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巻頭言 

 

 

現在、新型コロナウィルス感染症（以下「コロナ」）騒動の渦中で本原稿を書いている。病

院や施設でもクラスターが発生し始めたが、そのような中でも介護職員が高齢者へケアを提供

し命を守り、更なるクラスター発生を防いでいる。外出自粛の中でも保育士が出勤し、幼な子

を持つ親も医療機関で働くことができている。今般のコロナ騒動を通し、福祉の現場の最前線

で命を守り、地域福祉、ひいては日本社会全体を黒子のように真に支えているのは福祉従事者

であることを痛感している。改めて心から感謝の意を表したい。 

さて、未来は誰にも分からないものの、確実に言えることは、移民の話を除けばわが国の

人口が激減し少子高齢化が進むことである。現状の体制のままで良いはずがなく、変革が求め

られる。地域のあらゆる資源を活用し、地域福祉をいかに守るか、叡智と勇気を集結させなけ

ればならない。 

近年はＳＤＧs（持続可能な開発目標）が注目されるなど、営利企業においても公益的な取

組みが盛んである。営利、非営利に関係なく、社会的課題解決を目指すソーシャルビジネスも

活発化している。このような中、社会福祉法人の存在意義は、非営利性と公益性の双方を有し

地域福祉に貢献し続ける点にある。経営者が誰に変わろうと時代や流行がどう変わろうと、地

域福祉を第一に考え行動することが制度として担保されている。2017 年度施行の社会福祉法

人制度改革では、まさにこの点が強化された。 

変革の時には、何を守り、何を変えるべきかの判断が肝要である。社会福祉法人において

は地域福祉の維持・向上が何より優先される目的である。この度、社会福祉法人の事業拡大等

に関する報告書をまとめ、合併や事業譲渡等に関するガイドラインやマニュアルも併せて作成

した。特に事業譲渡については、得られる事例も少なく手探りの状態で検討したが、地域福祉

の継続および社会福祉法人の存在意義に関わる留意点があることが判明したので、その点も明

記した。コロナ対応等で時間も限られる中、まだ検討の余地が残るものの、各委員や団体が社

会福祉法人の存在意義とは何か、非営利とは何か、何よりも地域福祉を第一に考えた策は何か、

検討できたことの収穫は大きいと考える。本調査研究報告書、ガイドライン、マニュアルが、

地域福祉の維持・向上のための経営の効率化、合理化策の一助となれば幸いである。 

地域福祉の維持・向上と、日本社会を支える福祉従事者の処遇改善のためにも、所轄庁に

は福祉事業者が本領を発揮しやすい土俵づくりが、経営者には福祉経営に本気で取組む改革

が、私たち市民には福祉への理解と協力が求められる。 

地域住民一人ひとりの存在意義の発揮を支援する社会福祉法人が、法人自らの存在意義を

今まで以上に発揮し、地域を支えまた地域に支えられながら、豊かな福祉を構築する未来に期

待したい。 

2020 年 3月末日 

早稲田大学 

准教授 松原 由美 
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第１章 事業の実施体制 

 

１．背景・目的 

社会福祉法人は、戦後の混乱期から今日に至るまで長きにわたり、社会福祉事業の主た

る担い手として、我が国の社会福祉を支えている。 

近年、地域においては、生産年齢人口の減少をはじめとする本格的な人口減少社会の到

来、福祉ニーズの複雑化、多様化、地域社会の変化が進んでおり、社会福祉法人もこうし

た変化に応じた対応が求められている。 

今般、公益性と非営利性の両面を備え、良質な福祉サービスを継続して提供していく使

命を持つ社会福祉法人が、こうした地域社会からのニーズに応え、その役割をさらに発揮

していくことを期待して、社会福祉法人の法人間連携、合併、事業譲渡等（以下「事業展

開」という。）の手続きと留意点等を整理したガイドライン、実務者向けマニュアルを作成

することを目的に調査研究を実施した。 

 

２．全体像 

本事業において、下記の①～③を実施した。 

① 有識者委員会の開催 

② 社会福祉法人の合併・事業譲渡等に関する実態調査 

 合併・事業譲渡等を行った社会福祉法人に対するアンケート調査 

 合併・事業譲渡等を行った社会福祉法人に対するヒアリング調査 

③ 社会福祉法人の合併・事業譲渡等に関する標準的な手続きの在り方に関するガイ

ドライン及び実務者向けマニュアルの策定 

 

３．検討体制 

社会福祉法人制度に精通した学識経験者、公認会計士、弁護士、法人経営者及び所轄庁

職員により構成される検討委員会を開催し、検討を行った。 
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＜検討委員会委員＞ （〇座長、50 音順、敬称略） 

氏名 所属 

荒牧 登史治 独立行政法人福祉医療機構経営サポートセンター 

 リサーチチームチームリーダー 

浦野 正男 全国社会福祉法人経営者協議会 地域共生社会推進委員会委員 

社会福祉法人中心会 理事長 

児玉 安司 新星総合法律事務所 弁護士 

澤田 和秀 日本知的障害者福祉協会 

社会福祉法人経営の在り方検討委員会委員 

菅田 正明 法律事務所 First Penguin 弁護士・社会保険労務士 

髙谷 俊英 全国私立保育園連盟 常務理事 

竹中 淳哉 東京都福祉保健局指導監査部指導調整課 課長代理 

〇松原 由美 早稲田大学人間科学学術院 准教授 

皆川 恭英 全国老人福祉施設協議会 副会長 

吉岡 浩二 日本公認会計士協会 社会福祉法人専門委員会 専門委員 
 

＜オブザーバー＞ 

所属  

宇野 禎晃   厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課長 

高坂 文仁 課長補佐 

成瀬  拓 課長補佐 

横溝 知主 社会福祉法人経営指導専門官 

左向 祐太 法人経営指導係長 
 

＜事務局（作業チーム）＞ 

氏名 所属 

高橋 正樹 みずほ情報総研社会政策コンサルティング部 

チーフコンサルタント 

及川 忠良 次長 

田中 宗明 課長 

松本 牧生 主席コンサルタント 

角本 哉 チーフコンサルタント 
 

＜開催概要＞ 

回 開催日時間 開催場所 

１ 令和元年 9月 12 日(木) 13:30～15:30 TKP 神田ビジネスセンターANNEX 

２ 令和元年 12 月 18 日(水) 15:00～17:00 TKP 神田ビジネスセンター 

３ 令和 2年 1月 22 日(水) 15:00～17:00 TKP 神田ビジネスセンターANNEX  

４ 令和 2年 2月 25 日(火) 15:00～17:00 TKP 神田ビジネスセンターANNEX 

５ 令和 2年 3月 18 日(水) 10:00～12:00 TKP 神田ビジネスセンターANNEX 
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第２章 アンケート調査 

 

１．アンケート調査の実施 

社会福祉法人の合併、事業譲渡等の実態を把握することを目的に、社会福祉法人を対象

にアンケート調査を行った。 

図表 1 アンケート調査概要 

調査名 社会福祉法人の事業展開等に関する調査研究事業アンケート調査 

調査時期 令和 2年 1月～2月 

調査方法 郵送アンケート 

対象 全国の社会福祉法人 2,200 件 

① 合併あるいは事業譲渡・事業譲受を行った可能性がある法人をイン

ターネットで検索   200 件 

② 事業規模による階層別無作為抽出 2,000 件 

回収数 462 件 （回収率 21.0%） 

 

２．アンケート調査項目の検討 

アンケート調査項目については、検討委員会における議論を踏まえ、下記の通り設定し

た。 

図表 2 アンケート調査項目 

調査項目 【共通】 

 合併、事業譲渡・事業譲受の経験の有無について 

【合併を行ったことのある法人向け】 

 合併の概要 

 合併における困難さや課題 

 「社会福祉法人における合併・事業譲渡・法人間連携の手引き（社

会福祉法人経営研究会編）」（以下、「手引き」と言う。）の活用状況 

など 

【事業譲渡・事業譲受を行ったことのある法人向け】 

 事業譲渡・事業譲受の概要 

 事業譲渡・事業譲受における課題 

 手引きの活用状況 など 

【合併、事業譲渡・事業譲受を行ったことがない法人向け】 

 合併や事業譲渡等について考え 

 合併や事業譲渡等の必要性を感じていない、または感じている理由 

 手引きの活用状況 など 

 

 

  



4 
 

 

３．アンケート配布方法についての検討 

アンケート配布方法については、合併及び事業譲渡・事業譲受の実施状況をインターネ

ット検索により調査を行い、階層別無作為抽出のリストと組み合わせることにより、回答

率向上を目指した。 

合併を実施した社会福祉法人については、直近 3年間分の実施対象法人を抽出し、事業

譲渡・事業譲受については、確定した情報が無かったため、社会福祉法人との事業譲渡・

事業譲受を行った可能性のある法人をインターネット検索により抽出を行った。 

また、合併や事業譲渡・事業譲受を行ったことのある法人は、複数事業を実施している

可能性が高いことが想定されるため、財務諸表等電子開示システムによる開示請求データ

を確認したところ、事業規模が大きい法人が、多くの事業を実施している割合が高い傾向

にあることから、下表のように、事業収入合計額（事業規模）により階層別に無作為抽出

した社会福祉法人を配布対象とした。 

 

図表 3 配布表（階層別無作為抽出分） 

No 事業収入合計 

法人数 1) 

（母集団

分布） 

法人 

分布％ 

複数事業

運営の平

均値 2) 

配布数 
配布カバ

ー率％ 

6 30 億円以上 296 2% 3.94 100 33.8% 

5 10 億円～30 億円 1,706 9% 2.86 300 17.6% 

4 5 億円～10 億円 3,154 17% 2.00 400 12.7% 

3 2 億 5 千万円～5 億円 4,180 23% 1.48 400 9.6% 

2 1 億円～2 億 5 千万円 6,334 35% 1.23 400 6.3% 

1 1 億円未満 2,686 15% 1.30 400 14.9% 

合計 18,356 100% - 2,000 10.9% 

１） 法人数は、社会福祉協議会、福祉（厚生）事業団を除いたものとした。 

２） 複数事業運営は、「資金収支計画書」の“事業活動による収支／収入”において、介護保険事業、老

人福祉事業、児童福祉事業、保育事業、就労支援事業、障害福祉サービス等事業、生活保護事業、

医療事業の 8 事業分野のうち収入が計上されている分野をカウントしたもの。（１法人が、介護と

保育など、2分野にて収入を計上している場合は、多角化指数は 2 となる） 
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４．調査結果 

 

回収状況について 

アンケート調査票は、合併については、直近 3年間で合併実施を確認できた社会福祉法人

31 法人、事業譲渡・事業譲受については、確定した情報が無かったため、社会福祉法人との

事業譲渡・事業譲受を行った可能性のある法人 169 法人（インターネット検索により抽出）

に加えて、社会福祉法人から事業規模により階層別に無作為抽出した 2,000 法人(インター

ネット検索で抽出した 200 法人を除く)の計 2,200 法人に配布し、462 件の回収を得た。462

件の内訳は下表のとおりである。 

図表 4 アンケート回収状況 

 配布数 回収数(回収率) 

合併を行っ
たことがあ
る 

事業譲渡・
事業譲受
を行った
ことがあ
る 

合併、事業
譲渡・事業
譲受を行
ったこと
はない 

計 

合併実施 
（直近 3 年間にて合併実
施が確認できたもの） 

31 件 5 件 

(16.1%) 

- - 5 件 

(16.1%) 

事業譲渡・事業譲受を行
った可能性のある法人 
（インターネット検索に
より抽出） 

169 件 - 31 件 

(18.3%) 

- 31 件 

(18.3%) 

階層別無作為抽出 2,000 件 12 件 

(0.6%) 

12 件 

(0.6%) 

402 件 

(20.1%) 

426 件 

(21.3%) 

合計 2,200 件 17 件 

(0.8%) 

43 件 

(2.0%) 

402 件 

(18.3%) 

462 件 

(21.0%) 

 

また、事業規模別の合併、事業譲渡、・事業譲受の経験の有無は下表のとおりである。 

図表 5 事業規模別の合併、事業譲渡、・事業譲受の経験の有無 
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（１）全法人向け（共通質問票） 

全ての回答者（N=462）に対して、合併、事業譲渡・事業譲受に関して質問した。 

 

合併、事業譲渡・事業譲受の経験の有無について 

「合併、事業譲渡・事業譲受を行ったことはない」が最も多く、402 件（87.0%）であっ

た。次いで、「事業譲渡・事業譲受を行ったことがある」が 43 件（9.3%）、「合併を行ったこ

とがある」が 17 件（3.7%）であった。 

図表 6 合併、事業譲渡・事業譲受の経験の有無 （n=462） 

 
 

  

合併を行った

ことがある
3.7%

事業譲渡・事

業譲受を行っ
たことがある

9.3%

合併、事業譲渡・

事業譲受を行っ

たことはない
87.0%
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（２）合併を実施した法人向け（質問票Ａ） 

合併を行ったことがあると回答した方（N=17）に対して、質問した。 

 

1-1．経験された合併の概要について 

■ 合併の方法 

合併の方法は、「吸収合併」が 88.2%であった。「新設合併」は 0%であった。 

図表 7 合併の方法（n=17） 

 

 

■ 合併の経緯・理由 (複数回答可） 

合併の経緯・理由を複数回答で聞いたところ、「事業の多角化のため」が 8 件（47.1%）、

「事業規模の拡大のため」が 6件（35.3%）と多かった。 

図表 8 合併の経緯・理由 （複数回答可）（n=17） 

 

新設合併
0.0%

吸収合併
88.2%

無回答

11.8%

23.5%

23.5%

5.9%

29.4%

47.1%

35.3%

23.5%

23.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人材の確保、育成のため

後継者不足のため

財務状態の安定のため

将来の投資（再投資）に備えるため

事業の多角化のため

事業規模の拡大のため

救済のため

その他
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■ 合併相手法人の事業分野 (複数回答可） 

合併相手法人の事業分野を複数回答で聞いたところ、「高齢」が 8件（47.1%）、「障害」が

6 件（35.3%）、「児童」が 4件（23.5%）、「その他」が 2件（11.8%）の順であった。 

図表 9 合併相手法人の事業分野（複数回答可）（n=17） 

 

■ 相手方を認識した方法 (複数回答可） 

合併相手法人を認識した方法を複数回答で聞いたところ、「相手方から直接連絡があった」、

「役職員を通じての打診」、「自治体からの紹介」が各 4件（各 23.5%）であった。 

図表 10 合併相手法人を認識した方法（複数回答可）（n=17） 

 

47.1%

35.3%

23.5%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

高齢

障害

児童

その他

23.5%

23.5%

23.5%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

11.8%

35.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

相手方から直接連絡があった

役職員を通じての打診

自治体からの紹介

専門機関（仲介会社）等からの紹介

専門家（顧問など）等からの紹介

金融機関等からの紹介

地元有力者からの紹介

法人グループ内からの紹介

その他
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1-2．合併においてどのようなときに困難さや課題を感じたのか 

合併の困難さや課題について聞いたところ、「法人の規程や制度の統合・調整」について

約半数の回答者が課題であった（「重要な課題であった」と「課題であった」の合計。以下

同様）としている。次いで、「全体の進め方、スケジュールの立て方」が課題であったとす

る回答が多い。 

図表 11 合併における困難さや課題（複数回答可）（n=17） 

 

 

1-3．上記課題について、どのように解決したのか 

課題については、行政機関への相談や、課題に対応した専門家への相談、相手法人との協

議により解決している。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 県福祉監査課に援助、指導してもらった。弁護士、司法書士にも相談した。 

 何度も県窓口担当者と連絡を取り合い、相談した。 

 職員に不利益がないように処遇について調整した。 

 相手法人と複数回にわたり調整会議を行った。 

 

  

0.0%

23.5%

11.8%

11.8%

5.9%

23.5%

0.0%

35.3%

35.3%

11.8%

35.3%

35.3%

17.6%

17.6%

58.8%

35.3%

70.6%

47.1%

47.1%

52.9%

76.5%

5.9%

5.9%

5.9%

5.9%

11.8%

5.9%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法人の文化の違い

法人の規程や制度の統合・調整

利用者への説明

全体の進め方、スケジュールの立て方

従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整

許認可に関する行政との調整

支援してもらう専門家の確保

重要な課題であった 課題であった あまり課題とならなかった 無回答
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1-4．合併後に発生している課題 

合併後に発生している課題として特にあげられているのは、事業運営にかかる考え方、行

動様式の違い、いわゆる文化についてである。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 合併する時点ではお互いの文化を尊重する意味も含めて、元の事業と合併した事業を

ある程度区別して運営してきたが、年数を重ねることで、一法人として区別せず一丸

となる取り組みを行っている中で、文化の違いは課題と感じている。 

 若干の同職種間の賃金の相違があったので合併による不利益が出ないよう配慮を行っ

た。 

 

1-5．合併に成功した要因（うまくいった工夫など） 

合併の成功要因としては、合併する法人間の理解の共有が図られていること、丁寧なコミ

ュニケーションが図られていること等があげられている。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 合併した法人は、元々当法人から新設分離した法人であり、普段から交流があったこ

