（以下、公益的非営利型法人という）、 共益的活動を目

的とするもの（以下、共益的非営利型法人という）について、公益社団法人と同じく、所定

の収益事業以外の収入は法人税が非課税となるいわゆる 収益事業課税 が適用される（改

正後の法人税法 条 号の イ、ロ） ）。

共益的非営利型法人は、公益的非営利型法人と異なり、剰余金や残余財産の分配を行わな

いことを自主的、積極的に定款に定めることまで求められないが、剰余金の分配については

消極的に定款に定めがないことが求められる。残余財産については、社員総会の決議によっ

て残余財産を社員に分配することが許容されており、非営利性は徹底されていない ）。これ

らの 非営利型法人 は、公益社団・財団法人を 階、一般社団・財団法人を 階と見立て

る表現に倣えば、いわゆる 階 （あるいは 中二階 、 踊り場 ）に相当する範疇を設

ける措置といってよい。

以上のように、中間法人と一般社団法人はいろいろな差異があり、上記の法制上の目的設

定、機関設計、基金等における相違点や、税制上の非営利型の有無に係る点などは、公益を

担う民間主体として活動する上でのヴィークルとしての利便性や、当該法人と取引関係を持

つ利害関係者の保護に関して影響を与えるものと考えられる。

中間法人から移行した一般社団法人の課題

中間法人から一般社団法人への移行に当たり変化した諸点を踏まえた上で、本章では、

はじめに で述べた一般社団法人に対する問題関心に基づき、 で要約した考察の延

長線上に、具体的事例を通じて観察、把握される点を順に述べる。

一般社団法人の設立状況と組織選択（問題関心 ）

第一に、前掲 から の延長線上として、一つは一般社団法人の設立状況と組織選択につ
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）更田、池田［ ］、 頁。
）能見、出塚、中川［ ］、 頁。
）非営利型法人の設定について、金子［ ］参照。なお、 公益的非営利型法人、 共益的非営利型法
人 類型の呼称については同論に従った。なお、特例無限責任中間法人は 非営利型法人 には該当しな
いこととされている（所得税法等の一部を改正する法律附則 条 項）。
）田中、井田［ ］、 頁。
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いてである。 では中間法人の設立推移を見たが、一般社団・財団法人の設立件数につい

