紙面の都合上︑当該分

イントを簡略に述べてい
きたいと思います︒

税理士
参照下さい︒

光之

いるような場合には︑事

にかかわる資産に偏って

遺産の構成が医院経営

中谷

２．相続による承継のケ

移していくかも選択で

器は︑当然のことながら

以外の相続人﹂に﹁医業

解散の制約、残余財産の私的分配
禁止
法人剰余金の配当禁止
小規模企業共済の中途解約
国民年金基金からの脱退
決算書等の公開

ポイントＢ

出型医療法人﹂の場合に

が 発 生 し ま す︒
﹁基金拠

の分配を受ける権利﹂を

離されているということ

療法人﹂の持分です︒持

は利益の蓄積による税金

になります︒個人診療所

です︒そのため所有の承

分とは︑﹁定款の定めると

問題は発生致しません︒

いいます︒持分は︑事業

医療法人の承継を考え

継のための出資持分の移

ころにより︑出資額に応

承継時の時価で評価され

る際に考慮しなければな

転という手続きと︑経営

じて払戻し又は残余財産

の場合とは異なり︑廃業

らないのは︑医療法人に

の承継のための理事長の

・開業手続などは必要な

おいて開設者は医療法

交代という手続きが必要

ます︒つまり︑当該医療

人︑管理者は理事長とい

いため︑事業承継は医療

うように所有と経営が分

Ⅰ．医療法人の承継

者集客力︑信用等の無形

法人に利益の蓄積があれ

の資産も含めて︑売却価

これは医院承継をアピ
ールする意味で集患効果

は大きくなり︑税金問題

第三者への事業承継に

問題は︑﹁経過措置型医

おいては︑承継相手を探

新築・移転するケース

も高くなりますが︑最新

格を双方で合意する必要

機関との関わりが必要で

のいずれにおいても行政

る社団医療法人は設立で

の改正により持分を有す

４月１日以降は︑医療法

令において定められた者

産の帰属者は厚生労働省

人﹂においては︑残余財

Ⅱ．第三者への事業承継

医療機器の導入対応︑患

すところから始めること

分に話し合っておかない

医療法人も他の営利法

す︒解散事由は医療法に

には︑多額の分配がなさ

と承継前に想定していな

人と同様に解散すること

れる可能性があります︒

承継相手が見つかった

かったリスクが生じて︑

が可能です︒通常︑法人

る方々︵出資者︶に分配

と し て︑ 次 に 医 院 の 土

トラブルのもとになりま

されることになります︒

地︑建物︑医療用機器︑

すので注意が必要です︒

らず︑診療圏の再調査を
行うくらいの十分な検討

医薬品在庫等の有形の資

﹁基金拠出型医療法
が必要です︒

産のみでなく︑医院の患

２００７︵平成 ︶年

に よ り︑
﹁基金拠出型
医療法人﹂を設立し︑
管理者及び理事長変更

が解散する場合には行政

法

条︶
︒ 法律が定めて

定められています︵医療

立していた﹁経過措置型

きません︒それ以前に設

に限られます︒

属することになります︒

ない場合には︑国庫に帰

持分の帰属する者がい
当局の許認可は必要あり

医療法人﹂において生ず

場合には都道府県知事に

る問題です︒

特に設立時点において

その旨を届出ることにな

いる以外の事由による解

は︑ 出 資 金 が わ ず か で

散は認められません︒解

も︑現在の価値において

ません︒会社法の規定に

残った場合︵残余財産︶

従って解散手続きを粛々
後継者がいない場合

には分配がなされます︒

清算手続きが完了した

これに対して︑医療法

す︒

ります︒

が必要です︒
は︑閉院することも選択

②スタッフ退職に伴う社

手続きにより実質承継
する︒なお︑法人化の

しなければなりません︒

大幅に上昇していた場合

散した医療法人に財産が
判断は図Ⅱを参照くだ

診療所を閉院する時には

いわゆる持分を有してい

︵終わり︶

人の場合には設立・解散

と進めることになりま
さい︒また承継ポイン

会保険などの手続き

①診療所の閉院に伴う行

ト は ︑﹁ ポ イ ン ト Ｂ

大きく次の二つの手続き

政への手続き

法人診療所の承継﹂を

Ⅲ．閉 院

○個人開業医が組織変更

Ⅱ．解 散

者のニーズや年齢層の変

法人の方がスムーズであ

【節税メリットで考えると】
１ 社会保険診療報酬が5000万円超→措置法26条が適用できなくなった
２ 個人所得税の税率が33％に達した（プラス個人住民税10％必要）
３ 収入が5000万円を超えて安定し所得も安定してきている