と。また、それぞれ事業面・資金面での課題はなく、しばらくの間は互いの文化（雇

用関係・処遇・規則など）を継続していくという内容であったことが成功した要因で

あると考える。 

 グループ法人内での合併であったこと。 

 職員に向けて十分に時間をかけて丁寧に説明した。 

 

 

  



11 
 

2-1．手引きの認知度 

手引きについて知っていたかたずねたところ、「知っていた」が 7 件（41.2%）、「知らなか

った」が 8件（47.1%）であった。 

図表 12 「手引き」の認知度（n=17） 

 

 

2-2．以下の手引きの項目はどの程度役に立ちましたか？ 

手引きを知っていた方に、各項目の役立ち度合いをたずねたところ、いずれの項目も全て

の回答者（N=7）が活用できた（「十分活用できた」と「限定的に活用できた」の合計。以下

同様）としている。 

図表 13 「手引き」の利活用（n=7） 

 

  

知っていた

41.2%

知らなかった

47.1%

無回答
11.8%

57.1%

28.6%

28.6%

28.6%

42.9%

42.9%

71.4%

71.4%

71.4%

57.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

概要

手続き説明（実施事項部分）

手続き説明（補足説明部分）

手続き説明（事例解説部分）

様式

十分活用できた 限定的に活用できた 活用できなかった
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2-3．手引きに修正した方が良い内容や追加すべき内容 

手引きについて修正した方が良い点については、特に意見はなかった。 

 

問 3．その他、今後の事業展開等の推進に向けた必要な施策や取組 

その他の意見、今後の事業展開等に向けて必要な施策や取組み等については、下記があげ

られていた。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 手続き等のスケジュールなど行政が把握していないこと多く、調整に手間取った。特

に、県を越えた合併は行政も初めてという場合がある。県単位ではない相談窓口があ

った方がよい。 

 介護保険制度の枠内で処遇改善加算、特定処遇改善加算を取得しているが、法人内に

ある介護保険制度外の施設（ケアハウス・養護老人ホーム）の職員との賃金格差に対

する取組みが必要と考える。 

 一法人になったことで更なる展開に取り組みたい。人事交流や合同でのイベント開

催、情報発信の拠点化など考えている。 
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（３）事業譲渡・事業譲受を実施した法人向け（質問票Ｂ） 

事業譲渡・事業譲受を行ったことがあると回答した方（N=43）に対して、質問した。 

 

1-1．経験した事業譲渡・事業譲受の概要について 

■ 事業譲渡・事業譲受の区分 

経験した譲渡譲渡・事業譲受の区分をたずねたところ、「他法人が運営していた事業を、

譲り受けた（事業譲受）」が 35 件（81.4%）であった。次いで、「自ら運営していた事業を、

他法人に譲渡した（事業譲渡）」が 6件（14.0%）、「両方を経験した」が 2件（4.7%）であっ

た。 

図表 14 経験した事業譲渡・事業譲受の区分（n=43） 

 

  

自ら運営してい

た事業を、他法

人に譲渡した

（事業譲渡）
14.0%

他法人が運営して

いた事業を、譲り受

けた（事業譲受）
81.4%

両方を経験した
4.7%
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■ 事業譲渡について譲渡した相手法人 (複数回答可） 

事業譲渡を行ったことがある回答者（N=8）に対して、譲渡した相手法人を複数回答でた

ずねたところ、「社会福祉法人」が 6件（75.0%）、「一般社団法人、一般財団法人」と「株式

会社」がそれぞれ 1件（12.5%）であった。 

図表 15 事業譲渡について譲渡した相手法人（複数回答可）（n=8） 

 

 

■ 事業譲渡について相手方を認識した方法 (複数回答可） 

相手方を認識した方法は「役職員を通じての打診」が 3件（37.5%）、「自治体からの紹介」

と「その他」がそれぞれ 2件（25.0%）であった。 

図表 16 事業譲渡について相手方を認識した方法（複数回答可）（n=8） 

 

75.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

社会福祉法人

社会医療法人

医療法人（持分なし）

医療法人（持分あり）

一般社団法人、一般財団法人

公益社団法人、公益財団法人

特定非営利活動法人

学校法人

自治体

独立行政法人

協同組合

株式会社

その他

12.5%

37.5%

25.0%

12.5%

12.5%

0.0%

0.0%

12.5%

25.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

相手方から直接連絡があった

役職員を通じての打診

自治体からの紹介

専門機関（仲介会社）等からの紹介

専門家（顧問など）等からの紹介

金融機関等からの紹介

地元有力者からの紹介

法人グループ内からの紹介

その他
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■ 事業譲渡について事業を譲渡した理由 (複数回答可） 

事業を譲渡した理由を複数回答でたずねたところ、「事業の集中のため」が最も多く、7件

（87.5%）であった。 

図表 17 事業譲渡について事業を譲渡した理由（複数回答可）（n=8） 

 

 

■ 事業譲渡について事業譲渡の対価 

事業譲渡の対価は、「無償」、「有償」がそれぞれ 4件（50.0%）であった。 

図表 18 事業譲渡について事業譲渡の対価（n=8） 

 

 

  

25.0%

12.5%

25.0%

87.5%

0.0%

12.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人材不足のため

後継者不足のため

財務状態の改善のため

事業の集中のため

事業規模の縮小のため

その他

無償

50.0%
有償

50.0%
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■ 事業譲渡について基本財産の譲渡 

基本財産の譲渡について、「有」が 6件（75.0%）、「無」が 2件（25.0%）であった。 

図表 19 事業譲渡について基本財産の譲渡（n=8） 

 

 

■ 事業譲渡について定款変更の有無 

定款変更について、「有」が 5件（62.5%）、「無」が 3件（37.5%）であった。 

図表 20 事業譲渡について定款変更の有無（n=8） 

 

 

  

有
75.0%

無

25.0%

有

62.5%

無

37.5%



17 
 

■ 事業譲渡について事業譲渡の承認のために行われた手続（複数回答可） 

事業譲渡の承認のために行った手続を複数回答でたずねたところ、「理事会の承認」が 8

件（100%）であった。「評議員会の承認」と「所轄庁の承認（定款変更など）」はそれぞれ 5

件（62.5%）であった。 

図表 21 事業譲渡について事業譲渡の承認のために行われた手続（複数回答可）（n=8） 

 

 

■ 事業譲受について譲受の相手法人 (複数回答可） 

事業譲受を行ったことがある回答者（N=37）に対して、譲受元の相手法人を複数回答でた

ずねたところ、「自治体」が 12 件（32.4%）、「社会福祉法人」が 11 件（29.7%）、「特定非営

利活動法人」が 7件（18.9%）であった。 

図表 22 事業譲受について譲受の相手法人（複数回答可）（n=37） 

 

100.0%

62.5%

62.5%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

理事会の承認

評議員会の承認

所轄庁の承認（定款変更など）

その他

29.7%

2.7%

0.0%

0.0%

2.7%
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一般社団法人、一般財団法人

公益社団法人、公益財団法人

特定非営利活動法人

学校法人

自治体

独立行政法人

協同組合

株式会社

その他
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■ 事業譲受について相手方を認識した方法（複数回答可） 

譲受元の相手方を認識した方法は、「相手方から直接連絡があった」が 14件（37.8%）、「役

職員を通じての打診」と「自治体からの紹介」がそれぞれ 10 件（27.0%）であった。 

図表 23 事業譲受について相手方を認識した方法（複数回答可）（n=37） 

 

 

■ 事業譲受について譲受した理由（複数回答可） 

事業譲受を行った理由は、「事業の多角化のため」が 16 件（43.2%）、「事業救済のため」

が 15件（40.5%）であった。 

図表 24 事業譲受について譲受した理由（複数回答可）（n=37） 
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■ 事業譲受について事業譲受の対価 

事業譲受の対価について、「無償」が 29 件（78.4%）、「有償」が 6 件（16.2%）であった。 

図表 25 事業譲受について事業譲受の対価（n=37） 

 

 

■ 事業譲受について基本財産の譲受 

基本財産の譲受について、「有」が 19 件（51.4%）、「無」が 18 件（48.6%）であった。 

図表 26 事業譲受について基本財産の譲受（n=37） 
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■ 事業譲受について定款変更の有無 

定款変更について、「有」が 32件（86.5%）、「無」が 4件（10.8%）であった。 

図表 27 事業譲受について定款変更の有無（n=37） 

 

 

■ 事業譲受について事業譲受の承認のために行われた手続（複数回答可） 

事業譲受の承認のために行った手続を複数回答でたずねたところ、「理事会の承認」が 36

件（97.3%）、「所轄庁の承認（定款変更など）」が 32 件（86.5%）、「評議員会の承認」が 23 件

（62.2%）であった。 

図表 28 事業譲受について事業譲受の承認のために行われた手続（複数回答可）（n=37） 
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所轄庁の承認（定款変更など）
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2-1．事業譲渡・事業譲受においてどのようなときに困難さや課題を感じたのか 

事業譲渡・事業譲受の困難さや課題について聞いたところ、「従業員の承継、雇用確保や

処遇、従業員との交渉や調整」について課題であったとする割合が最も多かった。次いで、

「全体の進め方、スケジュールの立て方」が多い。 

図表 29 事業譲渡・事業譲受における困難さや課題（複数回答可）（n=43） 
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23.3%
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14.0%
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法人の文化の違い

法人の規程や制度の統合・調整

利用者への説明

全体の進め方、スケジュールの立て方

事業譲渡の対価の折り合い、対価の決定方法

債権者への説明・折衝

従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整

許認可に関する行政との調整

国庫補助金の精算

支援してもらう専門家の確保

重要な課題であった 課題であった あまり課題とならなかった 無回答
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2-2．上記課題について、どのように解決したか 

課題については、行政機関への相談や、課題に対応した専門家への相談などにより解決し

ている。また、法人内に専任の職員を配置するといった対策もとられている。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 行政に何度か相談した。 

 行政との協議による。 

 市をまじえた準備会連絡会で話合いを一年間実施した。 

 法人の文化の違いは、利用者（保護者会）への説明により理解を求めた。 

 指定管理事業を譲渡されたので、市と話し合う機会を増やし対応した。 

 司法書士が所轄庁に積極的に働きかけ、間に入って指導していただいた。 

 税理士、社労士の指導。 

 職員の処遇の違いが大きく調整に時間をかけた。 

 譲渡後１年間は幹部職員以外を譲渡先に出向させ、勤務を継続させた。１年後に転籍

希望者を除き、職員を引き揚げた。 

 職員１名を専任させた。 

 準備室を設置して職員を配置し、課題解決にあたった。 

 従業員との継続的な話合い、研修教育活動の実施。 

 全ての利用者との面談を実施し同意を得た。 

 

2-3．事業譲渡・事業譲受後に発生している課題 

事業譲渡・事業譲受後に発生している課題として特にあげられているのは、施設の老朽化

対応や職員の処遇、労働条件の調整などである。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 無償譲受施設の修繕。 

 施設の老朽化に伴う建替等。 

 自治体からの譲渡の場合、減価償却の積立てがない。 

 職員の処遇。 

 人件費等の処遇格差が生じたこと。 

 譲渡先に転籍した者から労働条件に不満が出た。（先方の説明不足であった） 

 職員も含めての譲受であったため、仕事への姿勢や勤務等への考え方に相違があっ

た。 

 譲受前からの職員の質。 

 規程等の違い、法人運営の理解など職員の意識の違い。 

 少子化の影響を受けた事業の継続可能性。 

 譲受した保育園を分園として運営してきたが、町全体の少子化に伴い将来的には本園

との統合が課題。 
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 養護老人ホーム入居者の確保が困難。 

 評議員の選任。 

 

2-4．事業譲渡・事業譲受に成功した要因 

事業譲渡・事業譲受の成功要因としては、法人間の理解の共有が図られていること、丁寧

なコミュニケーションが図られていること等があげられている。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 地域の方と交流を持ちながら所々対応したこと。 

 譲渡相手の協力、地域保護者の理解。 

 譲受した施設の運営方針について、継続性を第一義としたこと。 

 相手法人の運営内容を事前に理解し、人事制度等、統一できるところは、事前に統一

しておいた。 

 事前に譲渡の申し出があり、当該事業所に出向く機会を増やし、職員の協力を得たこ

と。 

 先方との打合せを綿密に行った。職員に対する事前事後の個別面談を丁寧に行った。 

 丁寧な説明をしたこと。 

 普段からの信頼関係。 

 専門家、理事の協力があったこと。救済のため、利用者の理解や、スタッフの処遇改

善が図られたこと。 

 両法人の役員がほとんど同じだったので事情を共有していたこと。  
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3-1．手引きの認知度 

手引きについて知っていたかたずねたところ、「知っていた」が 4 件（9.3%）、「知らなか

った」が 32 件（74.4%）であった。 

図表 30 「手引き」の認知度（n=43） 

 

 

3-2．以下の手引きの項目はどの程度役に立ちましたか？ 

手引きの各項目の役立ち度合いをたずねたところ、いずれの項目も 67%の回答者が活用で

きたとしている。 

図表 31 「手引き」の利活用（n=6） 

 

  

知っていた

9.3%

知らなかった

74.4%

無回答
16.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

33.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

概要

手続き説明（実施事項部分）

手続き説明（補足説明部分）

手続き説明（事例解説部分）

様式

十分活用できた 限定的に活用できた 活用できなかった
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3-3．手引きについて修正した方が良い内容や追加すべき内容 

手引きについて修正した方が良い点については、特に意見はなかった。 

 

問 4 その他、今後の事業展開等の推進に向けた施策や取組への意見 

その他の意見、今後の事業展開等に向けて必要な施策や取組み等については、下記があげ

られていた。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 専門的な知識を要し、複数の関連機関と調整するので、管轄している行政でも解決で

きないことがあった。一括して対応できる機関があると良い。 

 国や行政のサポート窓口がほしい。あるのなら分かりやすく示してほしい。 

 地域共生社会の実現に向けた連携、災害対応における連携、福祉人材確保・育成など

多くの課題に柔軟に対応できるような施策を期待する。 

 建物が老朽化した施設に対する救済措置（国庫補助等）を手厚くして欲しい。 

 法人の事務負担の軽減、行政の協力、公費補助資産の円滑な移動が求められる。採算

性のない事業は法人間でのやりとりでは限界がある。 

 介護、看護職員の不足から、将来的に安定した経営が望めるか心配される。 

 まずは保育士がいないとどうにもならない。 

 法人の規模の拡大よりも、中味や質をどうしていくかが、大切と思われる。質の向上

が図れれば、拡大も可となる。 

 法人に対する帰属意識よりも、施設に対する帰属意識が高いので、ゆるやかなアライ

アンスとして運営していくのがよい。 
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（４）合併、事業譲渡・事業譲受を実施したことがない法人向け（質問票Ｃ） 

合併、事業譲渡・事業譲受を行ったことはないと回答した方（N=402）に対して、質問し

た。 

 

問 1 合併や事業譲渡等についての貴法人のお考え 

合併や事業譲渡等についての考えをたずねたところ、「必要性を感じていない」が 55.5%、

「今後は、必要性が出てくるのではないかと感じている」が 38.1%であった。 

図表 32 合併や事業譲渡等の必要性についての考え（n=402） 

 

  

必要性を感じ

ていない

55.5%

必要性を感じているが方法

がわからない

3.0%

必要性は感じ

ていて、検討し

たことがある

が、実現にい

たらなかった
1.5%

今後は、必要

性が出てくるの
ではないかと

感じている

38.1%

その他

1.5%
無回答

0.5%
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問 2 合併や事業譲渡等の必要性を感じていない理由 

合併や事業譲渡等の必要性を感じていないと回答した方（N=223）に、その理由をたずね

たところ、「地域の福祉ニーズに十分に応えており、事業を増減させる理由がないため」が

34.1%と最も多かった。次いで、「自己の法人の方針として、現状の事業運営に徹することと

しているため」が 27.4%であった。 

図表 33 合併や事業譲渡等の必要性を感じていない理由（n=223） 

 

  

34.1%

13.0%

18.4%

27.4%

19.3%

13.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

地域の福祉ニーズに十分に応えており、事業を増減させる理由がないため

自己の法人の経営が順調であり、事業を増減させて収益の増加や費用の減少

を図る動機が感じられないため

人材確保に苦慮しているなど、現在の法人運営を維持することで手一杯であ

り、合併や事業譲渡・事業譲受を検討する余裕がないため

自己の法人の方針として、現状の事業運営に徹することとしているため

合併や事業譲渡・譲受について他法人から打診がなく、検討する理由がないた

め

その他
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問 3 合併や事業譲渡等の必要性を感じている理由 

合併や事業譲渡等の必要性を感じている方(N=171)に、その理由を複数回答でたずねたと

ころ、「人材の確保、育成のため」が 57.3%と最も多く、次いで「財務状態の安定のため」が

42.7%、「事業の多角化のため」が 33.3%であった。 

図表 34 合併や事業譲渡等の必要性を感じている理由（n=171） 

 

 

なお、その他として下記のようなものがあげられた。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 地域の福祉サービスを存続していくため。 

 利用者のニーズによる。 

 ニーズに応えるためには規模拡大が必要だと思うので。 

 高品質サービスを拡げるため。 

 選ばれる事業所となるために。 

 少子化の影響を受けることが予想されるため。 

 少子化に適切に対応するため。 

 総務、人事経理等の業務効率化のため。 

 事務費等のスケールメリットを生かすため。 

 法人役員のなり手不足。 

 