ては、法務省内において各法務局から報告を受けて順次集計されている。 年 月、同省に

集計状況を照会の上、同時点で集計結果のまとまっていた平成 年 月分を開示請求した結

果、設立登記の全国総数は、一般社団法人が 件、一般財団法人が 件であった ）。

本論では特に名古屋法務局の管内を取り上げて調査対象とし、一般社団法人への移行、設

立の状況を見ることとした ）。

有限責任中間法人は、改革 法施行日に自動的に一般社団法人に移行するため、旧有限責

任中間法人としての登記は、一般社団法人の登記とみなされる（整備法 条 項）。ただ

し、一般社団法人に名称の変更を行った場合（整備法 条 項）には、その旨の登記をする

必要があり、役員変更の有無に関わらず、登記事項のうち 理事の氏名及び住所 は 理事

の氏名 に、 代表すべき理事の氏名 は 代表理事の氏名及び住所 に、 監事の氏名及び

住所 は 監事の氏名 に変更する必要がある（整備法 条 項）。無限責任中間法人は、

施行日から一般社団法人への移行手続を行うまでの間は、旧中間法人法の適用を受ける特例

無限責任中間法人となるが、移行手続が終了したときに、当該特例無限責任中間法人の解散

登記をし、移行後の一般社団法人について設立登記をする必要がある（整備法 条 項）。

これらの登記後は、一般社団法人として、法人法の適用を受けることになる。以上より、施

行日以降、名称変更した旧有限責任中間法人については名称変更の登記、移行手続の完了し

た無限責任中間法人についてはその解散登記と移行後の一般社団法人の設立登記がなされる

が、一般社団法人の設立登記については、人格なき社団等から新たに一般社団法人成りした

法人のものと区別する必要がある。

改革 法施行から カ月半経過した 年 月、名古屋法務局に対する情報開示請求の結果

把握した集計情報によると、 年 月 日時点での、旧有限責任中間法人から一般社団法

人への名称変更は 件、一般社団法人の設立登記件数は 件であった。新規設立 件には、

既存の旧無限責任中間法人の解散による新規設立は含まれていなかった。

次に、組織選択について述べる。公益法人制度改革の結果、中間法人が新たな組織選択問

題に直面するか否か。中間法人が設立時において組織選択の検討対象としたのは、ケイマン

法人、社団法人、 法人の順に多く、これを類型別に見ると、共益型は 法人、公

益志向型は社団法人、営利補完型とくに流動化取引特化型はケイマン法人との比較が最多で

あった ）。この全国調査結果を踏まえると、公益志向型中間法人は、いわゆる 階の公益

的非営利型法人を、共益型中間法人は 階の共益的非営利型法人を、営利補完型中間法人

はいわゆる 階の一般社団法人をそれぞれ優先して組織選択することが予想される。ただ、

法施行後 カ月半の調査では未だ設立件数も少なく、今後の一般社団法人の増勢を見守りつ

つ、例えば、旧有限責任中間法人が、法施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集

される定時社員総会の終結時までに名称を変更する定款変更を行う必要があることから、相

当数の有限責任中間法人で社員総会が開催された後など、然るべき時点で、その組織選択動

）平成 年登記統計集計結果表の 表及び 表による。
）名古屋法務局管内を選択したのは、全国調査結果からも、同管内には比較的多様な業務類型の中間法人
が存在していること、また後述するように、民間主体による中間法人に係る情報提供活動が唯一継続的に
行われていたことに注目したことによる。



向を把握することが考えられる。

中間法人の業務（類型）に与える影響（問題関心 ）

二つ目に、従来中間法人格を活用して発現していた業務（類型）が、一般社団法人への移

行によって影響を受けるか、という点である。全国調査結果によると、中間法人の 類型別

の分布状況について、調査対象法人の類型別比率は 共益型 公益志向型 営利補完型

と、営利補完型のシェアが 割を超え、特に専ら流動化取引において 中間法人

ストラクチャー を担う法人が多数に上った。次いで、公益志向型が 割で続き、共益型は

割に留まった ）。

一般社団法人への移行により、中間法人で見られた業務類型の分布状況からの変化（業務

類型そのものの追加、修正につながる動き）として想定される次のような問題がある。

一つには、中間法人のときのように、共益を基本（基礎）とする共益法人としての目的を

掲げなくともよくなったことが、中間法人のときには少なかった共益型法人をさらに減少さ

せ、公益志向あるいは営利補完に徹する（中間法人から移行した）一般社団法人の増加を促

すかどうかという点である。この点は、中間法人のときには参入しなかった共益団体が、一

般社団法人であれば税制優遇のある 階が誘因となって新たな共益的非営利型法人として

増加するかという関心と合わせ、一般社団法人における 共益型 のシェアとその業務類型

の変化として、関心が持たれるところである。

二つには、営利補完型の大多数を占める流動化取引特化型の場合、関連業界では、有限責

任中間法人を発起人として （ ）を設立し、この として有

限会社を利用する従来の中間法人ストラクチャーは、有限責任中間法人に代えて一般社団法

人を、有限会社に代えて合同会社を各々利用することにより、これまで同様倒産隔離を実現

できるとする見解が示されている ）。そのとおり推移すれば、流動化取引特化型の活用は、

従前どおりあるいは従前以上に活発になることが予想され、確認する必要があろう。
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）ケイマン法人（ ）について、藤瀬［ ］、 頁、 頁参照。
また、改革に伴う一般社団法人への移行への賛否については、 どちらともいえない とする法人が

割以上を占める。賛成する法人は ％に留まるが、その理由は、 通用性が高まる 、 社会的信
用が高まる 免税措置が講じられる可能性がある 、 一般社団法人という名称を使える の順
である。逆に、反対する法人は ％に過ぎないが、その理由は、 共益活動あるいは非営利・非公益
活動を行う団体のための法人格としての位置付けがあいまいになる 、 商号変更等のため諸費用がか
かる 、 社会的信用が低下する の順であった。一方、一般社団法人以外への変更希望もまた少な
い。大半は、一般社団法人に気乗りはしないが、それに代わりうる受け皿を見出していなかった。
中間法人や民法法人からの移行分のほか、新設分も含め、一般社団法人が数的又は領域的にどのように

