
108 
 

７ 税理士法人 

〈設立関係〉 

 

（答） 

税理士法人の設立の届出は、税理士法人の成立の日から２週間以内に行うこ

ととされており、税理士の変更届出は、登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく

行うこととされています。 

 

【解説】 

税理士法人は、設立の登記をすることによって成立し（法第 48 条の９）、成立

の時に事務所所在地の税理士会の会員となります（法第 49 条の６第３項）。ま

た、成立の日から２週間以内に、税理士会を経由して日本税理士会連合会（以下

「日税連」という。）に届け出なければならないこととされています（法第 48 条

の 10 第１項）。 

一方、税理士は、登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更の登

録を申請しなければならないとされており（法第 20 条）、ここでいう変更を生

じたときとは、税理士法人が成立した時と考えられます。 

したがって、新たに税理士法人を設立する場合の税理士登録の変更登録の申

請は、原則として、税理士法人の税理士会への設立届出と同時に提出する必要が

あります。 

また、すでに設立されている税理士法人の社員税理士となる場合も、原則的に

は、税理士法人の税理士会への変更届出と同時に提出する必要があります。 

また、税理士となる資格を有する者が、税理士法人を設立するための前提とし

て税理士登録を行う場合には、当初から社員税理士として税理士登録すること

が認められます。 

なお、当該社員税理士は、税理士法人の成立後でなければ税理士業務を行うこ

とができないこととなります。 

 

【参考法令等】 

法第 20 条、第 48 条の９、第 48 条の 10、第 49 条の６ 

  

問７－１ 税理士法人の設立届出や、開業税理士又は所属税理士が税理士法

人の社員税理士に就任する場合の税理士登録の変更手続は、いつま

でに行う必要がありますか。 



109 
 

〈業務の範囲〉 

 

（答） 

税理士法人が行うことのできる業務は、 

１ 税理士業務（法第２条第１項の業務） 

２ 税理士業務に付随する業務（法第２条第２項の業務） 

３ 法第２条第２項の業務その他の業務で税理士が行うことができるものとし

て財務省令で定める業務 

４ 法第２条の２第１項の規定により税理士が処理することができる事務をそ

の税理士法人の社員等に行わせる事務の受託（補佐人：問７－３参照） 

 とされています（法第 48 の５、第 48 の６）。 

 

【解説】 

税理士法人は、法第２条第１項に規定する税理士業務を基本的業務として行

う（法第 48 条の２）ほか、定款で定めるところにより、同条第２項の業務その

他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務の全部

又は一部を行うことができます（法第 48 条の５、規第 21 条）。 

法第２条第２項の業務とは、税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計

帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務をいい、この「その他財務に関する事

務」の具体例としては、税務相談業務に付随して行う財務相談や、税理士業務に

付随して行う社会保険労務士業務（社会保険労務士法第 27条、同施行令第２条）

などがあげられます。 

また、法第２条第２項の業務その他の業務で税理士が行うことができるもの

として財務省令で定める業務とは、税理士業務に付随しないで行う財務書類の

作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務をいいます（基本通達 48

の５－１）。 

しかし、付随しないで行う事務としながらも、 

１ 税理士法人が税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同

して設立した法人であること（法第 48 条の２） 

２ 法第２条第２項が税理士に与えられた会計の専門家という側面を尊重して

設けられた規定であること 

に鑑みれば、無用に業務範囲を広げることは適切でなく、税理士業務と関係の

ない、例えば不動産貸付業や保険代理店業務等は行うことができません。 

 

なお、税理士法人は、税理士の業務を組織的に行うことを目的として設立する

ことが認められた法人であり、税理士が法令等に基づき、その専門的知見を活用

問７－２ 税理士法人の業務の範囲を教えて下さい。 
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して行っている業務については、税理士法人においても行い得るものとする必