  

57.3%

14.0%

42.7%

11.1%

33.3%

4.1%

8.2%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人材の確保、育成のため

後継者不足のため

財務状態の安定のため

将来の投資（再投資）に備えるため

事業の多角化のため

事業の集中のため

事業規模の縮小のため

その他
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4-1 合併や事業譲渡等の検討においてどのようなときに困難さや課題を感じたのか 

合併や事業譲渡等について「必要性は感じていて、検討したことがあるが、実現にいたら

なかった」と回答した方（N=6）に、合併や事業譲渡の検討における困難さや課題について

聞いたところ、5件（83.3%）が「法人の文化の違い」、「法人の規程や制度の統合・調整」を

課題であるとしていた。 

図表 35 合併や事業譲渡等の検討時における困難さや課題（複数回答可）（n=6） 

 

 

4-2 上記のうち、合併や事業譲渡等の実現に至らなかった決定的な要因 

その他の合併や事業譲渡等の実現に至らなかった決定的な要因として、下記があげられて

いた。 

 

【自由回答より抜粋掲載、事務局にて表現を調整】 

 先方の法人の存続の方法と当方との間に考え方の相違があったため。 

 文化の違いが問題になる。 

 国庫補助金の清算。 

 相手から断られたため。（他の譲渡先の方が、条件が良かったとのこと） 
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0.0%
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50.0%
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16.7%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法人の文化の違い

法人の規程や

制度の統合・調整

利用者への説明

全体の進め方、

スケジュールの立て方

許認可に関する行政との調整

債権者への説明・折衝

従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整

支援してもらう専門家の確保

国庫補助金の精算

支援してもらう専門家の確保

重要な課題であった 課題であった あまり課題とならなかった 無回答
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問 5 「社会福祉法人における合併・事業譲渡・法人間連携の手引き（社会福祉法人経営研究会編）」 

■ 手引きの認知度 

手引きについて知っていたかたずねたところ、「知っていた」が 11.9%、「知らなかった」

が 74.4%であった。 

図表 36 「手引き」の認知度（n=402） 

 

 

■ 手引きの項目はどの程度役に立ちましたか 

手引きを知っていた方(N=48)に、各項目の役立ち度合いをたずねたところ、いずれの項目

も約 4割が活用できたとし、約 2割が活用できなかったとの回答があった。 

図表 37 「手引き」の利活用（n=48） 
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22.9%

39.6%
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概要

手続き説明

（実施事項部分）

手続き説明

（補足説明部分）

手続き説明

（事例解説部分）

様式

十分活用できた 限定的に活用できた 活用できなかった 無回答
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第３章 ヒアリング調査 

 

１．調査目的 

社会福祉法人における法人間連携や協業等を主とした事業展開（事業譲渡・合併含む）

等について、実態を把握し、今後の支援策等について検討のための情報を得ることを目的

に、事業展開の実施経験のある社会福祉法人を対象にヒアリング調査を行った。 

 

２．調査概要 

アンケート調査への回答にて合併または譲受の経験があるとした法人の中からヒアリ

ング調査への協力を依頼した。協力を得られた 6 箇所に対して、ヒアリング調査を行っ

た。 

ヒアリング調査では、事業展開の実施概要、体制、苦労した点などについて質問した。

調査項目は下表の通りである。 

 

図表 38 ヒアリング調査項目 

No. 調査項目 

1 合併・事業譲渡等経験の概要 

• サービス区分、規模、スキーム手法 等 

2 合併目的、合併の経緯・理由 

• 救済、事業承継、事業展開、スケールメリット享受、経営高度化、シナジー効

果 等 

3 合併手法、合併手法を選択した理由、スキーム検討における検討事項 

• 検討材料、課題、決定理由について 

• 社福法人のため、苦労した点、検討が大変だった点 

4 実施体制、検討体制 

• 検討体制、実施体制、外部協力者の活用等 

5 合併における課題や障壁、過去どのように解決したのか 

• 何を最も障壁と感じたか（運営方針すりあわせ、利害調整（創業者利益含む）、

のれん等の価値算定、資金調達、労使協議、人事関連（人員配置・異動含む）、

行政認可、事業の建て直し）、何に手間がかかったか 等 

• 経験した課題、その解決方法 

6 行政・認可にかかる課題 

7 今後の事業展開の推進に向けて必要な施策や取り組みへのご意見 
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ヒアリング結果 

 

形態 合併 合併 事業譲渡等 事業譲渡等 事業譲渡等 事業譲渡等

法人 社会福祉法人A会 社会福祉法人B会 社会福祉法人C会 社会福祉法人D会 社会福祉法人E会 社会福祉法人F会

１．概要 グループ内吸収合併 グループ内吸収合併 株式会社への事業譲渡
ＮＰＯ法人からの事業譲
受

市社会福祉協議会から
の公益事業の譲受（訪
問入浴介護事業等）

社会医療法人から社会
福祉法人への事業移管
（共同生活援助事業、
精神障碍者福祉ホー
ム）

２．合併／譲渡等
した事業

①高齢者福祉施設2施
設、障害者福祉施設(グ
ループホーム、生活介
護)7施設、その他就労
支援センター、相談支援
センター
②障害福祉施設(生活
介護、グループホーム、
就労支援等)

①特別養護老人ホーム
4施設、介護老人保健
施設、ケアハウス等
②特別養護老人ホー
ム、介護老人保健施
設、ケアハウス等

デイサービス事業 就労移行支援事業 在宅介護事業 社会福祉事業

３．目的 事業拡大（多店舗展開）
規模拡大による経営基
盤強化（人材確保）、運
営効率化

赤字事業部門の切り離
し

障害福祉サービス事業
経営の一元化、集中化

在宅介護事業の拡大
（市社協からヘルパーの
転籍受入）

社会福祉事業の集約化

４．合併手法、理
由、スキーム等

吸収合併（グループ傘
下後に合併手続きを実
施）

同一グループ内の合併 無償譲渡 無償譲受（寄付受入） 無償譲受 有償譲渡及び無償貸与

５．実施体制、検
討体制

スキーム検討、調査分
析等は法人幹部により
実施。一部、会計事務
所を活用

グループ幹部により実
施、法人本部担当者が
専属にて手続きを実施
した

法人理事等による協議

理事長・理事及び事務
局計約15名（両法人合
わせて）経営コンサルタ
ントの活用

事務員１名が専属で検
討、実施を遂行

法人職員が実施

６．合併における
課題や障壁

各県において、行政手
続きを進めているが、両
県の間での連携がなく課
題
認可申請書類が非常に
多く、業務負荷が大きい

職員に対する説明に多く
の労力を費やした。職員
説明会を複数回行い、
雇用条件等は変わらな
い旨を伝達

特になし

事業統合の話が双方で
きていたため、事前に両
法人間の各種条件・規
程等が合意されていた
ため、特段の障壁はな
かった

譲受後の勤務時間や給
与差の調整

有償譲渡（売買）となる
と補助金の返還となるの
で、一部の施設は無償
貸与とした

７．手引きについ
て

知っているが、あまり活
用していない

知らなかったマニュアル
みたいなものがあった方
が良い

知らなかった 知らなかった 知らなかった 知らなかった

８．その他

赤字法人の救済が進む
ことが理想ではあるが、
助成金等の交付など、メ
リットがあった方がよいの
ではないか

各施設の開設認可手続
きや各種保険等の更新
手続きに負担が大き
かった

地域では、人材不足や
過渡競争が起こっている
ため、事業拡大だけで
は、地域福祉の課題解
決には不十分

特になし 職員の異動が難しい
運営上の課題のため、
社会福祉事業を社会福
祉法人に集中させた
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第４章 ガイドラインの策定 

 

社会福祉法人が今後とも地域の様々な福祉ニーズへ対応することを期待して、社会福祉法人

の事業展開のメリットと留意点を明らかにした「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライ

ン」（以下、「ガイドライン」という。）を策定した。ガイドラインは、社会福祉法人の経営に

携わる方が、今後の事業展開の検討にあたっての参考となることを目指している。 

 

（１）構成検討 

ガイドラインの当初構成(案)は、次の通りである。 

１. 社会福祉法人を取り巻く現状 

   ・ 社会福祉法人制度の歴史 

   ・ 2000 年の社会保障基礎構造改革移行の状況 

   ・ 社会福祉法人の現状 

 

２. 2040 年を見据えた社会福祉法人の課題 

   ・ 人口構造の変化（増加が緩やかになる高齢者と減少が加速化する生産年齢人口） 

   ・ 福祉ニーズの複雑化、多様化 

   ・ 今後の社会福祉法人の課題 

 

３．社会福祉法人の事業展開スキームの概要 

    ・ 法人間連携 

   ・ 合併 

   ・ 事業譲渡等 

 

４. 社会福祉法人の経営者の事業展開にかかる意識調査結果（アンケート結果） 

 

５. 社会福祉法人の事業展開の意義と効果 

    ・ 事業展開の総括的な意義・効果 

   ・ 法人、利用者、職員、地域住民からみた合併・事業譲渡等の効果と留意点 

 

６. 合併・事業譲渡等の検討の視点と留意点 

    ・ 検討の視点 

  ・ 合併、事業譲渡等を行うに当たっての制度上の留意点 

ガイドラインの全文は、資料編 1に掲載している。 
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（２）内容検討 

アンケート調査やヒアリング調査を踏まえると共に、本検討委員会にて、合併や事業譲渡等

を進めるにあたってのポイントや留意すべき点について検討を行った。 

 

1. 社会福祉法（以下、「平成 28年改正法」）の改正趣旨の確認 

平成 28 年改正法では、社会福祉法人が備える公益性・非営利性に見合う経営組織や財務

規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福

祉法人本来の役割を果たすべき法改正がなされている点を十分に踏まえた内容とすること

とした。 

 

2. 社会福祉法人における事業展開の意義の明確化 

社会福祉法人が、その公益性、非営利性を持つ法人としての性格を十分に認識し、その上

で、地域における福祉サービスの持続・発展させていく活動の範囲内に、事業展開も位置付

けられるべきものとの意見があり、本ガイドラインやマニュアルでは、社会福祉法人のこれ

までの位置づけや、事業展開を行うにあたっての目的や効果について記載することとした。 
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第５章 実務者向けマニュアルの策定 

 

社会福祉法人の事業展開スキームのうち、合併、事業譲渡等について、手続方法や検討ポイ

ントを解説した「合併・事業譲渡等マニュアル」（以下、「マニュアル」という。）を策定した。 

マニュアルは、事業展開の検討や実施を行う社会福祉法人の役職員や社会福祉法人を監督指

導する所轄庁の担当者が、合併や事業譲渡等を検討あるいは指導する際に参照し、実務的な対

応を行う際の手引きとして活用されることを目指している。 

 

（１）構成検討 

マニュアルの当初構成(案)は、次の通りである。 

１. 本マニュアルのねらい 

 

２. 合併・事業譲渡等の検討のポイント 

   ・ 合併・事業譲渡等の目的の明確化 

   ・ 合併・事業譲渡等の相手となる法人の評価 

   ・ 財務諸表の分析 

   ・ 将来事業計画の作成 

 

３. 社会福祉法人における合併・事業譲渡等の実態と実務上の課題（アンケート結果） 

   ・ 合併・事業譲渡の経緯・目的 

   ・ 合併・事業譲渡の各手続きにおける課題等の解決方法 

   ・ 合併・事業譲渡の効果と今後に向けた課題  

 

４. 社会福祉法人における合併の手引きと留意事項 

   ・ 吸収合併 

   ・ 新設合併 

※ 事前協議、理事会等議決、合併協議会、合併契約、役員選任、定款変更、所轄庁への

申請、債権者保護手続き、登記、利用者や利用者家族、地域への説明、職員処遇、規

程・システム整備などについて手続きと留意事項を記載 

 

５. 社会福祉法人における事業譲渡等の手引きと留意事項 

   ・ 事業譲渡の手続きの全体像  

  ・ 各手続きと留意事項の解説 

マニュアルの全文は、資料編 2に掲載している。 
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（２）内容検討 

アンケート調査やヒアリング調査を踏まえると共に、本検討委員会にて、合併や事業譲渡等

を進めるにあたってのポイントや留意すべき点について検討を行った。 

社会福祉法人の公益性、非営利性を保ち、円滑な事業展開が可能となるように、留意すべき

ポイントについて、明確化した項目は以下である。 

 

＜合併＞ 

○行政への相談 

○合併時における財産の取扱 

○法人外流出の防止 

○特別の利益供与の禁止 

○利用者等への事前説明と理解の醸成 

○職員への事前説明・了解  

○地域住民への事前説明  

 

＜事業譲渡等＞ 

○行政への相談 

○譲渡す事業が譲受法人で継続可能かどうか事前確認 

○合併時における財産の取扱 

○法人外流出の防止 

○特別の利益供与の禁止 

○利用者等への事前説明と理解の醸成 

○職員への事前説明・了解  

○地域住民への事前説明  
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第６章 まとめ 

 

(１)アンケート及びヒアリング調査結果概要 

 

■社会福祉法人における合併や事業譲渡等に関する意識 

アンケート調査にて、社会福祉法人における合併や事業譲渡等についての考えをたずねた

ところ、「必要性を感じていない」が 55.5%、「今後は、必要性が出てくるのではないかと感

じている」が 38.1%であった。 

このうち、「必要性を感じていない」と回答した方において、その理由をたずねたところ、

「地域の福祉ニーズに十分に応えており、事業を増減させる理由がないため」が 27.2%と最

も多かった。次いで、「自己の法人の方針として、現状の事業運営に徹することとしている

ため」が 21.9%であった。 

また、「今後は、必要性が出てくるのではないかと感じている」に、その理由をたずねた

ところ、「人材の確保、育成のため」が 57.3%と最も多く、次いで「財務状態の安定のため」

が 42.7%、「事業の多角化のため」が 33.3%であった。 

このように、社会福祉法人において、地域のニーズを十分に提供できている等から事業展

開の必要性を感じていない法人が多く占める一方で、今後の人材確保や事業基盤の安定に向

けて、事業展開の必要性を感じている法人が少なからず存在している実態が明らかとなっ

た。 

 

■社会福祉法人における合併や事業譲渡等における課題とその解決方法 

アンケート調査にて、社会福祉法人における合併や事業譲渡等に関する課題として、このよ

うな課題を意識して、ガイドラインやマニュアルについて整備を行った。 

 

(ア)合併における課題 

合併においてどのようなときに困難さや課題を感じたのかをたずねたところ、「法人の規

程や制度の統合・調整」について約半数の回答者が課題であった（「重要な課題であった」

と「課題であった」の合計。以下同様）としている。次いで、「全体の進め方、スケジュー

ルの立て方」が課題であったとする回答が多かった。 

また、課題の解決にあたって調査事例においては、行政機関への相談や、専門家（弁護士、

司法書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士等）への相談、相手法人と

の十分な協議により解決を行っていた。 

 

(イ)事業譲渡等における課題 

事業譲渡・事業譲受においてどのようなときに困難さや課題を感じたのかをたずねたとこ

ろ、「従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整」について課題であったとす

る割合が最も多かった。次いで、「全体の進め方、スケジュールの立て方」が多かった。 

また、課題の解決にあたって調査事例においては、行政機関への相談や、専門家（弁護士、
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司法書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士等）への相談、従業員との

継続的な話し合いなどにより解決している。また、専任の職員を配置するといった対策もと

られている事例も見られた。 

 

 

(２)ガイドライン及びマニュアル作成にあたって 

アンケート調査やヒアリング調査を踏まえると共に、本検討委員会にて、合併や事業譲渡等

を進めるにあたってのポイントや留意すべき点について検討を行った。 

 

1. 平成 28 年改正法の改正趣旨の確認 

平成 28 年改正法では、社会福祉法人が備える公益性・非営利性に見合う経営組織や財務

規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福

祉法人本来の役割を果たすべき法改正がなされている点を十分に踏まえた内容とすること

とした。 

 

2. 社会福祉法人における事業展開の意義の明確化 

社会福祉法人が、その公益性、非営利性を持つ法人としての性格を十分に認識し、その上

で、地域における福祉サービスの持続・発展させていく活動の範囲内に、事業展開も位置付

けられるべきものとの意見があり、本ガイドラインやマニュアルでは、社会福祉法人のこれ

までの位置づけや、事業展開を行うにあたっての目的や効果について記載することとした。 

 

3. 合併や事業展開を行うにあたっての留意すべきポイント 

社会福祉法人の公益性、非営利性を保ち、円滑な事業展開が可能となるように、留意すべ

きポイントについて、ガイドラインやマニュアルでは、明瞭に記載することとした。留意す

べき点として明確化した項目は以下である。 

  

＜合併＞ 

○役員の選任 

○特別の利益供与の禁止 

○法人外流出の防止 

○行政への相談 

○職員への事前説明・了解 

○利用者等への事前説明と理解の醸成  

○地域住民への事前説明  

 

＜事業譲渡等＞ 

○譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか事前確認 

○行政への相談 

○支払対価の決定プロセス 
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○国庫補助金の取扱 

○法人外流出の防止と支払対価の関係 

○特別の利益供与の禁止 

○利用者等への事前説明と理解の醸成 

○職員への事前説明・了解  

○地域住民への事前説明  

 