変化していくか。共益、公益、営利補完の各志向性を有する団体のうち、従来中間法人格の選択による法
人化に至っていなかった団体は、一般社団法人ならばより多く参入するか否か。また、公益志向型団体に
よる一般社団法人と 法人との間での組織選択はどちらが優るか。後者の点は、今後の公益認定実績
によっても左右されよう。
）類型別に各上位 位の業務類型を見ると、まず共益型は、 職域団体 （特定の業界に属する法人等の
集合する団体）、 職域団体 （特定の職能や資格を持つ個人の集合する団体）、 職域団体 （特定の種
類の法人の集合する団体）、 互助・共済団体、 地縁的団体 の順、公益志向型は、 学術の振興、 公
正・自由な経済活動の機会確保・促進・活性化による国民生活の安定向上、 高齢者の福祉の増進、 文
化・芸術の振興、 公衆衛生の向上（保健・医療の増進） の順、営利補完型は、 不動産流動化、 資
産流動化、 債権流動化、 地域金融機能高度化、 起業支援・経営革新 の順となっている。
）藤瀬［ ］、第 編第 章（ 頁）、同第 章（ 頁）同第 章（ 頁）参照。
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一般社団法人の得失の評価（問題関心 ）

第二に、前掲 の延長線上の問題関心として、一般社団法人の得失の評価についてであ

る。一般社団法人への移行によって中間法人のときのメリットが維持、助長され、デメリッ

トが解消、改善されるかどうか ）。

中間法人のメリットは維持、助長されるか

まず、中間法人のメリットが維持、助長されるか否かについてである。第一に、権利義務

関係の明確化のほか、収益事業の自由度や、残余財産の配分が可能な点をメリットとして捉

えていた中間法人の一般社団法人への移行事例を見てみよう。

【事例 】 一般社団法人（旧有限責任中間法人）

法人は、 映画の普及及び発展と良好な映像文化の形成 を目的とし、 ．映画劇場そ

の他娯楽施設の運営、 ．映画の製作並びにその請負又は受託、 ．映画の売買及び賃貸

借、 ．映画の企画、製作及びその請負、 ．書籍雑誌の出版及び販売 等の事業を行って

いる。業務類型としては、 文化・芸術の振興 に該当する ）。代表の 氏は、 年から

大学映研の自主上映を始め、 年には同法人の前身となったミニシアターを発足させた。発

足以降、動員数の少ないアート系の映画上映館としては名古屋で唯一という存在意義を担っ

てきたが、シネコンの増加により客足も低下し、然るべき規模の施設、設備を備えることを

年来の課題としてきた。任意団体では代表者に全責任がかかる負担感も強く、 年前、映画

館として有望な施設貸借案件の浮上に伴い、契約主体として法人格取得が必要となり、法人

化の具体的な検討に入った。利益を出すことや利益配当を目的としないことから、まず株式

会社を選択肢から外し、解散時の残余財産分配ができないことから 法人も選択肢から

外したという。公認会計士とも相談の結果、 この事業形態に最も適う組織として、積極的

に有限責任中間法人を選び、設立した 。その後、貸借対象として俎上に上った施設は、興

行場として具備すべき物理的条件に難があり、不調におわったものの、引き続き懸案として

取り組んでいる。

氏は、 中間法人も、法制定当初から 法人のように積極的にその利用価値を し

ていれば、もっと利用者は増えていたのではないか という。この認識を前提に、 中間法

）全国調査では、中間法人のメリットについて 、デメリットについて つの選択肢を挙げた。メリット
は、大きく分けると、設立の容易さ、個人と団体との権利義務関係の明確化（法人名義での預金口座開
設、不動産取引、財産管理、法人財産・社員財産の保護）、社会的信用（名望）の増加、資金調達のしや
すさ、共益活動を法人事業の中心に置くこと、官公庁の指導・関与の回避 の 項目で、一方、デメリッ
トは、通用性の低さ、社会的信用（名望）の低さ、普通法人並み課税、公益活動をしていても公益性があ
ると評価されない点など 項目としていた。調査結果から、中間法人格取得により、メリットとしては設
立の容易性、社会的信用（名望）の増加、権利義務関係の明確化が、デメリットとしては普通法人並み課
税、通用性の低さ、公益性ありと評価されない点が、それぞれ上位 位を占めた。
中間法人の設立を考えた時（選択動機）と、実際に中間法人格を取得した後との、中間法人格のメリッ

トについての認識の変化を見ると、中間法人設立検討時の 社会的信用（名望）増加（期待） が、設立
後には 設立の容易性 より順位が後退する点、デメリットについて設立後に 普通法人並み課税 、 通
用性の低さ 、 公益性ありと評価されない点 が挙げられる点に、当事者の不満、もどかしさがみられ、
共益型、公益志向型に 普通法人並み課税 への反発、改善希望が高いことがわかった。
）定款の目的欄の記述を基準とする。なお、業務類型を複数選択するとすれば、同法人の成り立ちから
（共益的な）同好会 （ 氏）としての性格も有する。