要があります。 

税理士法人の業務範囲としては、現在、法律で認められている税理士業務及び

これに付随する業務のほか、省令により認められる業務としては、税理士業務に

付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する

事務、租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務、後見人等の地位に就

き、他人の法律行為について代理を行う業務などがあります。 

 

【参考法令等】 

法第２条、第２条の２、第 48 条の２、第 48 条の５、第 48 条の６、第 49 条の

６ 

規第 21 条 

基通 48 の５－１ 

社会保険労務士法第 27 条、社会保険労務士法施行令第２条 
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（答） 

法人が行う業務については、その具体的な内容が分かるように定款に記載し

ておく必要があります。 

 

【解説】 

「目的」が定款の絶対的記載事項とされているのは、当該法人の行為能力の範

囲を明確に画するためであり、広く一般人に対して法人が実際に行おうとする

業務の具体的な内容が分かるようにしておく必要があります。 

法第２条の２に規定する、「税理士が租税に関する事項について裁判所におい

て補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述することができる」

ことについては、税理士の形態（開業、社員、所属）を問わずに自然人たる税理

士に等しく付与された資格です。 

ここでは税理士法人の行為を前提にしていませんので、法第 48 条の６におい

て、税理士法人は、補佐人に係る事務の委託を受け、当該税理士法人の社員税理

士や所属税理士に（委託者に選任させた上で）補佐人の事務を行わせることがで

きることとされています。 

 

〔参考〕 

「税理士法人の手引き」（日本税理士会連合会編集）では、定款及び登記事項

の目的欄に記載すべき事項として下記の例示を行っています。 

なお、外部から誤解を受けないように、補佐人としての業務を行う場合には、

その旨を積極的に表記しておくべきと考えます。 

〈目的等の記載例〉 

１ 他人の求めに応じ、租税に関し、税理士法第２条第１項に定める税務代理・

税務書類の作成及び税務相談に関する事務を行うこと。 

２ 前号の業務のほか、他人の求めに応じ、前号の業務に付随して、財務書類

の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行うこと。 

３ 前２号の業務のほか、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務

に関する事務を行うこと。 

４ 租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、訴訟代理人

である弁護士とともに出頭して陳述する事務を社員又は使用人である税理

士に行わせる事務の委託を受けること。 

 

【参考法令等】 

法第２条の２、第 48 条の６ 

「税理士法人の手引き」（日本税理士会連合会編集）定款作成例  

問７－３ 法第２条の２により税理士が行える事務（補佐人）を税理士法人

が受託するためには、定款の目的に記載する必要はありますか。 
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（答） 

個人の税理士が税理士資格によらずに行い得る、例えば保険代理店業務や不

動産貸付業といった業務については、税理士法人が行うことは認められません。 

 

【解説】 

税理士法人は、納税者の利便性にかなうために、税理士業務を組織的に行うこ

とを目的として、税理士が共同して設立する法人です。 

この税理士法人の業務の範囲については、法第２条第２項に規定する業務そ

の他の業務で税理士が行うことができるものとして財務省令で定める業務（財

務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務等）とされてい

ます。 

個人の税理士については、税理士の資格において行う税理士業務と、自然人と

して税理士資格によらずに行う業務とが存在し得るのですが、税理士法人は特

別法人であり、その業務は法第 48条の５の規定により限定されていることから、

それ以外の業務を行うことはできないこととなります。 

したがって、税理士法人の定款の「目的」において、「前各号に付帯する業務」

という記載はできません。 

 

【参考法令等】 

法第２条の２、第 48 条の５ 

規第 21 条  

問７－４ 税理士法人の業務の範囲として、例えば、保険代理店業務や不動

産貸付業を行うことは認められるのですか。 
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（答） 

税理士法人は、税理士業務を組織的に行うことを目的として法人格を付与す

ることとされた法人ですので、子会社など他の法人に支配権を有して業務の実

質的な多角化を図ることは前提としていません。 

 