 

(３)まとめ及び考察 

本事業では、社会福祉法人の事業展開について、アンケート調査及びヒアリング調査にて実

態調査を行い、検討委員会形式にて、ガイドライン及びマニュアルの策定を行った。検討委員

会においては、事業展開においての意義や留意点について議論・検討がなされた。 

特に、平成 28 年社会福祉法改正では、社会福祉法人の公益性と非営利性を確認・徹底する

ことを主な目的としており、合併については、社会福祉法人間であることが明記されており

（社会福祉法第 48条）、資産・負債を包括承継することから、社会福祉法人の持つ公的財産の

法人外流出等の懸念は少ないものと考えられる。一方で、事業譲渡等は、法 48 条のような規

定がなく、社会福祉法人以外の法人形態も譲渡先として選択可能と考えられるため、持ち分あ

り法人への事業譲渡等は、社会福祉法人の非営利性を侵害する可能性があり禁止すべきではな

いか、社会福祉法人の経営層と持ち分あり法人の経営層や株主、その他幹部職員が同一の場合

は禁止すべきではないかといった意見が出された。 

こうした意見があったものの、本事業では、法改正等を伴う新たな規制を設けることは守備

範囲を超えていること、事業譲渡等は、地域福祉の向上が何よりも優先され、地域や施設の事

情は多様であることから、一律な強い規制は避けるものの、公益性と非営利性を有した法人と

して地域福祉へ貢献するという社会福祉法人の本質を毀損しないことに留意した事業譲渡等

が求められるべきという一定の結論に至った。 

 

以下、不適切と考えられるものを例示するが、これ以外なら全て良いという意味ではなく、

個別ケース毎の検討や、諸制度による規制等の確認が望まれる。その意味で、事業譲渡等をす

る場合には、事前に所轄庁及び事業を所管する行政庁へ相談することの徹底と譲渡後の情報公

開（地域で譲渡事業が継続されているか等）が求められる。 

 

＜例１＞ 

社会福祉法人Ａから他の法人Ｂに対し、①～③をすべて満たすような事業の譲渡しが

行われた場合 

①社会福祉事業第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関係者

が、事業を譲受けた法人Ｂの関係者であった場合 

②当該事業の譲渡し価格に関し、社会福祉法人Ａにおける評価の過程が明確でな

く、適切な価格なのか判断できない場合 

③(ｲ)～(ﾆ)のような特段の事情がない場合 
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(ｲ)社会福祉法人Ａにおいて、事業を継続しがたい特段の理由がある。 

(ﾛ)社会福祉法人Ａにおいて、当該事業の収支が赤字で推移しており、将来も改善

する見通しがない。 

(ﾊ)当該地域において、事業の譲渡しが可能な他の法人がない。 

(ﾆ)当該地域において、当該事業のニーズが減少する見通しがある。 

＜例２＞ 

社会福祉法人Ｃが他の法人Ｄから、次の①、②をすべて満たすような事業の譲受けが

行われた場合 

①社会福祉法第 27条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関係者

が、事業を譲渡した法人Ｄの関係者であった場合 

②当該事業の譲受け価格に関し、社会福祉法人Ｃにおける評価の過程が明確でな

く、適切な価格なのか判断できない場合 

 

今後さまざまな事業展開を行うに当たっては、社会福祉法人内での評議員、理事・監事等に

おいて、公益性・非営利性に誤解を招くことがないよう十分に留意し、適切な法人ガバナンス

が求められるものである。 

 

本事業の成果物として、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」及び「合併・事業

譲渡等マニュアル」を策定した。本成果物では、社会福祉法人の存在意義を再確認しつつ、社

会福祉法人の事業展開のうち、社会福祉法等に定められた手続きを行う必要がある合併と事業

譲渡等を対象にその手続きや法令等について記載し、実施におけるポイントと留意点をまとめ

たものである。 

社会福祉法人の役職員や社会福祉法人を監督指導する所轄庁の担当者が、事業展開について

検討し、更に、合併や事業譲渡等を具体的に検討あるいは指導する際に本事業の成果物を参照

し、実務的な対応を行う際の手引きとして活用いただければ幸いである。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

委員提出資料 

アンケート調査票 

  





 

 

委員提出資料（第５回検討会 菅田正明委員提出） 

 

不適切と考えられる事例 

合併 

１ 合併直前に役員報酬基準が改正され、退任となる役員に対して不当に高額な退職手当及

びそれに類するものが支給される事例 

２ 合併と同時に、当該社会福祉法人の関係者が支配する他の法人の持ち分、事業等を抱き

合わせる形で売却し、当該売却価格に社会福祉法人の評価価値を上乗せすることで、事

実上社会福祉法人の合併に伴う対価が社会福祉法人の関係者に支払われる事例 

３ 合併後、存続法人又はその関連する法人と消滅法人の元関係者との間で次のような契約

が締結される事例 

① 元関係者が所有する不動産を、不当に高額な価格で又は必要性がないにもかかわ

らず購入又は賃貸する事例 

② 元関係者との間で、不当に高額な価格で又は必要性がないにもかかわらずコンサ

ルタント契約等の業務委託契約が締結される事例 

③ 元関係者が、不当に高額な賃金又は報酬で職員として雇用又は役員として就任す

る事例 

④ 元関係者に対して、存続法人又はその関連する法人から対価性のない金銭その他

の経済的利益が供与されている事例 

 

事業譲渡  

１ 譲渡法人及び譲受法人が、事実上同一人又は親族によって支配されており、かつ、譲渡

対価が不当に高価又は低廉である事例 

２ 社会福祉法人から他の法人への事業譲渡において、不当に低廉な価格で譲渡される事例 

３ 他の法人から社会福祉法人への事業譲渡において、不当に高額な価格で譲渡される事例 

４ 事業譲渡と同時に、当該社会福祉法人の関係者が支配する他の法人の持ち分、事業等を

抱き合わせる形で売却し、かつ、事業譲渡代金を抱き合わせて売却した方に上乗せして

おり、上乗せしたと評価される分を含めると事業譲渡代金が不当に高額な価格となる事

例 

５ 事業譲渡後、譲受法人又はその関連する法人と譲渡法人の関係者との間で次のような契

約が締結される事例 

① 譲渡法人の関係者が所有する不動産を、不当に高額な価格で又は必要性がないにも

かかわらず購入又は賃貸する事例 

② 不当に高額な価格で又は必要性がないにもかかわらずコンサルタント契約等の業

務委託契約が締結される事例 

③ 譲渡法人の関係者が、不当に高額な賃金若しくは報酬で譲受法人又はその関連する

法人に職員として雇用又は役員として就任する事例 

④ 譲渡法人の関係者に対して、対価性のない金銭その他の経済的利益が供与されてい

る事例 

６ 租税特別措置法第 40条の規定の適用を受けた寄附財産を含めて譲渡法人の関係者と同一

人又は親族によって支配されている他の法人へ事業譲渡がされ、かつ、当該事業譲渡に

よって当該関係者又はその親族の所得税又は相続税の負担が不当に回避されていると評

価される事例 



 

 

７ 譲渡法人の関係者と同一人又は親族によって支配されている他の法人への事業譲渡がさ

れた後、数年以内に譲渡対象事業が廃止・売却され、かつ、その結果譲渡法人の関係者

又はその親族に当該他の法人から配当等が行われる事例 

８ 他の法人に対して優良事業だけが低廉な価格で譲渡され、かつ、事業譲渡後に社会福祉

法人を解散する事例 

９ 他の法人から社会福祉法人に不採算事業だけが譲渡され、かつ、事業譲渡後に社会福祉

法人を解散する事例 
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社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン 
 

 

１．はじめに 

社会福祉法人は、戦後の混乱期から今日に至るまで⾧きにわたり、社会福祉事業の主た

る担い手として、我が国の社会福祉を支えている。 

近年、地域においては、生産年齢人口の減少をはじめとする本格的な人口減少社会の到

来、福祉ニーズの複雑化、多様化、地域社会の変化が進んでおり、社会福祉法人もこうし

た変化に応じた対応が求められている。 

今般、公益性と非営利性の両面を備え、良質な福祉サービスを継続して提供していく使

命を持つ社会福祉法人が、こうした地域社会からのニーズに応え、その役割をさらに発揮

していくことを期待して、社会福祉法人の法人間連携、合併、事業譲渡等（以下「事業展

開」という。）の手続きと留意点等を整理した「社会福祉法人の事業展開に係るガイドラ

イン」を策定した。 

社会福祉法人の経営に携わる方々は本ガイドラインを今後の事業展開の検討にあたっ

て参考にしていただきたい。 

 

 

２．社会福祉法人を取り巻く現状と課題 

(1) 社会福祉法人の現状 

2017（平成 29）年度の現況報告に基づく、社会福祉法人の現状は次の通りである。 

ア 社会福祉法人の数 

社会福祉法人は年間 170 件程度で増加しており、2017（平成 29）年度は 20,838

となっている。内訳をみると一般法人が 18,304、社会福祉協議会が 1,906、社会福

祉事業団が 205、共同募金会が 48、その他が 355 である。 

都道府県所在地別に見ると大阪府が最も多く(1,191)、次いで福岡県(1,152)、東

京都(1,069)となっている。指定都市別では、大阪市(297)が最も多く、次いで横浜

市(266)、京都市(261)と続いており、中核市別では、鹿児島市(120)が最も多く、次

いで金沢市(116)、⾧崎市(110)と続いている。 
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イ 社会福祉法人の規模 

サービス活動収益の規模別の法人の割合をみると、1 億～2 億円(26.5％)が最も

多く、次いで、1 億未満(15.4％)、２～３億円(13.4％)と続いている。平均は約 5 億

円であり、10 億円以上の法人は約 1 割(10.9％)にとどまっている。 

ウ 社会福祉法人の経営状態 

サービス活動収益からサービス活動費用を引いた「サービス活動増減差額」をサ

ービス活動収益で除した「サービス活動増減差額率」をみると、平均値は 2.67％、

中央値は 2.39％となっている。サービス活動増減差がマイナスになっている法人

は全体の 33.7％となっている。 

エ 社会福祉法人の事業分野 

社会福祉法人の事業分野をみると、高齢分野単独が 21.4％、障害分野単独が

10.2％、児童分野単独が 43.4％、複数分野が 24.5％、その他単独が 0.5％となって

いる。収益規模が 5 億未満の場合は 88％の法人が単独分野を実施しているのに対

し、20 億以上の場合は、86％が複数分野を実施している。収益規模が 5 億未満の

社会福祉法人について児童福祉分野のみを行う法人の割合が多い。 

オ 社会福祉法人の合併の状況 

合併認可件数は、年間 10～20 件程度で推移しており、2017（平成 29）年度は 10

件となっている。 

なお、みずほ情報総研株式会社「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究」

内で実施された合併、事業譲渡等を行ったことがない社会福祉法人経営者向けのア

ンケートでは、「今後は、合併あるいは事業譲渡等の必要性が出てくるのではない

かと感じている」と回答した経営者は全体の 38.1％となっている。 

 

(2) 社会福祉法人制度の変化 

社会福祉法人は、戦後、社会福祉事業が公的責任により実施されることになると、

民間の社会福祉事業の自主性の尊重と経営基盤の安定等の要請から、旧民法第 34 条

の公益法人の特別法人として 1951（昭和 26）年に制度化された。 

社会福祉法人は、旧社会福祉事業法に基づく規制や監督を受けながら、主として国

からの措置事業を担う公共的な性格を有する法人として機能してきた。以来、⾧きに

わたり、社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、我が国の社会福祉を

支えてきた。  

その後、2000（平成 12）年の介護保険法の施行、同年の社会福祉事業法の改正に
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よる社会福祉法の成立により、サービスの利用の仕組みを措置から契約に転換し、多

様な供給主体を参入させることにより、利用者の選択の幅を広げるとともに、事業者

の効率的な運営を促し、サービスの質の向上と量の拡大を図る政策がとられた。 

2006（平成 18）年に公益法人制度改革が行われ、公益財団法人等には、その組織

等について法律で明確に規定されるとともに、透明性の確保についても高いレベルの

情報公開が義務付けられた。こうしたこと等を踏まえ、2016（平成 28）年には社会

福祉法人が備える公益性・非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対

する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割

を果たしてくよう法人の在り方を見直す観点から、 

・ 経営組織の見直し（評議員、理事、監事、会計監査人に資格、職務、責任、権

限の規定整備、評議員会の必置化、一定規模以上の法人への会計監査人必置化等） 

・ 事業運営の透明性の向上（定款、計算書類等の公表義務化等） 

・ 財務規律の強化（特別の利益供与の禁止規定整備、役員報酬基準の作成及び公

表の義務化、社会福祉充実計画の策定義務化等） 

・ 福祉サービスを提供するにあたっての責務（地域における公益的な取組の責務

化） 

・ 行政の関与（所轄庁による改善勧告の規定整備、社会福祉法人に関するデータ

ーベースの整備、国民への情報提供の実施等） 

を内容とする社会福祉法の改正（以下「28 年改正法」という。）が行われた。 

 

(3) 2040 年を見据えた社会福祉法人の課題 

団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040（令和 22）年を見据えた社会福祉法人

の課題は以下の通りである。 

ア 増加が緩やかになる高齢者と減少が加速化する生産年齢人口 

我が国の社会の人口動態を見ると、いわゆる団塊の世代が全員 75 歳以上となる

2025（令和７）年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかにな

る。また、大都市とその郊外では高齢者が増加する傾向にある一方で、地方では高

齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。 

さらに、現役世代（担い手）となる生産年齢人口の減少が 2025（令和７）年以降

加速する。現在でも福祉人材の有効求人倍率が高止まりしていることに加え、2018

（平成 30）年には労働時間規制の強化や同一労働同一賃金などを内容とする働き

方改革関連法が成立し、2019（平成 31）年４月から順次施行されており、働き方

改革に適切に対応しつつ、担い手確保を図る必要がある。 
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イ 福祉ニーズの複雑化、多様化と地域社会の変化 

近年、ひきこもりやゴミ屋敷問題、親の介護と子育てを同時に担うダブル ケア、

高齢の親と働いていない独身の 50 代の子どもが同居している世帯といった複合的

な課題など、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化、多様化している。

また、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が

進んでいる。 

こうした中、福祉ニーズの複雑化、多様化、地域社会の変化に対応していくため、

従来の高齢者、障害者、子どもといった種別を超え、横断的、包括的な福祉サービ

スの提供が求められている。社会福祉法人に対しては、「地域における公益的な取

組」が責務として位置づけられており、福祉分野を超えた他分野との連携として、

農福連携や住宅確保要配慮者への居住支援への取組などが期待されている。 

 

 

３．社会福祉法人の事業展開と期待される効果 

社会福祉法人は、旧民法第 34 条に基づく公益法人から発展した特別法人として、 

① 社会福祉事業を行うことを目的とし（公益性） 

② 法人設立時等の寄附者の持分はなく、剰余金の配当もなく、解散時の残余財産は社

会福祉法人その他学校法人、公益財団法人等の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属

し（非営利性） 

③ 所轄庁による設立認可により設立される 

という性格を有している。 

社会福祉法人は、こうした性格を活かし、わが国の人口構造の変化や福祉ニーズの複雑

化、多様化を見通して、これまで培ったノウハウを生かした福祉サービスの充実を図ると

ともに、 

・ 様々な社会生活上の困難を抱える者に対して、日常生活の支援を含む福祉サービス

の提供 

・ 過疎地等他の経営主体の参入が見込まれない地域で福祉サービスの提供 

など、他の経営主体で担うことが必ずしも期待できない、制度や市場原理では満たされな

いニーズに対して、住民に身近な圏域で福祉分野の専門性を持つ非営利セクターの中核と

して、福祉サービスを積極的に提供することが期待されている。 

社会福祉法人の事業展開は、公益性・非営利性を十分に発揮し、社会福祉法人に寄せら

れている期待に応える非営利法人として、経営基盤を強化し良質かつ適切な福祉サービス

の提供が実現しうる観点から行われるべきである。 
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(1) 事業展開の主な手法 

社会福祉法人が行う主な事業展開として、以下のような手法が考えられる。 

○ 法人間連携 

法人間連携とは、それぞれの法人の強みを活かし、地域の課題などに連携して

対応することや、人材確保や災害対応などを複数の法人間で協力関係を構築する

ことである。連携の範囲や内容など明確な定義はなく、法人間で互いに協力関係

を築くこと全般が含まれるものと考えられる。 

また、近年では、社会福祉協議会を通じた連携が行われ、地域づくりの一翼を

担っている。 

なお、厚生労働省は、2019（令和元）年 12 月にとりまとめられた「社会福祉

法人の事業展開等に関する検討会報告書」を受け、新たな選択肢として、社会福

祉法人を中核とする非営利の「社会福祉連携推進法人」を創設することとし、社

会福祉法等の一部を改正する法律案を第 201 回国会に提出している。 

○ 合併 

社会福祉法人の合併は、社会福祉法に規定されており、社会福祉法人間のみで

認められている。28 年改正法で吸収合併、新設合併の規定等が追加された。 

・新設合併 

合併により既設の法人の全てが解散し、新たに法人を新設すること。 

・吸収合併 

合併により 1 つの法人のみ存続し、他の法人を吸収（解散）すること。 

合併後存続する法人が、消滅した法人の一切の権利義務を承継する。 

○ 事業譲渡等  

事業譲渡等とは、事業の譲渡と事業の譲受けを総称したものである。通常、特

定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に譲

渡・譲受けすることであり、土地・建物など単なる物質的な財産だけではなく、

事業に必要な有形的・無形的な財産のすべての譲渡・譲受けを指している。 

 