人の知名度が低かった ことを踏まえると 一般社団法人への移行は歓迎でき 、 解散時の

残余財産の処分ができる一般社団法人は、不特定多数から資金を集める文化活動を機動的に

運営するには適している と述べる ）。

第二に、政府セクターとの淡白な関係についてである。全国調査からは、中間法人につ

き、設立、運営において政府セクターからの関与や介入を回避でき、淡白な関係にとどめる

ことができることをメリットとして選好する面が見られた。その点、一般社団法人では、設

立は準則主義によるものの、民法法人からの移行認可の場合や、今後の公益認定の中で、事

例によっては国や各都道府県との関係に濃淡の差異が生じてくるものと予想される ）。

ここでは、政府セクターと一定の距離を置いた活動を展開してきた中間法人の事例を見て

みよう。

【事例 】 一般社団法人（旧有限責任中間法人）

法人は、 ．公害被害患者と家族が互いに励まし合い、助け合い、よい医療を要求す

るための諸活動の推進、 ．公害を無くし、公害被害に対する完全な救済制度の確立をする

ための諸活動の推進、 ．公害患者の生きる権利、命と暮らしを守るための諸活動の推進

等を目的とし、その 目的を達成するために必要な事業 を展開している。任意団体であっ

た時からの活動歴としては既に 年を数える同法人は、 年前に終結した公害裁判の結果取

得した損害賠償金を保持、運用し、高齢化の進む喘息患者とその家族の健康回復支援活動な

どを行う活動主体として、有限責任中間法人を選択したものである。

代表者によれば、今次制度改革における中間法人の立場、取り扱い等については、全国調

査に回答したことが認知の契機となり、その後関心を強め得たとして、中間法人への関心と

それに基づく調査研究に対して謝意が述べられた。来年度当初の社員総会で定款変更を予定

しているが、収益事業が何もなく、経済的に自立した運動型 として活動を継続してい

く上で、中間法人から一般社団法人への移行による 不都合は何もない とする ）。

これは、中間法人格を選択していた運動型 が一般社団法人へ移行した例であるが、

今回のインタビュー調査対象法人（事例 ）には、行政との協働志向の中間法人が一般

社団法人へ移行した例は含まれていない。協働志向の中間法人が一般社団法人に移行したこ

とにより、政府セクターからの関与がどのように変化するかは、 法人のような運動型とは

異なった様相を見せる可能性があり、今後、該当する事例について調査、確認する必要があ

るだろう ）。
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） 法人代表者に対するインタビュー調査（ 年 月）による。
）公益認定等委員会事務局の構成から見て、一般社団・財団法人が、公益認定を受ける段階で、結局は旧
主務官庁の影響力から完全には脱し切れない可能性が残ることを指摘するものとして、川北［ ］、
頁。
） 法人代表者に対するヒアリング（ 年 月）による。
）インタビュー調査対象のうち、行政との協働型と見られる後掲の 法人は、旧社団法人の支部を一般社
団法人化させた事例である。そもそも自治体 政策の問題として、中間法人は 法人のように協働
対象としての認知度が低かったことも、協働型の中間法人が乏しい所以ではないかと考えられる。自治体

政策と中間法人について、初谷［ ］参照。
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中間法人のデメリットは解消、改善されるか