【解説】 

税理士法人が株式の所有等を通じて企業に対して直接・間接を問わず支配権

を保持し、各種の事業活動等に参画することは、税理士法人創設の理念から逸脱

し法第 48 条の５に抵触することとなります。 

ただし、資産運用の一環として上場株式等を保有することは特に問題はない

と考えられます。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の５  

問７－５ 税理士法人が子会社や他の株式会社等に対して出資することによ

り、税理士業務以外の業務を行うことはできますか。 
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〈権利義務関係〉 

 

（答） 

税理士法人の権利と義務については、自然人である税理士の権利及び義務等

に関する規定が準用されているほか、税理士及び税理士法人の両者を対象とし

た規定、更には税理士法人固有の義務規定があります。 

 

【解説】 

税理士法人が税理士業務を行う際の権利及び義務に関する規定については、

法第 48 条の 16 において税理士に関する規定が準用されているほか、税理士及

び税理士法人の両者を対象とした規定が設けられています。また、税理士法人の

みを対象とした義務に関する規定も設けられています。 

具体的には次のとおりです。 

 

１ 法第 48 条の 16 による準用 

⑴ 権利等 

イ 税理士の使命（法第１条） 

ロ 税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便

の向上等（法第２条の３） 

ハ 税務代理権限の明示（法第 30 条、税務代理権限証書の提出） 

ニ 特別の委任を要する事項（法第 31 条） 

ホ 調査の通知（法第 34 条） 

ヘ 意見の聴取（法第 35 条） 

⑵ 義務等 

イ 脱税相談等の禁止（法第 36 条） 

ロ 信用失墜行為の禁止（法第 37 条） 

ハ 非税理士に対する名義貸しの禁止（法第 37 条の２） 

ニ 会則を守る義務（法第 39 条） 

ホ 帳簿作成の義務（法第 41 条） 

ヘ 使用人等に対する監督義務（法第 41 条の２） 

ト 助言義務（法第 41 条の３） 

２ 税理士及び税理士法人を対象とする規定 

⑴ 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付（法第 33 条の２） 

⑵ 事務所の設置（法第 40 条第１項） 

⑶ 監督上の措置（法第 55 条） 

３ 税理士法人固有の義務規定 

⑴ 社員の常駐（法第 48 条の 12） 

問７－６ 税理士法人に課された権利や義務規定については、どのようなも

のがありますか。 
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⑵ 定款の変更の届出（法第 48 条の 13） 

⑶ 業務執行方法（法第 48 条の 15） 
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（答） 

税理士法人は、その名称中に「税理士法人」という文字を使用しなければなら

ないこととされています。 

 

【解説】 

税理士法人は、その名称中に「税理士法人」という文字を使用（法第 48 条の

３）し、組合等登記令の定めるところにより登記しなければなりません（法第 48

条の７）。 

この税理士法人の名称について、商業登記法第 27 条（同一の所在場所におけ

る同一の商号の登記の禁止）の規定が組合等登記令により準用されていますの

で、その商号が他人の既に登記した名称と同一であり、かつ、その事務所の所在

場所が当該他人の名称の登記に係る事務所の所在場所であるときは、登記する

ことができません。 

なお、同一市町村内でいわゆる類似名称を使用することによって納税者に混

乱を生じせしめるようなことは当然に避けるべきであることから、税理士法人

の設立に当たっては、そのようなことがないよう十分留意する必要があります。

したがって、同一又は類似の名称による登記を避ける意味から、あらかじめ日税

連に同一又は類似名称の有無を照会することが望ましいと考えられます。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の３、第 48 条の 7  

問７－７ 税理士法人の名称について、どのような規制がありますか。 
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（答） 

社員税理士が、税理士法人の定款に定める業務を、常時、当該税理士法人の事

務所において執行できる状態であることが必要です。 

 