 (2) 社会福祉法人の事業展開により期待される効果  

ア 事業展開全体で期待される効果 

(ｱ) 新たな福祉サービスや複雑化、多様化に対応した取組の展開 

個々の法人では資源の不足等により新たに取り組むことが難しい場合であっ
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ても、複数の法人が連携、協力し資源を補いあうことで取組が可能となる。 

(例) 

・様々な地域生活課題に対する総合相談支援体制の強化 

・新たな支援・サービスの創出 

・緊急・窮迫した状況への迅速な現物給付の実施 

・全世代型の居場所づくり、見守りの展開 

(ｲ) 一法人では対応が難しい課題への対応 

個々の法人のみでは対応しにくい課題への取組などが期待される。 

(例) 

・外国人材の確保など人材確保の促進 

・研修の共同実施 

・災害時への備え、体制の構築 

イ 法人間連携で期待される効果 

法人間連携であれば、合併、事業譲渡等の手続きと比較し容易に取り組むことが

でき、意思決定から短期間で柔軟に実行に移しやすい。 

ウ 合併で期待される効果 

(ｱ) 法人が一体となることによる経営基盤の強化、事業効率化 

・ 法人が一体となり、本部機能や財務基盤が強化されることにより、事業の安

定性と継続性が高まり、建物の修繕や設備の増強など、サービスの質の向上に

向けて積極的に設備投資を行うことが可能となることが考えられる。 

・ スケールメリットを活かすことによって、資材調達などのコストを削減する

ことが可能となることなども考えられる。 

(ｲ) サービスの質の向上、組織活性化 

・ 相手方の法人の人材、ノウハウ、設備等資源を活用することにより、既存の

資源の補完や高度な活用が促され、サービスの質の向上などが期待される。 

・ これまでにない新たな種別の施設を取り入れた場合には、提供するサービス

の幅が広がることが期待される。 

・ 互いの法人が有機的に結合し、職員間の意識が刺激されるなど新たな法人風

土を醸成することが期待される。 

(ｳ) 人材育成 

・ 新たな領域の知識・技能・経験を持った職員を確保することができ、職員間

の人事交流が促進されれば、各職員のスキル拡大・向上を図ることができるこ

とが期待される。 
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・ 規模拡大によって教育への投資が促され、外部講師の招へいや外部研修への

参加機会の確保など、充実した教育を受けることが期待される。 

エ 事業譲渡等 

事業譲渡等の効果として、合併において挙げられている効果に加え、以下の項目

が考えられる。 

(ｱ) 事業継続が困難な社会福祉事業の継続 

事業継続が困難になっている社会福祉事業について、事業譲渡等により、事

業継続の可能性が広がることが期待される。 

(ｲ) 事業拡大、拡充の負担軽減 

他法人から事業を譲受けることにより、即戦力の資源を活用することがで

き、新設、増設する場合よりも、迅速な事業展開や、事業化までの負担の軽

減、事業の拡大、拡充が期待される。 

 

 

４．合併・事業譲渡等の手続と留意点 

事業展開の手法のうち、合併と事業譲渡等については、社会福祉法等に定められた手続

を行う必要がある。また、持分や配当がなく、残余財産は他の社会福祉法人又はその他学

校法人、公益財団法人等の社会福祉事業を行う者に帰属し、処分されない財産は国庫に帰

属すると定められている社会福祉法人自体の性格に即して行われるべき処理もある。 

言うまでもないが、理事・評議員等は社会福祉法人と委任の関係（社会福祉法第 38 条）

にあり、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負

う（民法第 644 条）とともに、社会福祉法人に損害を与えた場合には賠償責任を負う（社

会福祉法第 45 条の 20）こととなる。このため、合併、事業譲渡等に関しては、その後の

法人運営に大きく影響する点を踏まえ、十分な時間をかけて検討を行う必要がある。 

こうしたことから、合併、事業譲渡等に限定して、主な手続と留意すべき事項等を整理

した。なお、別途、実務担当者向けの手引き書を策定しているので参考にしていただきた

い。 

 (1) 合併、事業譲渡等に共通する事項 

ア 法人所轄庁への事前相談 

合併、事業譲渡等とも関係する社会福祉法人の所轄庁（以下「法人所轄庁」とい

う。）が関わる手続等が多くあることから、法人所轄庁にできるだけ早期に事前相

談に行くことが望ましい。 
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イ 各事業に係る行政庁への事前相談 

社会福祉法人の合併、事業譲渡等は必ず社会福祉事業等の拠点が関係するが、こ

れらはそれぞれの事業に係る行政庁（以下「事業所管行政庁」という。）の許認可

等により、実施されているものである。このため、法人所轄庁の相談と並行して、

事業所管行政庁にできるだけ早期に事前相談に行くことが望ましい。 

ウ 利用者に対する十分な説明と理解の促進 

関係する拠点、事業に関係する利用者の不安の除去と納得性が必須であるので、

丁寧かつ十分な説明が必要である。 

エ 職員に対する十分な説明と理解の促進 

関係する拠点、事業に関係する職員に対して、労働条件も含めて理解を得ること

が労働法遵守の観点からも必須であり、また、職員の定着という観点からも重要で

ある。 

オ 税制、補助金の取扱 

租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産や国庫補助金を受けてい

る財産の取扱については税務署、補助金関係行政庁と十分相談して、適切に対応す

る必要がある。 

 

 (2) 合併 

ア 主な手続 

合併については、28 年改正法において、公益法人制度に準じて吸収合併、新設合

併のそれぞれの手続きが明確化された。 

社会福祉法上は、 

①理事会、評議員会における合併契約の決議 

②合併契約に関する書類の備置き及び閲覧等 

③合併の法人所轄庁の認可 

④債権者保護手続きにおける官報による公告 

⑤登記手続 

⑥事後開示、書面等の備置き・閲覧 

が必須の手続である。 

イ 留意すべき事項 

(ｱ) 当事者法人の協議、合意形成 
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合併では、合併によって期待できる効果や双方の経営・資産等に係る情報な

ど、当事者間の適切な合意形成に向け十分な協議を行い、当事者間の適切な合

意形成が前提であることは言うまでもない。 

合併に関わる事項について、役員は社会福祉法第 45 条の 16、第 45 条の 20

に係る責任を負うことに留意する必要がある。 

(ｲ) 消滅法人の退職役員に対する報酬の適正性の確保 

合併により消滅する法人において、退職役員等に仮に退職手当及びそれに類

するものが支払われる場合には、社会福祉法第 45 条の 35 に基づき規定された

基準によるものでなければならない。 

(ｳ) 租税の取扱 

合併により、租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産を存続法

人又は新設法人に移転する場合であって、引き続き同条の適用を受けようとす

る場合には、合併の日の前日までに、国税庁⾧官あてに必要な書類を提出する

必要がある。 

 

 (3) 事業譲渡等 

ア 主な手続 

事業の譲受け及び事業の譲渡を行うにあたっては、 

・ 事業を譲受ける法人では、譲受ける事業について新規の許認可等の手続き 

・ 事業を譲渡した法人においても、事業廃止などの各種手続き、及び当該事業

に供する基本財産を変更する定款変更申請が必要となる場合、その処分方法を

記載した書類が必要となるほか、不動産の価格評価書なども法人所轄庁の求め

に応じて提出 

等が必要となる。 

また、合併と異なり、包括承継はされないことから、移転される利用者、職員、

調理、清掃などの委託業務等、土地、建物など事業に関連するものについては、そ

れぞれ改めて契約行為が必要となることに留意が必要である。 

イ 留意すべき事項等 

事業譲渡等に関する留意すべき事項を以下の通り示すとともに、不適切と考えら

れる例を示した。 

(ｱ) 事業継続が可能な譲渡し先であることの確認 

社会福祉法人が関係する事業譲渡等は、事業に関わる利用者へのサービス提
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供の継続に資するために行われるものである。 

このため、譲渡し先となる法人が当該事業を実施できる主体であることが前

提であり、事前に事業所管行政庁と協議を終えておく必要がある。 

(ｲ) 相手方法人に関する留意点 

社会福祉法第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる評議員、理事、監

事、職員などの社会福祉法人の関係者が、事業譲渡等の相手方となる法人の関

係者である場合には、特別の利益供与の禁止規定（社会福祉法第 27 条）や利益

相反取引の制限規定（社会福祉法第 45 条の 16 第４項によって準用される一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条）に抵触することのないように

する必要がある。 

(ｳ) 資産を譲渡する際の留意点 

社会福祉法人は、法人設立時等の寄附者の持分、剰余金の配分はなく、解散

時の残余財産は社会福祉法人その他学校法人、公益財団法人等の社会福祉事業

を行う又は国庫に帰属するとされている。事業の譲渡の際にもこの考え方に留

意する必要がある。 

また、社会福祉法人の持つ資産は、法人外流出に当たらないよう、適正な評価

を行った上で価格を検討する必要がある。価格の検討を十分行わず、単に国庫補

助金返還を理由として無償譲渡とすることは、法人外流出に該当する可能性があ

るので留意する必要がある。 

(ｴ) 資産を譲受ける際の留意点 

事業を譲受ける場合、適正な評価に基づく価格をもって行い、不当に高価で

譲受することは、法人外流出にあたる可能性があることに留意する必要があ

る。 

(ｵ) 租税の取扱 

事業譲渡する資産が租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産で

ある場合、譲渡する価格に関わらず非課税承認が取り消されることとなるの

で、所轄の税務署において適正な納付を行う必要がある。 

(ｶ) 国庫補助金の取扱 

譲渡する資産が国庫補助金を受けて取得した財産であって、これを有償で譲

渡する場合、一般的には、譲渡額に総事業費に対する国庫補助額の割合を乗じ

て得た額が国庫への納付となるので、補助金関係の行政庁と協議をする必要が

あることに留意すべきである。 
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不適切と考えられる例 

 

＜例１＞ 

社会福祉法人Ａから他の法人Ｂに対し、①～③をすべて満たすような事業の譲渡

しが行われた場合 

①社会福祉法第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関

係者が、事業を譲受けた法人Ｂの関係者であった場合 

②当該事業の譲渡し価格に関し、社会福祉法人Ａにおける評価の過程が明確で

なく、適切な価格なのか判断できない場合 

③（イ）から（ニ）のような特段の事情がない場合 

(ｲ) 社会福祉法人Ａにおいて、事業を継続しがたい特段の理由がある。 

(ﾛ) 社会福祉法人Ａにおいて、当該事業の収支が赤字で推移しており、将来

も改善する見通しがない。 

(ﾊ) 当該地域において、事業の譲渡しが可能な他の法人がない。 

(ﾆ) 当該地域において、当該事業のニーズが減少する見通しがある｡ 

 

 

＜例２＞ 

社会福祉法人Ｃが他の法人Ｄから、次の①、②をすべて満たすような事業の譲受

けが行われた場合 

①社会福祉法第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関

係者が、事業を譲渡した法人Ｄの関係者であった場合 

②当該事業の譲受け価格に関し、社会福祉法人Ｃにおける評価の過程が明確で

なく、適切な価格なのか判断できない場合 

 

注 不適切と考えられるものを示したが、例１及び例２以外であればすべて適切

というものではなく、個別ケース毎の検討や諸制度による規制等の確認が求め

られる。 
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はじめに 

社会福祉法人を取り巻く動向 

これまで社会福祉法人は、民間の社会福祉事業の自主性の尊重と経営基盤の安定等の要請から、

社会福祉事業法（現・社会福祉法）に規定された特別法人として 1951 年（昭和 26 年）に制度化さ

れ、以来、⾧きにわたり社会福祉事業の主たる担い手として、地域福祉を支えてきています。 

また、社会福祉法人を取り巻く法制度では、2000 年（平成 12 年）の介護保険法の施行や社会福

祉事業法の改正による措置から契約への転換や供給主体の多様化等、幾多の制度改革を経て、2016

年（平成 28 年）には、社会福祉法（以下、「平成 28 年改正法」）の改正が行われました。 

平成 28 年改正法では、社会福祉法人が備える公益性・非営利性に見合う経営組織や財務規律を

実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の

役割を果たすよう法人の在り方を見直す観点から、①経営組織の見直し、②事業運営の透明性の向

上、③財務規律の強化、④福祉サービスを提供するにあたっての責務、⑤行政の関与が明記されま

した。 

今後、2040 年（令和 22 年）を展望すると、生産年齢人口の減少が加速するとともに、利用者や

地域の福祉ニーズ等が複雑化、多様化することが予測され、地域福祉の維持・発展が重要な課題に

なると考えられます。地域福祉を支える社会福祉法人を取り巻く環境は大きく変化していくことが

想定されます。 

 

社会福祉法人への期待と役割 

このような背景の下、福祉ニーズの複雑化、多様化、地域社会の変化に対応していくため、社会

福祉法人には、従来の高齢者、障害者、子どもといった種別を超え、横断的、包括的な福祉サービ

スの提供が求められています。 

社会福祉法人に対しては、「地域における公益的な取組」が責務として位置づけられており、福

祉分野を超えた他分野との連携として、農福連携や住宅確保要配慮者への居住支援への取組などが

期待されています。 

また、社会福祉法人は、旧民法第 34 条に基づく公益法人から発展した特別法人として、 

① 社会福祉事業を行うことを目的とし（公益性） 

② 法人設立時等の寄附者の持分はなく、剰余金の配当もなく、解散時の残余財産は社会福祉法

人その他学校法人、公益財団法人等の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属し（非営利性） 

③ 所轄庁による設立認可により設立される 

といった性格を有することより、公益性、非営利性を持つ法人として、これまで培ったノウハウ
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を生かした福祉サービスの充実を図るとともに、 

・ 様々な社会生活上の困難を抱える者に対して、日常生活の支援を含む福祉サービスの提供 

・ 過疎地等他の経営主体の参入が見込まれない地域で福祉サービスの提供 

など、他の経営主体で担うことが必ずしも期待できない、制度や市場原理では満たされないニー

ズに対して、住民に身近な圏域で福祉分野の専門性を持つ非営利セクターの中核として、福祉サー

ビスを積極的に提供することが期待されています。 

 

社会福祉法人による事業展開 

このような社会福祉法人が、地域における福祉サービスを持続し発展させて、地域への貢献活動

等を行っていくためには、希望する法人において、法人間連携、合併、事業譲渡等（以下「事業展

開」と言う）を行うことが、有効な方策の一つであると考えられています。 

なお、社会福祉法人の有する性格より、社会福祉法人の事業展開は、公益性・非営利性を十分に

発揮し、社会福祉法人に寄せられている期待に応える非営利法人として、経営基盤を強化し良質か

つ適切な福祉サービスの提供が実現しうる観点から行われるべきと考えられます。 

 

法人間連携 複数の法人間で協力関係を構築すること。連携の範囲や内容などの明確な定義

はなく、地域課題等に対して協働で対応すること、人材確保や災害対応等を法

人間で協力することなどの取組等が行われます。 

合併 複数の社会福祉法人が、吸収合併または新設合併により統合すること。社会福

祉法に規定されている合併は、社会福祉法人間のみで認められています。 

事業譲渡等 特定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に

譲渡・譲受すること。土地・建物などの単なる物質的な財産だけではなく、事

業に必要な有形的・無形的な財産のすべてを他の法人に譲渡・譲受すること。

本マニュアルでは、事業譲渡と事業譲受を総称して「事業譲渡等」と呼びます。 
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事業展開により期待される効果 

このような事業展開により、以下のような効果が期待されております。 

事業展開全体で

期待される効果 

○新たな福祉サービスや複雑化、多様化に対応した取組の展開 

個々の法人では資源の不足等により新たに取り組むことが難しい場合であ

っても、複数の法人が連携、協力し資源を補いあうことで取組が可能と考えら

れます。 

・様々な地域生活課題に対する総合相談支援体制の強化 
・新たな支援・サービスの創出 
・緊急・窮迫した状況への迅速な現物給付の実施 
・全世代型の居場所づくり、見守りの展開 

○一法人では対応が難しい課題への対応 
・外国人材の確保など人材確保の促進 
・研修の共同実施 
・災害時への備え、体制の構築 

法人間連携で期

待される効果 

法人間連携であれば、合併、事業譲渡等の手続きと比較し容易に取り組むこ

とができ、意思決定から短期間で柔軟に実行に移しやすいと考えられます。 

合併で期待され

る効果 

○法人が一体となることによる経営基盤の強化、事業効率化 

・法人が一体となり、本部機能や財務基盤が強化されることにより、事業の
安定性と継続性が高まり、建物の修繕や設備の増強など、サービスの質の
向上に向けて積極的に設備投資を行うことが可能となることが考えられ
ます。 