次に、中間法人のデメリットが解消、改善されるか否かについてである。

デメリットとして最も反発の強かった 普通法人並み課税 は、平成 年度税制改正で収

益事業のみ課税の 非営利型法人 （前掲のいわゆる 階 の範疇）として 類型（公益

的非営利型法人と共益的非営利型法人）を認める対応が図られた。この措置は、どのように

受け止められているだろうか。【事例 】を見てみよう。

【事例 】 一般社団法人（旧有限責任中間法人）

法人は、 年に前身の人格なき社団（機構）を設立し、当初は民法法人設立を目指す

も、財政基盤、公益性（不特定多数性）の評価等のハードルが高く断念した。しかし、 非

営利でありつつ、仕組みの中で財政基盤を残す 意図から、中間法人を組織選択し、 年に

疾病に関する診断、治療そして予防の多国間共同研究を発展させ、並びにその研究者相互

の協力の促進を図り、もってわが国の臨床科学の発展並びに医療の向上に寄与すること を

目的とし、 日本・多国間臨床研究の立案、企画と実施、 日本および他国の研究者なら

びに研究組織との連絡および研究協力の促進、 医薬品の研究開発に関するコンサルタント

業務 ） 等を行う有限責任中間法人に組織変更している。人格なき社団のときに蓄積した資

産を中間法人に引き継いだことから、中間法人設立時に改めて個人の拠出は受けていない。

中間法人は残余財産の分配が自由であり、 中間法人として蓄積されていくものを、次に、

その目的を実現できる組織へ渡す（継承する）ことができる との思いも、中間法人を積極

的に選択した理由の つとなっている。

一般社団法人への移行に当たり、共益的非営利型法人を選択した。中間法人の定款で非営

利型法人の要件確認を行ったところ、公益的非営利型法人に必要とされる 残余財産の帰属

先に関する定款の積極的記載 が無く、共益的非営利型法人に必要とされる 特定の個人又

は団体への剰余金分配の権利付与の定めがないこと を充たしたことによる。

事業予算はすべて民間企業からの寄附金で賄っているが、中間法人のときは、普通法人

並み課税により単年度の税務申告が求められ、仮に年度後半に相当額の寄附金収入があって

も、当該年度内に使い切れないと寄附金は全額 売上 として課税されていた。その結果、

企業から寄附金を仰ぐ際に提示していた法人年度予算に比して、実際に使える金額が大幅に

減額されてしまうというのが実情であった という。事業内容も、 各年度の臨床試験数は

異なり、各試験の始期・終期や継続期間もまちまちであるなど、経費発生の時期と金額が事

前にはなかなか想定しがたい 、 一般社団法人化して、非営利型法人として認められ、企業

からの寄附金については申告義務がなくなり、次年度も継続して有効に活用できるように

なったことは、従来のデメリットの大幅な改善として評価できる との意見が聴かれた。中

間法人のとき、企業からは、税制上の優遇措置に該当しないため寄附金を出しにくいとの声

が寄せられており、一般社団法人化によっても同様であるため、将来の公益認定を希望して

いる ）。

）その他、 臨床検査業務、 医療情報の収集、分析ならびに提供、 医療、介護、保健衛生に関するコ
ンサルタント業務、 医学関係研究団体の研究会開催企画・支援業務、 医学関係研究団体・経理等の支
援業務、 会誌その他出版物の編集、発行等を事業として挙げている。