ばあるほど︑持分の評価

経営等

支払基金の源泉徴収が不要
福利厚生の充実
（厚生年金、生命保険等）
信用力向上
（銀行、医薬・材料業界）
介護老人保健施設の経営
有料老人ホームの設置
分院の設置
事業継承が容易

税金・経費の負担

青色申告特別控除不適用
（不動産所得は適用）
均等割住民税の課税
（最低年７万円）
交際費 → 原則年800万円限度
厚生年金強制加入による負担増
法人の認可、設立、変更登記の
負担増
決算、税務申告、知事届出費用の
増加

るといえるでしょう︒

【節税以外で考えると】
１ 分院や介護事業への進出
２ 事業承継
３ 社会的信用→設備投資（銀行融資等に有利）優秀な人材の確保

医業承継の形 態 と 各 ポ イ ン ト
なければ︑今後︑医師・
類をＡ・Ｂに区分し各ポ

に進んでいき閉院・解散

業継続に必要な事業用財

げになる恐れがありま

ース

す︒

産を後継者が相続できず

相続が発生した時となり

可能であれば︑院長が

に︑円滑な事業承継の妨

ます︒また︑個人で所有

健在な間に﹁医業承継者

生前承継のケースと違

している医院経営にかか

い︑承継のタイミングは

有している医院経営に

わる土地︑建物︑医療機

Ⅰ．親族への事業承継

かかわる土地︑建物︑医

くなると考えられ︑地域

ことになるかもしれませ
１．生前承継のケース

療用機器をどのように

医療の発展も危ぶまれる

も含めて︑世代交代を迎
ん︒そのような昨今です

する場合には︑後継者

○生前にご子息等へ承継

医療法改正による﹁一人

える時期にきています︒
ので︑医業承継のポイン

の医師としての資質の

トを掲載致しました︒
ひとくちに医業承継と

︶年１月

１日以後の相続税につい

︵相続時精算課税等利

以外の財産の生前贈与﹂

用 ︶ や﹁ 遺 言 ﹂ を 利 用

相続により移すことにな
り︑生前承継と違い︑選

きることとなります︒

択の余地はありません︒

みでなく︑患者さんへ
移動方法としては︑

し︑当該者に説明すると

売 却︵ 譲 渡 ︶︑ 贈 与︑

同時に遺留分放棄の承認

の接し方︑スタッフか

相続による承継のケース

を得て︑家庭裁判所に申

らの信頼感等︑経営者

賃貸︵レンタル︶があ

では︑亡くなった方の所

が﹁ 個 人 ﹂ な の か﹁ 法

としての資質を見極め

有する遺産は︑医院経営

人﹂なのか︑また後継者
が﹁親族﹂なのか﹁第三

ります︒したがって︑

小や最高税率の引上げ等

こともあり医業承継への

税金も大きな問題とな

デメリット

があります︒お互いに十

遺留分をめぐる紛争は未

一人医師医療法人

となります︒

て︑相続人の分割対象と

医療法人化への移行参考資料

化にも配慮しなければな

親子承継を機に医院を

︿参考﹀

ながら︑承継のタイミ

承継不可

然に防止されます︒

ングをはかることがで

親族への承継

生前承継

なります︒

者﹂なのか等医業承継の

解 散

形態を図Ⅰのように分類

承継不可

法人診療所

第三者への承継

継

第三者への承継

関心が高まっています︒

承

第三者への承継

医業承継のタイミングを

承継不可

Ｂ

請・許可を取っておくと

生前承継

業

解 散

にかかわる財産も含め

第三者への承継

ります︒

親族への承継

きます︒また︑個人で所

閉 院

できます︒

による増税が実施された

いっても︑既存の診療所

ポイント

ては︑基礎控除の４割縮

０１５︵平成

そのような状況下︑２

医師医療法人﹂の理事長

ポイントＡ

歯科医師の高齢化はさら

たる医療機関の開業医︑
への道を辿らざるを得な

年生まれ︶に当

１９８５︵昭和 ︶年の

〜昭和

団塊の世代︵昭和 年
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第三者への承継

相続承継

個人診療所

医
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ポイント

メリット

60

Ａ
親族への承継

所得分散による節税
給与所得控除による節税
役員退職金の損金算入
生命保険加入による節税
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経営と家計の分離

55

親族への承継

相続承継
基金拠出型医業法人
平成19年４月１日〜

親族への承継
相続承継
経過措置型医療法人
〜平成19年３月31日

第三者への承継

生前承継

図Ⅱ

経税部
だより
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親族への承継

逃し︑また上手く果たせ

医業承継の形態
図Ⅰ
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