・スケールメリットを活かすことによって、資材調達などのコスト削減す
ることが可能となることが考えられます。 

○サービスの質の向上、組織活性化 

・相手方の法人の人材、ノウハウ、設備等資源を活用することにより、既存
の資源の補完や高度な活用が促され、サービスの質の向上が考えられま
す。 

・これまでにない新たな種別の施設を取り入れた場合には、提供するサー
ビスの幅が広がることが考えられます。 

・互いの法人が有機的に結合し、職員間の意識が刺激されるなど新たな法
人風土の醸成が考えられます。 

○人材育成 

・新たな領域の知識・技能・経験を持った職員を確保することができ、職員
間の人事交流が促進されれば、各職員のスキル拡大・向上が考えられます。 

・規模拡大によって教育への投資が促され、外部講師招へいや外部研修へ
の参加機会の確保など、充実した教育機会の提供が考えられます。 
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事業譲渡等で期

待される効果 

合併において挙げられている効果に加え、以下が考えられます。 

○事業継続が困難な社会福祉事業の継続 

事業継続が困難になっている社会福祉事業について、事業譲渡等により、事

業継続の可能性が広がり 

○事業拡大、拡充の負担軽減 

他法人から事業を譲受けることにより、即戦力の資源を活用することがで

き、新設、増設する場合よりも、迅速な事業展開や、事業化までの負担の軽減、

事業の拡大、拡充 

 

合併・事業譲渡等における留意点 

社会福祉法人には地域の福祉サービスを安定的に継続していくことが期待されており、合併や事

業譲渡等により、社会福祉法人の公益性・非営利性が損なわれていると疑念を与えないようにする

ことが必要です。平成 28 年改正法は、こうした社会福祉法人の公益性と非営利性を改めて確認し、

徹底することを主な目的としています。 

このため、合併・事業譲渡等を行う場合には、理事会等において、その目的、相手方となる法人

の経営理念等や事業継続に重要な財務的要素の調査分析、合併・事業譲渡等後の事業計画などを十

分議論し、社会福祉法人として意思決定していくことが必要です。 

社会福祉法人は地域福祉の担い手として、公益性・非営利性を担保するために様々な規制があり、

合併・事業譲渡等の際は、これらの規制に抵触しないことは勿論のこと、国民に対する説明責任を

果たしていくことが必要な点を十分に留意する必要があります。 

 

本マニュアルの活用にあたって 

本マニュアルは、事業展開のうち、合併と事業譲渡等については、社会福祉法等に定められた手

続きを行う必要があることから、その手続きや法令等について記載し、実施におけるポイントと留

意点をまとめています。 

事業展開の検討や実施を行う社会福祉法人の役職員や社会福祉法人を監督指導する所轄庁、事業

所管行政庁の担当者が、合併や事業譲渡等を検討あるいは指導する際に本マニュアルを参照し、実

務的な対応を行う際の手引きとして活用いただくことを想定しています。 
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合併・事業譲渡等の目的の明確化 

合併、事業譲渡等を行う際には、まず、その目的が明確でなければなりません。 

目的を明確にするためには、以下の点を整理することが必要です。 

１） 合併、事業譲渡等は、法人の理念・経営戦略に沿うものかどうか 

２） 合併、事業譲渡等は、地域福祉の維持・発展に寄与するかどうか 

３） 合併、事業譲渡等は、地域住民の抱える地域生活課題に対応するものとなっているか 

 

合併・事業譲渡等の相手となる法人の調査 

合併、事業譲渡等を行う目的が明確になれば、その可否を判断するために、合併、事業譲渡等の

相手となる法人を調査することになります。 

調査にあたっては、以下のような項目について整理することが必要です。調査に際しての情報は、

可能な限り協議の前に入手し、分析することが肝要です。 

そのほか、平成 28 年改正法で新たに規定された、特別の利益供与の禁止や利益相反等に抵触す

ることのないよう、注意が必要です。 

また、事業の譲渡しの場合には、当該事業を実施することのできる法人であるか、当該事業の継

続性が見込まれるかが特に重要となります。 

（合併、事業譲渡等の相手となる法人に係る調査内容の例） 

1） 法人の沿革 

2） 経営理念、経営戦略、経営方針 

3） 組織、事業 

4） 評議員、理事、監事の構成 

5） 職員の状況（労働組合、年齢構成、人事制度等） 

6） 監事監査、会計監査の状況 

7） 他分野の場合には、その分野の業界分析 

8） 地域における需要と競合事業者の状況 

9） 過年度、現在の財務状況と将来的な財務状況の見通し 

10）事業展開する各地域の事情 

11）合併、事業譲渡等を行った場合の相乗効果 
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計算書類の分析 

合併、事業譲渡等の意思決定を行う前に、財務的な調査、特に、資産、負債（簿外負債にも留意）

の状況等についての分析、調査を実施することが重要です。また、収益性分析については、その後

の事業活動を通じて、事業収益を安定的に確保することができるかどうかに着目することが重要で

す。 

社会福祉法人は、営利性を追求するものでは決してありませんが、合併、事業譲渡等を通じて、

事業の継続性、自立性を確保し、質の高い福祉サービスを安定的、継続的に提供しなければならな

いと考えられるため、財政状態や収益性分析を行うことは重要です。 

なお、調査にあたっては、公認会計士等の専門家の利用を行う方法も考えられます。 

 

特に以下のような経理処理についてチェックを行うことも必要です。※ 

1） 減価償却費（国庫補助金等特別積立金取崩額を含む）の会計処理 

2） 退職給付引当金の会計処理（年金債務や退職給付債務の計上不足） 

3） 賞与引当金、徴収不能引当金の会計処理 

4） 資産の評価損や有価証券の評価損益の会計処理 

5） 収益及び費用（人件費、事業費、事務費）に関する発生主義 （実現主義）の会計処理 

6） 基本金の会計処理 

7） 過剰、不適正な報酬等の支払処理 

8） 簿外債務等の注記もれ 

 

※社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート結果（2019 年（令和元年）８月厚生労働省社会・援護局福祉
基盤課）を参考に記載 

 

  



第 1 章 社会福祉法人における合併・事業譲渡等の検討のポイント 
 

 

8 
  

 

将来事業計画の作成 

合併、事業譲渡等における将来事業計画については、複数年分の計画（具体的な事業内容、見込

計算書類等）を作成する必要があります。この将来計画は、過度に主観的なものであってはならず、

客観的に一定の根拠をもって作成されていることが必要であり、法人の評価の基礎として足りる十

分な合理性を有しているかどうかを判断する必要があります。 

将来事業計画の策定、又は法人評価を行うにあたっては、以下の点が参考になります。 

1） 法人の理念や合併、事業譲渡の理念が反映されているかどうか 

2） 事業戦略（事業展開、サービス提供など）、人事戦略（賃金制度、採用計画など）、財務戦

略（資金調達、使途）といった各個別戦略との整合性があるかどうか 

3） 具体的かつ合理的に数値化されているかどうか 

4） 根拠が明確化されているかどうか 

5） 社会福祉充実計画等の内容と不整合がないかどうか 
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2.1 合併・事業譲渡等の課題 

令和元年度厚生労働省社会福祉推進事業「社会福祉法人の事業拡大等に関する調査研究事業」に

おけるアンケート調査結果を基に、合併や事業譲渡等についての課題等について整理しました。 

（アンケート調査 配布数 2,200 件 回収 462 件、回収率 21%） 

 

合併や事業譲渡等に対する考え 

合併や事業譲渡等を行っていない法人（ｎ＝402）において、合併や事業譲渡等に対する考えにつ
いて聞いたところ、「必要性を感じていない」が最も多く、次に「今後は、必要性が出てくるので
はないかと感じている」が挙げられています。 

 

図表 1 合併や事業譲渡等に対する考え（n＝402） 

 

 
 

  

必要性を感じ

ていない
55.5%

必要性を感じているが方法

がわからない
3.0%

必要性は感じ

ていて、検討し

たことがある

が、実現にい

たらなかった
1.5%

今後は、必要

性が出てくるの

ではないかと

感じている
38.1%

その他
1.5%

無回答
0.5%
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合併における困難さや課題 

合併においてどのようなときに困難さや課題を感じたのか、という問いにおいて、「課題であっ

た」及び「重要な課題であった」の合計をみると、「法人の規程や制度の統合・調整」が最も多く、

次に「全体の進め方、スケジュールの立て方」、「従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交

渉や調整」、「許認可に関する行政との調整」が挙げられています。 

 

 

図表 2 合併における困難さや課題（n＝17） 

 
  

0.0%

23.5%

11.8%

11.8%

5.9%

23.5%

0.0%

35.3%

35.3%

11.8%

35.3%

35.3%

17.6%

17.6%

58.8%

35.3%

70.6%

47.1%

47.1%

52.9%

76.5%

5.9%

5.9%

5.9%

5.9%

11.8%

5.9%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法人の文化の違い

法人の規程や制度の統合・調整

利用者への説明

全体の進め方、スケジュールの立て方

従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整

許認可に関する行政との調整

支援してもらう専門家の確保

重要な課題であった 課題であった あまり課題とならなかった 無回答
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事業譲渡等における困難さや課題 

事業譲渡等においてどのようなときに困難さや課題を感じたのか、という問いにおいて、「課題

であった」及び「重要な課題であった」の合計をみると、「従業員の承継、雇用確保や処遇、従業

員との交渉や調整」が最も多く、次に「全体の進め方、スケジュールの立て方」、「法人の規程や

制度の統合・調整」が挙げられています。 

 

図表 3 事業譲渡等における困難さや課題（n＝43） 

 
 
  

11.6%

23.3%

23.3%

20.9%

11.6%
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18.6%

16.3%

2.3%

4.7%

16.3%
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16.3%

30.2%

14.0%
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9.3%

2.3%

55.8%

41.9%

46.5%

34.9%

60.5%

79.1%

30.2%

55.8%

74.4%

79.1%

16.3%

16.3%

14.0%

14.0%

14.0%

16.3%

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

法人の文化の違い

法人の規程や制度の統合・調整

利用者への説明

全体の進め方、スケジュールの立て方

事業譲渡の対価の折り合い、対価の決定方法

債権者への説明・折衝

従業員の承継、雇用確保や処遇、従業員との交渉や調整

許認可に関する行政との調整

国庫補助金の精算

支援してもらう専門家の確保

重要な課題であった 課題であった あまり課題とならなかった 無回答
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2.2 課題解決のための取組み 

合併における困難さや課題の解決方法 

どのように「合併における困難さや課題」を解決したのか、という問いにおいて、主に以下のよ
うな回答が得られました。 

 

 行政支援の活用 

 専門家（弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士等）の活用 

 相手法人との頻繁な調整会議の実施 

 職員処遇についての調整 

 

事業譲渡等における困難さや課題の解決方法 

どのように「事業譲渡等における困難さや課題」を解決したのか、という問いにおいて、主に以
下のような回答が得られました。 

 

 行政との協議 

 専門家（弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、社会保険労務士等）の活用 

 課題解決のために準備室の設置や担当職員の配置 

 従業員との継続的な話し合い 

 利用者会等への十分な説明 
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3.1 合併におけるポイントと留意事項 

合併とは 

2 つ以上の法人が、契約によって 1 つの法人に統合することを合併といいます。社会福祉法に規

定されている合併は、社会福祉法人間のみで認められています。平成 28 年改正法で吸収合併、新設

合併の規定等が追加されました。以下に合併における主なポイントと留意事項をまとめます。 

 

社会福祉法第 49 条（吸収合併契約） 
第 49 条 社会福祉法人が吸収合併（社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であって、合併により消滅する

社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。（中略））をする場
合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人（中略）の名称及び住所その他厚生労働省
令で定める事項を定めなければならない。 

 

社会福祉法第 54 条の５（新設合併契約） 
第 54 条の５ ２以上の社会福祉法人が新設合併（２以上の社会福祉法人がする合併であって、合併により消滅す

る社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。（中略））を
する場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一～四 （略） 
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合併時における役員の選任 

評議員、役員等の資格及び権限・義務の明確化 

平成 28 年改正法により、ガバナンス強化の観点から評議員・理事・監事・会計監査人の資格及び

権限・義務の明確化がされており、法令に準拠した選任手続きをとる必要があります。 
 

 評議員 理事 

資格 社会福祉法人の適正な運営に必要
な識見を有する者 

理事のうちには、次に掲げる者が
含まれなければならない。 

①社会福祉事業の経営に関する 
識見を有する者 

②当該社会福祉法人が行う事業の
区域における福祉に関する実情
に通じている者 

③当該社会福祉法人が施設を設置
している場合にあっては、当該
施設の管理者 

員数 7 名以上 （理事の員数（6 名以上）
を超える数） 

6 名以上 

評議員・理事の兼務 不可 

親族等特殊の関係が
ある者の制限 

各評議員・各役員について、特殊関係に当たる者は評議員にはなれない。 

 

 監事 会計監査人 

職務 理事の職務の執行を監査 計算書類等を監査 

 

員数 2 名以上 特定社会福祉法人※の場合 

１名（法人含む）以上 

※ 特定社会福祉法人 前会計年度決算における事業活動計算書におけるサービス活動収益が 30

億円を超える、または貸借対照表における負債が 60 億円を超える社会福祉法人（2020 年（令

和２年）3 月 31 日現在） 
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特別の利益供与の禁止 

平成 28 年改正法により、役員等の社会福祉法人の関係者への特別な利益供与の禁止が規定されま
した。 

特別の利益とは、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇のことを指

し、例えば以下のようなものが該当します。【指導監査ガイドライン Ⅳ管理 ４その他（１）特別

の利益供与の禁止より】 

A： 法人の関係者からの不当に高い価格での物品等の購入や賃借 

B： 法人の関係者に対する法人の財産の不当に低い価格又は無償による譲渡や賃貸（規程に基

づき福利厚生として社会通念に反しない範囲で行われるものを除く。） 

C： 役員等報酬基準や給与規程等に基づかない役員報酬や給与の支給 

 

合併にあたっては、新たな役員の選定、報酬決定が行われることから、上記 C に抵触するような

報酬支給が行われないよう、十分な留意が必要となります。  

 

社会福祉法第 27 条（特別の利益供与の禁止） 
第 27 条 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会

福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 

 

社会福祉法施行令第 13 条の２（特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者） 
第 13 条の２ 法第 27 条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 

一 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 

二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 

三 前２号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

四 前２号に掲げる者のほか、第１号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 

五 当該法人の設立者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業
活動を支配する者として省令で定める者 

 

法人外流出の防止 

社会福祉法人において、社会福祉事業の剰余金は一定の条件のもと法人本部会計又は公益事業に

充てることができますが、法人外への対価性のない支出は認められていません。社会福祉法人は持

分がないことより、合併契約に基づき又は先立って、合併の相手法人へ金銭を支払う行為や経済的

利益を与える行為は、想定されません。 

平成 28 年改正法では、社会福祉法人と評議員、役員等の委任規定、いわゆる善管注意義務、義務
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違反の場合における法人への損害賠償責任、第三者への不法行為責任が明確化されています。この

ため、法人の評議員、理事、監事等は、社会福祉法人に財産上の損害を与えることがないよう職務

を行う必要があります。 

 
 

社会福祉法第 38 条（社会福祉法人と評議員等との関係） 

第 38 条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 

 

民法 644 条（受任者の注意義務） 

第 644 条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 

 

社会福祉法第 45 条の 20（役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任） 

第 45 条の 20 理事、監事若しくは会計監査人（以下この款において「役員等」という。）又は評議員は、その
任務を怠ったときは、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

２ 理事が第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項の
規定に違反して同項第１号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の
損害の額と推定する。 

３ 第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項第２号又
は第３号の取引によって社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推
定する。 

一 第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項の理事 

二 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事 

三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事 

４ （略） 

 

社会福祉法第 45 条の 21（役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任） 
第 45 条の 21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等又

は評議員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

２ (略) 

 

社会福祉法第 130 条の 2 

第 130 条の２ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、そ
の任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 評議員、理事又は監事 

二 民事保全法第 56 条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者 

三 第 42 条第２項又は第 45 条の６第２項（第 45 条の 17 第３項において準用する場合を含む。）の規定によ
り選任された一時評議員、理事、監事又は理事⾧の職務を行うべき者 

２・３ （略） 

行政への相談 

合併の場合、所轄庁より合併認可を受ける必要があります。このため、合併申請を行うにあたっ

ては、事前に所轄庁へ合併の趣旨目的や背景事情などを説明し、合併申請の方法、疑問点などを適
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宜相談することが必要です。 

平成 28 年改正法等により、所轄庁については、二以上の都道府県の区域で事業を行う法人に関

する認可等の権限を地方厚生局から都道府県に委譲し、また単一の都道府県の区域で事業を行う法

人であって、主たる事務所が指定都市に所在する法人に関する認可等の権限を都道府県から指定都

市に移譲されています。合併時には、主たる事業所がある所轄庁が認可を行うこととなりますので、

上記合併の内容について、行政担当者に対して十分に相談を行っておく必要があります。 

 

職員への事前説明・了解 

合併後の給与、就業時間や休暇など職員の処遇について、合併前に、全職員に対して説明を行い

ます。職員向け説明会を複数回開催したり、相談会を設けたりするなど、状況に応じてきめ細やか

に対応を行うことが望まれます。 

合併により雇用契約及び労働条件は承継されます。もしも、労働条件が大きく変更になる場合や、

職員にとって不利益となる変更を伴う場合では、変更内容や代替措置を含めて書面で説明し、職員

の同意を得る必要があります。 

また、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済について、共済

契約の承継関係及び新規加入施設の追加等の諸手続きが必要であるため、手続き漏れにより、共済

契約者及び被共済職員が不利益を被ることがないよう、独立行政法人福祉医療機構によく相談して

ください。 

 