一般社団法人の今次制度改革に対する評価 （問題関心 ）

第三に、前掲 の延長線上として、一般社団法人の今次制度改革に対する評価についてで

ある。全国調査結果では、普通法人並み課税が回答法人全体のデメリットの認識の首位に挙

げられ、 専ら会員のために共益的事業活動を行う非営利法人 の会費非課税の実現への期

待はきわめて大きかった。この点、税制上対応が図られたことは上述のとおりである。

次に、 非営利法人の範疇内での社会的評価の序列 については、中間法人は社会的評価

の向上という点では期待ほどのものではなかったとの認識から、一般社団法人への移行によ

る評価の高まりを期待する向きは多いものの、一部には逆に、民法法人との統合によって中

間法人のときよりさらに評価が下がると懸念する回答もあった。ここでは、今次制度改革を

契機として、民法法人の一部を新規に一般社団法人として独立させた【事例 】により、一

般社団法人の今次制度改革に対する意見の一例を見てみよう。

【事例 】 一般社団法人

法人は、 溶接・接合に関する調査研究、技術の向上及び普及に係る施策の推進等を行

うことにより、溶接・接合関連産業の健全な発展を図り、もって産業の振興に寄与するこ

と を目的とし、溶接・接合に関する 調査研究、 普及及び啓発、 人材の育成、 官公

庁、国内外の学協会及び研究機関等との交流及び協力等を行っている。 年に設立された

全国組織の社団法人日本溶接協会が、 年、溶接工技量検定の 制定を機に都道府県単位

に順次支部設置を進めた ）。 年の改革 法成立を受けて、本部・支部の法人格の明確化

と、支部の法人格取得による の溶接技術検定試験等の指定機関（受験申請、資格更新等

の窓口）への移行を図った。同協会の愛知県支部では、 年に本部より みなし法人の是

正 の指摘を受けて、県と社団法人化に向けた協議を進めていたところ、改革 法成立によ

り、社団法人を設立しても、 年 月に特例民法法人に移行することから、むしろ直截に一

般社団法人化した上で、公益社団法人を目指すこととした。支部役員 名が設立発起人と

なって役員会を開き、定款を作成して認証を受け、 月上旬に登記を申請、受理されて設立

した。 月下旬に支部会員で臨時総会を開催し、定款の確認、役員の認証、登記変更の決議

を行い、 月に設立総会を開催した。理事会設置型の一般社団法人とし、役員は従来の大企

業中心から中小企業にも拡大し、学識経験者も加えて再編成した ）。同協会の他支部の業務

内容はさまざまであり、各支部が平素交流のある各都道府県商工経済担当部局との関係の深

浅によって、法人格取得への取組みもまちまちである。一般社団法人（公益的非営利型法

人）化へ先駆けた 法人は、同様の検討を進める全国の支部に対する情報提供や助言も行っ

ている。

さらに今後の問題関心として、こうした一般社団法人のうちどの程度が公益認定を得よう

とするかという問題がある。前掲の 法人では、社員間での公益認定への希望は強いが、

ハードルは高く、当面は公益認定状況を見守るとのことであった。 法人の場合は、新たに
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） 法人事務局担当者へのインタビュー調査（ 年 月）による。
） 年までに都道府県単位で 支部が設立され、支部の 割が、独立採算で独自の役員組織を持つな
ど、みなし法人として活動してきた。
） 法人専務理事事務局長へのインタビュー調査（ 年 月）による。