【解説】 

法第 48 条の 12 においては、税理士法人の事務所には、その事務所（従たる事

務所も含まれます。）の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員たる

社員を常駐させなければならないとしています。 

この社員税理士の常駐に関する規定については、 

１ 税理士法人においては社員税理士がすべて業務を執行する権利を有し、義

務を負うこと（法第 48 条の 11）、 

２ 法第 40 条の事務所の設置に係る規定と相まって、事務所を業務の拠点とし

て位置づけるとともに、税理士法上の管理監督上の必要性や委嘱者（納税者）

保護 

などの観点から、社員を常駐させなければならないこととしているものです。 

したがって、「社員の常駐」とは社員である税理士が常時その事務所で執務し

ている状態での実質的な常駐を意味し、形式的な責任者の選任を指すものでは

ありません。 

ただし、社員税理士が、テレワーク等により臨時的に仕事を自宅に持ち帰り税

理士業務を行うことや、自宅への来客に対し一時的に税務相談に応じる等の行

為を妨げるものではありません。 

 

【参考法令等】 

法第 40 条、第 48 条の 11、第 48 条の 12  

問７－８ 税理士法人に課せられた義務である「社員の常駐」とは、具体的

にどのような状態でなければならないのですか。 
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（答） 

税理士法人の社員は、競業禁止義務や他の税理士法人への加入禁止、自己取引

の禁止義務などが課されています。 

 

【解説】 

税理士法人の社員は、自己又は第三者のために、その税理士法人の業務の範囲

に属する業務を行ってはならないほか、他の税理士法人の社員にはなれません。

したがって、税理士業務に付随して行う会計業務等と同じ事業内容の他の会社

の無限責任社員や取締役になることもできません（法第 48 条の 14）。 

また、社員と税理士法人間の取引及び社員と税理士法人の利益が相反する取

引については、会社法第 595 条（利益相反取引の制限）の規定が準用されること

とされている（法第 48 条の 21）ほか、税理士事務所の設置も禁止されています

（法第 40 条第４項）。 

 

【参考法令等】 

法第 40 条、第 48 条の 14、第 48 条の 21 

会社法第 595 条  

問７－９ 税理士法人の社員の禁止行為にはどのようなものがありますか。 
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（答） 

 社員税理士になった場合でも旧姓を使用して税理士法人の業務（法第 48 条の

５）を行うことは可能です。 

 

【解説】 

平成 21 年４月以降、日税連の承認を得ることにより、税理士法人の社員税理

士については、旧姓を使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりまし

た。 

 

〈税理士業務上旧姓が使用できる制度について〉 

平成 15 年４月以降、日税連の承認を得ることにより、開業税理士又は所属税

理士（旧補助税理士）については、旧姓で税理士業務を行うことが可能となりま

した。また、平成 21 年４月以降、税理士法人の社員税理士についても、旧姓を

使用して税理士法人の業務を行うことが可能となりました（日税連の「旧姓使用

に関する事務取扱要領」参照）。 

税理士業務の遂行上、旧姓が使用できるとは、税理士証票の氏名や申告書、税

務代理権限証書及び法第 33条の２の書面への税理士としての署名が旧姓で表記

できるというものです。 

また、旧姓使用の承認を得た者は、税理士（税理士法人）業務を行う上では常

に旧姓を使用することが義務付けられることから、委嘱者等に誤解や混乱を生

じさせないよう留意しなければなりません。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の５  

問７－10 旧姓を使用している税理士が社員税理士となる場合、そのまま旧

姓を使用することはできますか。 
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〈競業禁止関係〉 

 

（答） 

他の社員の承諾の有無に関わらず、税理士法人の社員が個人として税理士業

務を行うことや他の税理士法人の社員になることは禁止されています（法第 48

条の 14）。 

 