利用者等への事前説明と理解の醸成 

合併によって消滅する法人の利用者については、経営主体が変更になるため、合併前に、利用者

や利用者家族への説明を行います。 

合併により、利用者契約は承継されますが、もしもサービス内容や利用料金の変更が生じる場合

には、あらかじめ十分に説明した上で利用者の同意のもと、利用契約の再締結の手続（例：高齢者

施設における入所契約及び重要事項説明書等）を実施することが必要となります。 

 

地域住民への事前説明 

合併によって、特に地域における福祉サービスについて変更等が生じる場合には、地域住民や自

治会への説明を行うことが望まれます。社会福祉法人の合併経緯及び今後の実施事業計画に関して

理解を得ておくようにしてください。 
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3.2 合併手続きの全体像 

合併における手続きの構成 

合併において個別の手続きは、以下のように大きく 4 つに分類されます。 

 

I. 法人間調整（合意形成・契約） 

合併を検討している法人間での調整業務 

1. 合意形成 

2. 役員等の検討 

3. 合併契約書の作成 

 

II. 法令手続き（行政等との調整） 

社会福祉法人の許認可事務を担当している行政等との調整 

4. 事前開示（合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等） 

5. 評議員会の承認 

6. 所轄庁の認可 

7. 債権者保護手続き 

8. 合併の登記手続き 

9. 事後開示(合併に関する書面等の備置き及び閲覧等) 

10. 会計・税務処理 

 

III. 関係者調整等（職員や利用者等との調整） 

 社会福祉事業に関係する利用者や職員との調整 

11. 職員の処遇の検討および説明  

12. 利用者や利用者家族、地域への説明 

 

IV. 合併後に必要となる手続き等 

 合併後の法人内運営に必要となる手続き事項 

13. 規程・システムなどの整備  
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本マニュアルでは、それぞれの項目について、実施事項、実施内容、注意点・留意すべきポイン

ト等をまとめています。 

＜合併における手続き事項＞ 

法人間調整 

（合意形成・契約） 

法令手続き 

（行政等との調整） 

関係者調整等 

（職員や利用者等との調整） 

1 合意形成 

2 役員等の検討 

3 合併契約書の作成 

4 事前開示（合併契約に関する書面
等の備置き及び閲覧等） 

 

5 評議員会の承認 

 

6 所轄庁の認可 

 

7 債権者保護手続き 

 

8 合併の登記手続き 

 

9 事後開示(合併に関する書面等の
備置き及び閲覧等) 

 

10 会計・税務処理 

 

 

11 職員の処遇の検討および
説明  

 

12 利用者や利用者家族、地域
への説明 

 

合併後に必要となる手続き等 

13 規程・システムなどの整備 

 

 
  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.3 吸収合併手続きの解説 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 吸収合併手続きの解説 
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合意形成 

実施事項 

合意形成を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 秘密保持契約（覚書等）の締結 相手法人と協議を進めるための秘密保持契約（覚書
等）を結びます。秘密保持契約の締結について、各法
人の理事会等にて承認を行います。 

(2) 合併法人間での事前協議 合併する法人間で事前協議を十分に行い、互いに合併
に向けた合意形成を図ります。 

(3) 合併に関する「基本合意書」等の作
成・締結 

合併契約を締結する前段階で、合併に向けた準備を円
滑に進めるために、合併の大前提となる条件について

「基本合意書」等を作成し、双方の法人間で合意を取
り交わします。 

実施内容 

（1） 秘密保持契約（覚書等）の締結 

合併に向けた事前協議を進めるにあたって、秘密保持契約（覚書等）を結ぶことが一般的です。

秘密保持契約を結ぶことにより、法人の内部情報を部分的に共有すること、および合併に向けた事

前協議を進めることとなるため、理事会の承認または報告が行われることが一般的です。 
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（2） 合併法人間での事前協議 

合併に向けた協議の下準備として事前協議を行います。合併の目的や合併後の理念、合併後の事

業の存続・撤退、役員選任のあり方、職員処遇のあり方、その他互いの法人の要望などを十分にす

り合わせておくことが望まれます。合併の大前提となる事項については、事前協議の段階にて、十

分に合意形成を図っておくことが重要です。 

 

（3） 合併に関する「基本合意書」等の作成・締結 

合併契約の締結までに、様々な事項を法人間にて協議し調整を図ります。合併に向けた調整作業

が円滑に進められるよう、合併条件の大枠を書面で記録し、その上で詳細を協議するようにすれば、

効率的に作業を進められることが期待されます。合併に関する基本的な合意が得られた場合、例え

ば吸収される法人の事業を存続するか否かなど事前協議で合意された事項（合併の目的や合併後の

理念、合併後の事業の存続・撤退、役員選任のあり方、職員処遇のあり方、その他互いの法人の要

望など）について、整理できた場合は、基本合意書として締結しておくことが望まれます。 

 

解説 

 吸収合併については、合併後に存続する社会福祉法人が、消滅した社会福祉法人の一切の権利

義務を承継することになります。このことから、円滑な協議を進めるために、合併委員会や合

併協議会等を設置して、十分に協議・検討することが望まれます。  

 合意形成にあたっては、法人内での意思決定（理事会等での決議）や評議員への報告を適切に

行い、法人の総意のもとで確実に進めていくことが重要となります。 
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注意点・留意すべきポイント 

社会福祉法人の合併について 

社会福祉法人は、他の社会福祉法人との合併は可能ですが、社会福祉法人以外の法人と合併する

ことは認められていません。 

 
 

社会福祉法第 48 条 
第 48 条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。（後略） 

 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、合併の協議や作業を行う組織として「合併検討委員会」を設置し、合併に際す

る協議、作業を円滑かつ効率的に進めていました。 
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役員等の検討 

実施事項 

役員等の検討における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 評議員、理事、監事、会計監査人の

検討 

合併に伴い、必要に応じて評議員、理事、監事、会計

監査人について検討します。 

実施内容 

（1） 評議員、理事、監事、会計監査人の検討 

合併後の評議員、理事・監事について検討をします。定員数を変更する場合は、定款を変更する

必要があるため、注意が必要となります。 

また、合併後の決算において事業活動計算書におけるサービス活動収益が 30 億円を超える、ま

たは貸借対照表における負債が 60 憶円を超える場合は、次の会計年度から特定社会福祉法人とな

ります。特定社会福祉法人には、会計監査人の設置が義務付けられますので、設置に向けた準備も

必要になります。 
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注意点・留意すべきポイント 

評議員、役員の資格及び権限・義務の明確化 

平成 28 年改正法により、ガバナンス強化の観点から評議員・理事・監事・会計監査人の資格及び

権限・義務の明確化がされており、法令に準拠した選任手続きをとる必要があります。 

 

 評議員 理事 

資格 社会福祉法人の適正な運営に必要
な識見を有する者 

理事のうちには、次に掲げる者が
含まれなければならない。 

①社会福祉事業の経営に関する 
識見を有する者 

②当該社会福祉法人が行う事業の
区域における福祉に関する実情
に通じている者  

③当該社会福祉法人が施設を設置
している場合にあっては、当該
施設の管理者 

員数 7 名以上 （理事の員数（6 名以上）
を超える数） 

6 名以上 

評議員・理事の兼務 不可 

親族等特殊の関係が
ある者の制限 

各評議員・各役員について、特殊関係に当たる者は評議員にはなれない。 

 

 監事 会計監査人 

職務 理事の職務の執行を監査 計算書類等を監査 

員数 2 名以上 特定社会福祉法人※の場合 

１名（法人含む）以上 

※ 特定社会福祉法人 前会計年度決算における事業活動計算書におけるサービス活動収益が 30

億円を超える、または貸借対照表における負債が 60 億円を超える社会福祉法人（2020 年（令

和２年）3 月 31 日現在） 
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合併契約書の作成 

実施事項 

合併契約における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 合併契約書の作成 合併内容に関して双方の合意が得られれば、合併契約書を

作成し、双方の法人間で契約内容を検討します。各法人内

の理事会等にて合併契約（案）の検討及び承認を行います。 

(2) 合併契約の締結 合併内容について完全に合意したら、合併契約の手続きに

移行します。評議員会の承認が必要なため、評議員会の招

集を行います。 

実施内容  

（1） 合併契約書の作成 

合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければなりません。合併契約書を作成し、双方

の法人間で契約内容を検討します。各法人内の理事会にて合併契約（案）の承認を行います。これ

らの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 48 条 
第 48 条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。この場合においては、合併をする社会福

祉法人は、合併契約を締結しなければならない。 
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（2） 合併契約の締結 

合併内容について完全に合意したら、合併契約の手続きに移行します。評議員会の決議が必要な

ため、評議員会の招集を行います。 

 

評議員会の承認 

社会福祉法人が合併するには、評議員会の決議により、合併契約の承認が必要になります。これ

らの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 52 条（吸収合併契約の承認） 
第 52 条 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならな

い。 

 

社会福祉法第 54 条の 2（吸収合併契約の承認） 
第 54 条の２ 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければなら

ない。 

２ （略） 

 

吸収合併契約の内容 

吸収合併契約において、吸収する社会福祉法人（「吸収合併存続社会福祉法人」）と吸収される

社会福祉法人（「吸収合併消滅社会福祉法人」）の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項

を定めなければなりません。 
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合併契約項目 

項目 説明 

法人の名称及び住

所 

吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住

所を記載します。 

吸収合併がその効

力を生ずる日 

合併の効力発生日（登記予定日）を記載します。 

職員の処遇 合併後の職員の雇用条件などについて記載します。 

（合併は、従前の労働条件で引き継がれることが前提です） 

 

その他、必要に応じて相互の合意が必要な事務手続き等について規定することになります。 

 

社会福祉法第 49 条（吸収合併契約） 
第 49 条 社会福祉法人が吸収合併（社会福祉法人が他の社会福祉法人とする合併であって、合併により消滅する

社会福祉法人の権利義務の全部を合併後存続する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及び第
133 条第 11 号において同じ。）をする場合には、吸収合併契約において、吸収合併後存続する社会福祉法人

（以下この目において「吸収合併存続社会福祉法人」という。）及び吸収合併により消滅する社会福祉法人（以
下この目において「吸収合併消滅社会福祉法人」という。）の名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項
を定めなければならない。 

 

社会福祉法施行規則 5 の 11（吸収合併法人） 

第５条の 11 法第 49 条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 吸収合併がその効力を生ずる日 

二 吸収合併消滅社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。）の職
員の処遇 
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消滅法人の手続きについて 

吸収する社会福祉法人は、吸収される社会福祉法人の一切の権利義務を承継することから、消滅

法人の清算手続きを経る必要はありません。なお、登記については「合併の登記手続き」に記載し

ているとおり、変更及び解散の登記が必要となりますので、注意が必要です。 
 

社会福祉法第 50 条（吸収合併の効力の発生等） 
第 50 条 （略） 

２ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務（当該
吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む）を承継する。 

３・４ （略） 

 

事例における取組み・工夫点 

調査事例では、合併条件を早期の段階で合意し、基本合意書を締結したため、その後の協議が円

滑に進めることができました。 

（事例における主な合意事項） 

 吸収される法人の要望であった事業の存続と施設の改築・改修を確実に履行すること。 

 存続法人の役員人事について、吸収される法人から１名の理事を受け入れること。 

 吸収される法人の職員の雇用条件について十分配慮すること。 
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事前開示 合併契約に関する書面

等の備置き及び閲覧等   

実施事項 

吸収合併契約について決議を行う評議員会の日の２週間前の日から、吸収合併消滅社会福祉法人

においては吸収合併の登記の日まで、吸収合併存続社会福祉法人においては吸収合併の登記の日後

６月を経過する日まで合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項（「事前開示事項」と呼ぶ）

をその主たる事務所に備え置かなくてはなりません。 

事前開示における実施事項は以下のとおりです。 

吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示 

項目 説明 

(1) 備置き 合併契約について決議を行う評議員会の日の 2 週間

前の日から、吸収合併の登記の日まで、事前開示事項

を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主

たる事務所に備え置きます。 

(2) 閲覧等の請求への準備 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸

収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内

は、いつでも、事前開示事項を記載し、又は記録され

た書面又は電磁的記録の閲覧等を請求することがで

きるため、吸収合併消滅社会福祉法人はこれらについ

て対応する必要があります。 

 
 
 

社会福祉法第 51 条（吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等） 
第 51 条 吸収合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の２週間前の日（第 45 条の９第 10 項において準

用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第１項の場合にあっては、同項の提案があった
日）から吸収合併の登記の日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は
記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 
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２ 吸収合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第２号又は第４号に掲げる請求をするには、
当該吸収合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 

一 前項の書面の閲覧の請求 

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 

三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併消滅社会福祉法人の定めたものによ
り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 

 

吸収合併存続社会福祉法人の事前開示 

項目 説明 

(1) 備置き 合併契約について決議を行う評議員会の日の２週間

前の日から、吸収合併の登記の日後６月を経過する日

まで、事前開示事項を記載し、又は記録した書面又は

電磁的記録をその主たる事務所に備え置きます。 

(2) 閲覧等の請求への準備 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸

収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内

は、いつでも、事前開示事項を記載し、又は記録され

た合併契約に関する書面又は電磁的記録の閲覧等を

請求することができるため、吸収合併存続社会福祉法

人はこれらについて対応する必要があります。 

 
 

社会福祉法第 54 条（吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等） 
第 54 条 吸収合併存続社会福祉法人は、次条第１項の評議員会の日の２週間前の日（第 45 条の９第 10 項にお

いて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第１項の場合にあっては、同項の提案があ
った日）から吸収合併の登記の日後６月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定
める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 

２ 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第２号又は第４号に掲げる請求をするには、
当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 

一 前項の書面の閲覧の請求 

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 

三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続社会福祉法人の定めたものによ
り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 
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実施内容 

（1） 吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項 

吸収合併により消滅する法人は、「吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項」を記載し、又は

記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置きます。 

項目 説明 

①吸収合併契約

の内容 

吸収合併契約書で規定する内容について記載したものを開示します。 

②吸収合併存続社会福祉法人に関する事項（相手法人から受領する必要があります） 

 定款 吸収合併存続社会福祉法人の定款規定内容を記載したものを開示します。 

監査報告等 最終会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告（会計監査報告を含む。）
の内容を記載したものを開示します。なお、最終会計年度がない場合には、吸
収合併存続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容を記載したも
のを開示します。 

後発事象 最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社会
福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人
財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容を記載した
ものを開示します。 

③吸収合併消滅社会福祉法人に関する事項 

 後発事象 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がな
い場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の
処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象
が生じたときは、その内容を記載したものを開示します。 

貸借対照表 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併消
滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表を開示します。 

④債務の履行の

見込み 

吸収合併の登記の日以後における吸収合併消滅社会福祉法人の債務（社会福
祉法第 53 条第 1 項第 4 号に基づき吸収合併について異議を述べることがで
きる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項を開
示します。 

⑤評議員会の日

の２週間前の

日後の変更事

項 

吸収合併消滅社会福祉法人における吸収合併承認の評議員会の日の 2 週間前
の日より後、吸収合併の登記の日までの間に、上記に掲げる事項に変更が生じ
たときは、変更後の当該事項を開示します。 

*最終会計年度がない場合とは、設立から最初の計算書類等について定時評議員会の承認を受けるまでの期間が想

定されます。 
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社会福祉法施行規則第６条の２（吸収合併消滅社会福祉法人の事前開示事項） 
第６条の２ 法第 51 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 吸収合併存続社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。）の定
款の定め 

二 吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項 

イ 最終会計年度（各会計年度に係る法第 45 条の 27 第２項に規定する計算書類につき法第 45 条の 30 第
２項の承認（法第 45 条の 31 前段に規定する場合にあっては、法第 45 条の 28 第３項の承認）を受けた
場合における当該各会計年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。）に係る監査報告等（各会計年度に
係る計算書類、事業報告及び監査報告（法第 45 条の 28 第２項の規定の適用がある場合にあっては、会計
監査報告を含む。）をいう。以下同じ。）の内容（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社
会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容） 

ロ 最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日）後
に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産（社会福祉法人の財産をいう。以下同じ。）の
状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第 52 条の評議員会の日の２週間前の日（法
第 45 条の９第 10 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第１項の場
合にあっては、同項の提案があった日。以下同じ。）後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年
度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

三 吸収合併消滅社会福祉法人（清算法人を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事項 

イ 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合
併消滅社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重
要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第 52 条の評議員会の日の２週間前の日後吸収合併
の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度
の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

ロ 吸収合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日
における貸借対照表 

四 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務（法第 53 条第１項第４号の規定によ
り吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関
する事項 

五 法第 52 条の評議員会の日の２週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該
事項 
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（2） 吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項 

吸収合併により存続する法人は、「吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項」を記載し、又は

記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置きます。 

項目 説明 

① 吸 収 合 併 契
約の内容 

吸収合併契約書で規定する内容について記載したものを開示します。 

②吸収合併消滅社会福祉法人に関する事項（相手法人から受領する必要があります） 

 監査報告等 最終会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告（会計監査報告を含む。）
の内容を記載したものを開示します。なお、最終会計年度がない場合には、吸
収合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の内容を記載したも
のを開示します。 