中間法人の転生（初谷）

工業高校生対象の溶接コンクール事業、 教職員向けのものづくり講習会、 メタルアー

ト展、 中小企業向けの労働省技能検定講座（名古屋市との協働事業 ものづくりカレッ

ジ の一環）等を開始するなど、将来の公益認定に向けた取り組みも積極的に行っている。

公益法人制度改革に対しては、 一般社団法人制度の導入により、従来法人格を取得せず

潜在していた諸団体を顕在化させ浮かび上がらせる効果、 今後、一般社団法人に対する税

務調査、査察の実績を踏まえて、宗教法人や学校法人など財政の豊かな法人類型に対する税

務当局の関心の強化、 公益認定については、規制志向にならないよう、早めに良い認定事

例が重ねられていくことへの期待─等の意見が示された ）。

一般社団法人の可能性

全国調査結果に基づき考察した前掲の内容（ ）に続けて、今後の一般社団法人を対

象とする広域的調査の観点、ポイントとして、次のような諸点を指摘しておきたい。

共益法人としての存在意義

第一に、 中間法人の立法効果 で見た、（ ）共益型が少ないこと、 中間法人法廃止の

影響 で見た、（ ） 共益法人 の範疇の消失、という 点に連なる視点として、新制度

下で 共益法人 に対する認識が変化するのではないかという点である。

一つには、これまで中間法人は 共益法人 を一般的に範疇化したものとして捉えられて

いたところ、中間法人法の廃止によりその範疇は消失し、代わって、税制上の非営利型法人

の中の 類型として共益的非営利型法人が設けられ、 要件が公式化された。筆者は前稿

で、公益認定法上の 公益 があくまで 民間が担う公益 の一部に過ぎないことを指摘し

たが、同様に、税制上設けられた共益的非営利型法人は、収益事業課税の対象として認め得

る共益法人の要件が明定されたものであり、あくまで共益法人の一部に過ぎない。したがっ

て、ここでも、税制上の共益型でなければ共益法人ではないといった誤解や概念の狭隘化が

生じないように注意しなければならない。この点について、法人当事者の意識変化の有無を

確認することが必要と考えられる。

二つ目に、上記のような注意を前提とした上で、この税制上の措置が、 従来、中間法人

格を活用した法人化を見合わせていた共益型の人格なき社団群に対しては、一般社団法人化

を促す誘因として、また、 共益志向の一般社団法人に対しては、税制上の共益的非営利型

法人の要件に自らの組織を適合させようとする誘因として、どの程度機能するかを観察する

ことが考えられる。

市民公益活動のヴィークルとしての存在意義

第二に、 中間法人の立法効果 で見た、（ ）公益志向型のヴィークルとして一定の意

義を有していたこと、 一般社団法人に対する社会的評価 で見た、（ ）公益認定の運用

）同上。



について注意を喚起したこと、という 点に連なる視点として、新制度下で、一般社団法人

が市民公益活動のヴィークルとして、どの程度機能するかという視点がある。

一つには、公益認定により公益社団法人となる可能性が開かれたことが、 従来、中間法

人格を活用した法人化を見合わせていた公益志向型の人格なき社団群に対しては、一般社団

法人化を促す誘因として、また、 公益志向の一般社団法人に対しては、公益認定要件に自

らの組織を適合させようとする誘因として、どの程度機能するかを観察することが考えられ

る。

二つ目には、市民公益活動のヴィークルとして、 法人との間での組織選択の動向に

関心が持たれる。近年、市民公益活動を巡り、営利と非営利のボーダーレス化や、事業型

や社会志向型企業などの社会的企業（ソーシャル・エンタープライズ）の増勢が観察

され、さまざまに論じられつつある ）。収益事業の併用や、非営利のビジネスモデル構築に

対する関心の高まりは、一般社団法人と 法人の間でどのような選択行動を促すか。今

後、法人法との対比の中で 法（ 法人）をどのように評価し取り扱うべきかとの

議論にも影響を与える問題として注視される。

三つ目には、ローカル・ガバナンスの中で、自治体 政策に変化が見られるかという

点である。筆者は先に、政策対象を 法人やボランティア団体に傾斜させた現在の自治

体 政策の問題点を指摘し、民間公益活動の担い手としての中間法人の積極的価値や意

義を論じた ）。一般社団法人は、当面、これまで自治体の外郭団体、エージェントとして機

能していた旧民法法人からの移行法人が相当な割合で参入することもあり、自治体にとって

はこれまで協働のパートナーとしてきた 法人と同程度、あるいは場合によってはそれ

以上に親近感を抱かせる存在といってよい ）。自治体 政策の対象法人として、一般社

団法人を積極的に位置づけ、評価する動きがどの程度見られるかは、 法人との組織選

択や、 法人との比較における序列化や社会的評価にも影響を与えることになろう。

中間法人の意義と一般社団法人の意義

第三に、 中間法人法廃止の影響 で見た、（ ）公益・非公益の二元論的な評価の台頭

への懸念、 一般社団法人に対する社会的評価 で見た、（ ）一般社団法人に対する 公

益未達・非公益 な法人として低評価、軽視することへの懸念、という 点に追加する視点

として、中間法人の意義と一般社団法人の意義について、改めて考えてみたい。

一つには、法制として比較的短命に終わった中間法人の担った役割についてである。全国

調査結果で見られたように、中間法人法の立法効果は、立法者が予定した業務類型をはるか

に超える公益志向性、営利補完性のある法人をこの法人格の下に顕在化させたという意味

で、立法者意思を超える展開（拡大）を見せた。

この点とは別に、今次の改革に批判的な論者の中には、中間法人はもう一つ重要な役割を

担ったのではないかとの見解も見られる。すなわち、 非営利の世界で初めて 原則課税
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）谷本［ ］。第 章、原田、塚本［ ］第 章など。
）初谷［ ］。なお、ローカル・ガバナンスと 政策については、初谷［ ］も参照。
）都道府県では、公益認定に向けた 協働 も見られるところである。