【解説】 

税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の

範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならないこと

とされており、他の社員の承諾の有無に関わらず、一切の競業が禁止されていま

す（法第 48 条の 14）。 

このように、社員に対して例外なく競業を禁止することとしているのは、 

１ 法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要があること 

２ 法人の事務所を本拠に税理士業務を行い、法人の業務を執行する社員たる

税理士が個人としても税理士法人の業務範囲に属する業務を行うこととなる

と、委嘱した納税者にとって、責任の所在が曖昧で法律関係が不明確となり、

委嘱者（納税者）保護に欠ける面があること  

等によるものです。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の 14  

問７－11 税理士法人の社員は、一切個人としての税理士業務を行うことは

できないのですか。 
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（答） 

 競業禁止の観点等から会計業務を行う税理士法人の社員は、同じく会計業務

を行う他の法人の役員に就任することはできません。 

 

【解説】 

法第 48 条の 14 において、会社法における持分会社の社員の競業禁止規定と

は異なり、他の社員の承諾の有無に関わらず、税理士法人の社員が、自己若しく

は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行うことや他の

税理士法人の社員となることを禁止しています。 

税理士法人の社員に対し一切の競業を禁止しているのは、 

１ 法人の事業上の秘密を保ち、利益衝突を避ける必要があること 

２ 税理士法人の業務と税理士個人の業務とが混在すると、顧客である納税者

等にとって、委嘱の相手方である税理士の立場が法人の社員としての立場な

のか、個人の税理士としての立場なのかが曖昧で法律関係が不明確となり、顧

客（納税者等）の保護に欠ける面があること 

などの理由によるためです。 

税理士法人の利益を守るためのみならず、税理士の公共的使命を踏まえ、顧客

（納税者）保護を重視して、税理士法人の社員に対して一切の競業を禁止すると

いう法第 48 条の 14 の規定の趣旨に鑑みて、会計業務を行う税理士法人の社員

は、会計業務を行う他の法人の役員に就任することはできません。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の 14  

問７－12 会計業務を行う税理士法人の社員は、会計業務を行う他の法人の

役員に就任することはできますか。 
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〈処分関係〉 

 

（答） 

社員税理士等が自ら懲戒処分を受けない限り、個人的に懲戒処分の責めを負

うことはありませんが、例えば、税理士法人が解散処分を受けた場合、当該税理

士法人の社員税理士あるいは所属税理士という立場を失うこととなりますし、

業務停止処分を受けた場合、停止期間中は当該税理士法人としては税理士業務

を行うことはできないこととなりますので、実質的に被る影響は大きいと言え

ます。 

 