中間法人の転生（初谷）

とされた 中間法人は、 今回の制度改革で公益法人と統合されることによって、さまざま

な非営利の法人制度の中核をなす新制度の一般法人も 原則課税 にする、という大きな役

割を果たした。うがった見方をすれば、中間法人制度が 年に施行されたのはこのため

だったといえるかもしれない。 とする ）。一般社団・財団法人が、果たして さまざまな

非営利の法人制度の中核をなす新制度 といえるほどの中核性、求心力を持ち得るかは未知

数であるが、数的には旧民法法人の約 分の に留まった中間法人が、旧民法法人を 原則

課税 に切り下げる役割を果たしたと改めて事後的に評価するものであり興味深い。この評

価が暗示するように、当面数的には他の特別法法人よりも少ない一般社団法人が、他の特別

法法人に付与されている税制上の優遇措置を何らかの形で切り下げる役割を内包したものと

なるかどうか、今後の税制改正に向けた動きを見守る必要がある。

二つ目には、一般社団法人に対する適切な社会的評価のために何が必要かという視点であ

る。非営利法人群の中での一般社団法人の位置、機能に対する多面的な評価の必要性と評価

結果の公開、また、並行して、一般社団法人の活動に対する支援と、法制・税制にわたる十

分な情報提供、制度理解に向けた啓発活動が求められよう。当事者の法人側のニーズを明ら

かにしていき、各セクターによる具体的な 政策に反映、活用する必要がある。

名古屋では、中間法人法施行後、愛知県中小企業団体中央会（情報調査部）が 中間法人

の広場 をウェブサイトに立ち上げ、ウェブサイトを有する中間法人とリンクを張り、中間

法人に関する情報提供や個別の法人の相談窓口として活動してきた。今次制度改革の過程

で、ともすれば顧みられることの少なかった中間法人に継続的にスポットを当て、ネット

ワークの契機を提供してきたという意味で貴重な活動であったと評価できる。ただ、中間法

人の側で、旧公益法人には存在するネットワーク組織が形成されるところまでは到っていな

い。同 広場 の管理者は、現在新たに個人サイトとして 一般社団法人の広場 を立ち上

げ、組織的対応の時機もうかがいつつ精力的に情報整理や提供を開始しており、一般社団法

人に対する民間主体による中間支援活動として注目される ）。既存の民法法人のネットワー

ク組織や、官民の中間支援組織が、一般社団法人への支援や、一般社会に対する啓発とし

て、どのような活動を展開していくか、そして、それらに対する当事者の法人からの評価の

推移も関心が持たれる。

おわりに

本論では、筆者の中間法人についての調査研究から導出された問題関心に基づき、今後課

題と考える一般社団法人に対する広域的調査に臨む視点等を検討した。改革 法施行から未

だ日も浅いこともあり、名古屋法務局本局管内に焦点を当てて抽出した調査対象法人では、

一般社団法人に移行した各法人当事者も、新しいヴィークルを活用した感触について未だ手

探り、模様眺めの状況がうかがえる。抽出事例から垣間見ることのできる点は限られたもの

）辻［ ］、 頁。
） 年 月、同管理者（榊原章光氏）に対するインタビュー調査による。



ではあるが、法人制度のユーザーにおける実際的なニーズに即した調査の視点について、い

くつかの示唆を得ることができたのではないかと考えられる。

年度には、各法人の機関決定を経た名称、目的、役員の変更等による組織再編などの変

化の累増が見込まれることから、引き続き旧中間法人関係者の動向に注目しつつ、今次制度

改革の理念に沿った法人政策、 政策の充実に向け、調査研究を進めたい。

（ 年 月 日 脱稿）
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杉浦直紀［ ］ 一般社団法人及び一般財団法人等に関する登記手続について（上）（下） 登記

研究 第 号、第 号。

関英昭［ ］ 中間法人 の 非営利法人 性 青山法学論集 第 巻第 ・ 号。

立花宣男［ ］ 一般社団法人の設立登記と税務 日本法令。

田中義幸、井田良子［ ］ 新公益法人の税務─移行期間の 選択 と 戦略 ぎょうせ

い。

谷本寛治［ ］ ソーシャル・エンタープライズ 社会的企業の台頭 中央経済社。

辻陽明［ ］ 民間活動は萎縮・天下りは温存の可能性 都市問題 。

日本法令登記研究会編［ ］ 中間法人登記の手続 日本法令。

能見善久［ ］ 公益的団体における公益性と非営利性 ジュリスト 。

─── ［ ］ 団体 総論 ジュリスト 、 年 月 日号。

能見善久（序）、出塚清治、中川晃著［ ］ 中間法人の設立と運営 （財）公益法人協会。

初谷勇［ ］ 政策の理論と展開 大阪大学出版会。

───［ ］ 非営利法人政策と中間法人 大阪商業大学論集 第 巻第 号（ 号）。

───［ ］ 中間法人─ その類型と見解 大阪商業大学論集 第 巻第 号（ 号）。

───［ ］ ローカル・ガバナンスと空間管理─ 政策の場合 地方自治研究

。

───［ ］ 中間法人と公益法人制度改革 非営利法人研究学会誌 （ 年版）。

───［ ］ 地域共治（ローカル・ガバナンス）と自治体 政策─東京都杉並区を事例と

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）



中間法人の転生（初谷）

して─ 大阪商業大学論集 第 巻第 号（通号第 号）。

原田勝広、塚本一郎［ ］ ボーダレス化する 企業と の境界を超えて 同文舘出

版。

更田義彦、池田綾子著［ ］ 中間法人法解説 三省堂。

藤瀬裕司［ ］ 新しい流動化・証券化のヴィークルの基礎と実務─新会社法制における日本版

（合同会社）を中心に 、ビーエムジェー。

星野合同事務所編［ ］ 中間法人から一般社団法人への移行の登記と実務 日本法令。