【解説】 

１ 税理士法人が戒告処分を受けた場合 

２ 税理士法人が業務の停止処分を受けた場合 

⑴ 当該処分の起因となる違反行為の実行行為者等として、自らも懲戒処分 

に付された社員税理士や所属税理士のみならず、その他の社員税理士等に

ついても、税理士法人の税理士業務の停止期間中においては、当該税理士

法人の所属者として税理士業務を行うことはできません。 

⑵ その処分の日以前 30 日内にその社員であった者は、当該業務停止の期

間は社員となることができません（法第 48 条の４第２項第２号）。 

３ 税理士法人が処分により解散した場合 

税理士法人としての活動は清算結了に係る事務のみとなります。 

⑴ 解散から２週間以内に、その旨を所属税理士会を通じて日税連に届け出

なければなりません（官庁の処分により解散した場合、解散登記は官庁の

嘱託によって行われます）。 

⑵ 解散後には清算手続を行い、結了したときから２週間以内に清算結了の

登記を行うことになります。 

⑶ 税理士法人が解散した場合、社員税理士等は当然にその地位を失うため、

登録変更等の手続きを行わなければなりません。 

⑷ その処分の日以前 30 日内にその社員であった者でその処分の日から３

年を経過しないと社員となることができません（法第 48 条の４第２項第

２号）。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の４、第 48 条の 20  

問７－13 税理士法人が処分を受けた場合、所属する社員税理士等にはどの

ような影響がありますか。 
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（答） 

社員税理士等が懲戒処分に付された場合においても、税理士法人が自ら懲戒

処分の対象とならない限り、懲戒処分の効力は税理士法人には及びません。 

ただし、法第 63条において、社員税理士等において違反行為が行われた場合、

当該行為者を罰するほか、当該行為者が所属する法人に対して罰金刑を課する

こととされています。 

また、税理士法人としては、懲戒処分の対象とされた事由等についての再発防

止策や社員等が業務停止期間中に税理士業務に携わることがないように監督等

を行うといった対応が必要となります。 

なお、税理士法人の全ての社員税理士等が、業務禁止や停止の処分を受けた場

合、税理士業務を行える税理士が存在しないこととなるので、必然的に税理士法

人としても税理士業務を行うことができなくなります。 

 

【解説】 

懲戒処分の効力が直接の被処分者以外に及ばないことについては前記のとお

りですが、税理士法人の所属税理士等が懲戒処分に付されるといった事態が、税

理士法人経営の実質において及ぼす影響については計り知れません。 

懲戒処分の起因となった事実に関連する顧問先との関係はもちろん、懲戒処

分とは関係のない顧問先からの信用についても傷つくこととなり、税理士法人

や他の所属社員税理士等にもダメージが及ばないとは言い切れません（上記（答）

においては、あくまでも「懲戒処分の効力」に限って言えば、税理士法人には影

響しないとしているところです。）。 

また、社員税理士等が税理士業務の禁止処分や停止処分に付された場合、税理

士法人としては処分以降（停止処分については停止期間中）、被処分者を税理士

業務に携わらせることのないように適切に措置することが必要です。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の 20、第 63 条 

告示  

問７－14 社員税理士等が懲戒処分を受けた場合、当該社員税理士等が所属

する税理士法人にはどのような影響がありますか。 
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（答） 

懲戒処分の手続きに付された税理士法人は、清算が結了した後においても手

続が結了するまで、なお存続するものとみなされます（法第 48条の 20第３項）。 

 

【解説】 

この規定は、自然人である税理士が懲戒の手続に付された場合の登録抹消の

制限（法第 47 条の２）の規定と同様、財務大臣による懲戒処分の実効性を担保

するために設けられたものです。 

なお、この「処分に付された場合」とは、税理士法人に対し、違法行為等につ

いての処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第 15条第１項

又は第 30 条に規定する通知がなされた場合をいい（基本通達 48 の 20－１）、ま

た、「手続が結了する」とは、処分の通知書が当該処分に係る税理士法人に到達

したとき又は国税審議会から財務大臣に対して処分をしないことが相当である

旨の答申が行われたときをいいます（基本通達 48 の 20－２）。 

 

【参考法令等】 

法第 47 条の２、第 48 条の 20 

基通 48 の 20－２ 

行政手続法第 15 条、第 30 条  

問７－15 税理士法人が財務大臣による処分を受ける前に解散し、清算結了

した場合はどうなるのですか。 
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〈その他〉 

 

（答） 

税理士法人の社員である税理士が死亡した場合には、社員の資格を相続する

ことはできず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続（承継）することと

なります。 

 

【解説】 

税理士法人の社員である税理士が死亡した場合には、税理士登録を抹消され、

税理士法人を脱退することとなります（法第 48 条の 17）。 

したがって、社員の相続人が税理士であっても、社員の資格を相続することは

できず、単に死亡した社員の持分払戻請求権等を相続（承継）することとなりま

す。 

また、税理士法人の社員の氏名及び住所は定款の絶対的記載事項であること

から（法第 48 条の８第３項第４号）、社員の脱退により、定款の変更、定款の変

更に係る事項の日本税理士会連合会への届出及び変更の登記が必要となります

（基本通達 48 の４－１）。 

 

【参考法令等】 

法第 48 条の８、第 48 条の 17 

基通 48 の４－１ 

行政手続法第 15 条、第 30 条 

 

問７－16 税理士法人の社員が死亡した場合、社員の地位の承継はどうなる

のですか。 