後発事象 最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会
福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人
財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容を記載した
ものを開示します。 

貸借対照表 吸収合併消滅社会福祉法人が清算法人の場合、貸借対照表（社会福祉法第 46
条の 22 第 1 項の規定により作成）を開示します。 

③吸収合併存続社会福祉法人に関する事項 

 後発事象 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がな
い場合にあっては、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の
処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象
が生じたときは、その内容を記載したものを開示します。 

貸借対照表 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併存
続社会福祉法人の成立の日における貸借対照表を開示します。 

④ 債 務 の 履 行
の見込み 

吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務（社会福
祉法第 54 条の 3 第 1 項第 4 号に基づき吸収合併について異議を述べることが
できる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項を
開示します。 

⑤ 評 議 員 会 の
日 の ２ 週 間
前 の 日 後 の
変更事項 

吸収合併存続社会福祉法人における吸収合併承認の評議員会の日の 2 週間前
の日より後、吸収合併の登記の日までの間に、上記に掲げる事項に変更が生じ
たときは、変更後の当該事項を開示します。 

*最終会計年度がない場合とは、設立から最初の計算書類等について定時評議員会の承認を受けるまでの期間が

想定されます 
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社会福祉法施行規則第６条の４（吸収合併存続社会福祉法人の事前開示事項） 
第６条の４ 法第 54 条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 吸収合併消滅社会福祉法人（清算法人を除く。）についての次に掲げる事項 

イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法
人の成立の日における貸借対照表の内容） 

ロ 最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合併消滅社会福祉法人の成立の日）後
に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき
は、その内容（法第 54 条の２第１項の評議員会の日の２週間前の日（法第 45 条の９第 10 項において準
用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第１項の場合にあっては、同項の提案があっ
た日。以下同じ。）後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっ
ては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

二 吸収合併消滅社会福祉法人（清算法人に限る。）が法第 46 条の 22 第１項の規定により作成した貸借対照
表 

三 吸収合併存続社会福祉法人についての次に掲げる事項 

イ 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、吸収合
併存続社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重
要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第 54 条の２第１項の評議員会の日の２週間前の日
後吸収合併の登記の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最
終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

ロ 吸収合併存続社会福祉法人において最終会計年度がないときは、吸収合併存続社会福祉法人の成立の日
における貸借対照表 

四 吸収合併の登記の日以後における吸収合併存続社会福祉法人の債務（法第 54 条の３第１項第４号の規定
により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込み
に関する事項 

五 法第 54 条の２第 1 項の評議員会の日の２週間前の日後吸収合併の登記の日までの間に、前各号に掲げる
事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

注意点・留意すべきポイント 

合併契約について決議を行う評議員会の日の２週間前から、合併の登記の日まで、合併契約の内

容等を記入した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置くことが必要ですので、スケジュ

ールに注意が必要です。 
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評議員会の承認 

実施事項 

社会福祉法人が合併するには、吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人におけ

る評議員会の決議により、合併契約の承認が必要になります。これらの決議は議事録として記録を

残すことが必要です。 

評議員会の承認における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 評議員会の承認 

（吸収合併消滅社会福祉法人） 

吸収合併消滅社会福祉法人の合併契約について、評議

員会の決議によって承認を受ける。 

(2) 評議員会の承認 

  （吸収合併存続社会福祉法人） 

吸収合併存続社会福祉法人の合併契約について、評議

員会の決議によって承認を受ける。 

実施内容 

（1） 評議員会の承認（吸収合併消滅社会福祉法人） 

吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければな

りません。決議内容は議事録に記録を残すようにします。 

（2） 評議員会の承認（吸収合併存続社会福祉法人） 

吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければな

りません。なお、吸収合併消滅社会福祉法人から受け入れる債務の額が資産の額を超える場合には、

理事は評議員会にてその旨を説明する必要があります。決議内容は議事録に記録を残すようにしま

す。 
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注意点・留意すべきポイント 

評議員会の承認 

社会福祉法人が合併するには、評議員会の決議により、合併契約の承認を受ける必要があります。

これらの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 52 条（吸収合併契約の承認） 
第 52 条 吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならな

い。 

 

社会福祉法第 54 条の 2（吸収合併契約の承認） 
第 54 条の２ 吸収合併存続社会福祉法人は、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければなら

ない。 

２ 吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の債務の額として厚生労働省令で定める額
が吸収合併存続社会福祉法人が承継する吸収合併消滅社会福祉法人の資産の額として厚生労働省令で定める額
を超える場合には、理事は、前項の評議員会において、その旨を説明しなければならない。 
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所轄庁の認可 

実施事項 

所轄庁の認可における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 所轄庁への申請 所轄庁へ合併認可申請を行う。 

実施内容 

（1） 所轄庁への申請 

社会福祉法人が合併するには所轄庁の認可を受ける必要があります。吸収合併の認可を受けるに

は、吸収合併の理由を記載した申請書に必要書類を添付して所轄庁に提出しなければなりません。 
 

社会福祉法第 50 条（吸収合併の効力の発生等） 
第 50 条 １・２ （略） 

３ 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

４ （略） 

申請に必要な書類 

合併認可申請に必要な書類は以下に示したとおりです。 
合併認可申請書以外の添付書類の様式は定められていませんが、所轄庁で用意されている場合が

ありますので、担当窓口へ事前相談をしつつ書類作成を進めて下さい。効率的に作業を進めるには
専門家などに申請手続きを委任することも一案です。なお、実際に合併認可申請を行うにあたって
は、事前に所轄庁の担当窓口へ合併の趣旨目的や背景事情などを説明し、合併申請の方法、疑問点
などを適宜相談し、円滑な申請が行えるようにすることが重要です。 
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吸収合併申請の項目 

書類 説明 

①合併認可申請書 定められた様式に沿って必要事項を記入し押印しま
す。 

②合併理由書 合併認可申請書に合併理由を記載する欄があります
が、追加で合併の理由や目的など詳細に説明する場合
は添付します（様式は決められていません。詳細は担
当窓口と相談して下さい）。 

③評議員会で合併の承認をしたことを
証する書面 

各法人で吸収合併契約の承認を受けた際の評議員会
の議事録を添付します。 

④存続する法人の定款 吸収合併存続社会福祉法人の定款を添付します。 

⑤吸収合併消滅社会福祉法人の財産目
録および貸借対照表 

吸収合併消滅社会福祉法人の財産目録および貸借対
照表を添付します。 

⑥吸収合併消滅社会福祉法人の負債を
証明する書類 

負債がある場合は、負債を証明する書類を金融機関や
独立行政法人福祉医療機構などから取り付けて添付
します（貸付金残高証明書を取り付けることが一般的
です）。 

⑦（合併後の）吸収合併存続社会福祉法
人の財産目録 

（合併後の）吸収合併存続社会福祉法人の財産目録を
添付します。通常は両法人の財産目録を合算して作成
します。 

⑧（合併後の）吸収合併存続社会福祉法
人の事業計画書および収支予算書（合
併日に属する会計年度及び次会計年
度） 

（合併後の）吸収合併存続社会福祉法人の事業計画書
と収支予算書を作成して添付します。合併日が属する
会計年度およびその次の会計年度の 2 か年分が各々
必要です。 

⑨（合併後の）吸収合併存続社会福祉法
人の評議員、役員となるべき者の履歴
書および就任承諾書 

（合併後の）吸収合併存続社会福祉法人で評議員、役
員となるべき者の履歴書と就任承諾書を添付します。
ただし、吸収合併存続社会福祉法人で引き続き評議
員、役員となる者の就任承諾書は不要です。 

⑩評議員、役員になる者について、他に
役員等になる者と婚姻関係または 3
親等以内の親族関係にある者がいる
場合等は、その氏名及びその者との続
柄を記載した書類 

該当する評議員、役員がいる場合は、その旨を記入し
た書類を添付します。 

 
  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.3 吸収合併手続きの解説 

44 
  

 

社会福祉法施行規則第６条（合併認可申請手続） 
第６条 社会福祉法人は、法第 50 条第３項又は法第 54 条の６第２項の規定により、吸収合併（法第 49 条に規

定する吸収合併をいう。以下同じ。）又は新設合併（法第 54 条の５に規定する新設合併をいう。以下同じ。）
の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して
所轄庁に提出しなければならない。 

一 法第 52 条及び法第 54 条の２第１項又は法第 54 条の８の手続又は定款に定める手続を経たことを証明す
る書類 

二 吸収合併存続社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。）又は
新設合併設立社会福祉法人（法第 54 条の５第２号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。）
の定款 

三 吸収合併消滅社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。）又は
新設合併消滅社会福祉法人（法第 54 条の５第１号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。）
に係る次の書類 

イ 財産目録及び貸借対照表 

ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類 

四 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類 

イ 財産目録 

ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書 

ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書（吸収合併存続社会福祉法人につい
ては、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。） 

ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第２条の７第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第７号に規定する者（同号括弧書に
規定する半数を超えない場合に限る。）又は同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分
の１を超えない場合に限る。）がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を
説明する事項を記載した書類 

ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第２条の８第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）又は同条第七号に規定する者（同号括弧書
に規定する半数を超えない場合に限る。）がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との
関係を説明する事項を記載した書類 

ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第２条の 10 各号に規定する者（第６
号又は第７号に規定する者については、これらの号に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）
がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類 

ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第２条の 11 第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第７号に規定する者（同号括弧書に
規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する半
数を超えない場合に限る。）又は同条第９号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１を超え
ない場合に限る。）がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を
記載した書類 

２ 第２条第３項及び第５項の規定は、前項の場合に準用する。 
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注意点・留意すべきポイント 

合併の場合、所轄庁より合併認可を受ける必要があります。このため、合併申請を行うにあたっ

ては、事前に所轄庁へ合併の趣旨目的や背景事情などを説明し、合併申請の方法、疑問点などを適

宜相談することが必要です。 

また、平成 28 年改正法等により、二以上の都道府県の区域で事業を行う法人に関する認可等の

権限を地方厚生局から都道府県に、一の都道府県の区域で事業を行う法人であって、主たる事務所

が政令指定都市に所在する法人に関する認可等の権限を都道府県から政令指定都市に移譲されてい

ます。合併時には、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所がある所轄庁が認可を行うこととな

りますので、上記合併の内容について、行政担当者に対して十分に相談を行っておく必要がありま

す。 

所轄庁の認可 

吸収合併は所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。なお、所轄庁は、吸収合併の

申請があった場合には、当該申請に係る社会福祉法人の資産が要件に該当しているかどうか、その

定款の内容及び設立手続きが法令の規定に違反していないかどうかを審査したうえで、当該合併の

認可を決定しなければなりません。 

 

社会福祉法第 50 条（吸収合併の効力の発生等） 
第 50 条 １・２（略） 

３ 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

４ 第 32 条の規定は、前項の認可について準用する。 

 

社会福祉法第 50 条第３項によって準用される社会福祉法 32 条（認可） 
第 32 条 所轄庁は、第 50 条第 3 項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る社会福祉法人の資

産が第 25 条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していな
いかどうか等を審査した上で、当該第 50 条第 3 項の認可を決定しなければならない。 

 

事例における取組み・工夫点 
 調査事例では都道府県の申請窓口に早い段階から説明、相談を行い、また専門家に相談しつつ

作業を進めたため、円滑に申請を行うことができました。 
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債権者保護手続き 

実施事項 

債権者保護手続きにおける実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 貸借対照表の要旨の作成 吸収合併消滅社会福祉法人、吸収合併存続社会福祉法人そ
れぞれにおいて、公告、個別の債権者への催告にあたって
必要となる貸借対照表の要旨を作成します。 

(2) 公告の実施 吸収合併消滅社会福祉法人、吸収合併存続社会福祉法人そ
れぞれにおいて、異議があれば一定の期間内（2 か月を下
ることはできない）に異議を述べることができる旨等を債
権者に対して官報に公告を行います。 

(3) 個別の債権者への催告書の送
付 

吸収合併消滅社会福祉法人、吸収合併存続社会福祉法人そ
れぞれにおいて、判明している債権者に対しては、個別に
催告を行います。 

 

（４）債権者が異議を述べた場合 もしも、公告及び催告を受けて債権者が異議を述べたとき
は、これを弁済するか、もしくは相当の担保を提供し、ま
たは債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会
社もしくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託
します。（当該債権者を害するおそれがないときはこれら
を行う必要はありません） 

 
 

社会福祉法第 53 条（債権者の異議） 
第 53 条 吸収合併消滅社会福祉法人は、第 50 条第３項の認可があったときは、次に掲げる事項を官報に公告

し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第４号の期間は、２月
を下ることができない。 

一 吸収合併をする旨 

二 吸収合併存続社会福祉法人の名称及び住所 

三 吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人の計算書類（第 45 条の 27 第２項に規定する計
算書類をいう。以下この款において同じ。）に関する事項として厚生労働省令で定めるもの 
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四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

２・３ （略） 

 

社会福祉法第 54 条の 3（債権者の異議） 
第 54 条の３ 吸収合併存続社会福祉法人は、第 50 条第３項の認可があったときは、次に掲げる事項を官報に公

告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第４号の期間は、２
月を下ることができない。 

一 吸収合併をする旨 

二 吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所 

三 吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令
で定めるもの 

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

２・３ （略） 

 

実施内容 

（1） 貸借対照表の要旨の作成 

社会福祉法施行規則第 6 条の 3 等で、公告や個別催告に必要となる計算書類に関する事項が規定

されており、最終会計年度に係る貸借対照表の要旨を作成します。 

＜貸借対照表の作成について＞ 

・公告対象法人につき最終会計年度がない場合：その旨を文書で説明 

・公告対象法人が清算法人である場合：その旨を文書で説明 

・上記以外の場合：貸借対照表の要旨を作成 

 

貸借対照表の要旨は、100 万円単位又は 10 億円単位をもって表示します。（ただし、法人の財産

の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には適切な単位をもって表示） 

  

 *最終会計年度がない場合とは、設立から最初の計算書類等について評議員会の承認を受けるまでの期間が想定

されます。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 3（計算書類に関する事項） 
第６条の３ 法第 53 条第 1 項第 3 号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同

項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの
とする。 

一 公告対象法人（法第 53 条第１項第３号の吸収合併消滅社会福祉法人及び吸収合併存続社会福祉法人をい
う。次号において同じ。）につき最終会計年度がない場合 その旨 
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二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨 

三 前２号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容 

２ 前項第３号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、100 万円単位又は 10 億円単位をもって表示するものと
する。 

３ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合
には、第１項第３号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 6（計算書類に関する事項） 

第６条の６ 法第 54 条の３第１項第３号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又
は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
ものとする。 

一 公告対象法人（法第 54 条の３第１項第３号の吸収合併存続社会福祉法人及び吸収合併消滅社会福祉法人を
いう。次号において同じ。）につき最終会計年度がない場合 その旨 

二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨 

三 前２号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容 

２ （略） 

 

（2） 公告の実施 

債権者保護の観点から、債権者に対して合併について異議を述べる機会を設けることが必要です。

社会福祉法第 53 条及び第 54 条の 3 では、合併認可を受けたときは、債権者に対して、異議がある

場合は異議を述べるよう公告を行うことが義務付けられています。公告は官報によって行います。 

＜官報における公告の例＞ 

  

 

（3） 個別の債権者への催告書の送付 

借り入れを行っている金融機関などの判明している債権者に対しては、合併認可後に催告書を送

付し、異議がある場合は異議を述べるよう個別に知らせることが、社会福祉法第 53 条で義務付け

られています。 
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解説 

 公告、個別の催告にあたっては、次に掲げる事項を記載する必要があります。 

・吸収合併をする旨 

・吸収合併消滅社会福祉法人の名称及び住所 

・「（１）貸借対照表の要旨の作成」に記載した計算書類に関する事項 

・債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

 

 なお、異議を述べる機会の期間としては、2 か月もしくはそれ以上の期間を設定することが必

要です。 

特に借入債務などは、合併後の存続法人が引き継ぐこととなり、借入先である独立行政法人福

祉医療機構等に合併認可申請前に相談、協議するなど円滑な事務処理が行えるようにすること

が必要です。 

 

債権者が異議を述べなかった場合 

定めた期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、債権者は合併を承認したものとみなされま

す。 

 

社会福祉法第 53 条第２項（債権者の異議） 
第 53 条 （略） 

２ 債権者が前項第 4 号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をし
たものとみなす。 

３ （略） 

 

社会福祉法第 54 条の 3 第２項（債権者の異議） 
第 54 条の３ （略） 

２ 債権者が前項第 4 号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をし
たものとみなす。 

３ （略） 
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債権者が異議を述べた場合 

債権者が合併に対して異議を述べた場合は、その債権者に対して債務を弁済する若しくは相当の

担保の提供をするか、または信託会社などに相当の財産を信託します。ただし、合併を行ってもそ

の債権者を害する恐れがない場合（合併を行っても財務上何ら支障がないことが明白な場合など）

は必ずしも弁済や担保提供あるいは財産の信託を行う必要はありません。 

 
 

社会福祉法第 53 条（債権者の異議） 
第 53 条 １・２ （略） 

３ 債権者が第１項第４号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等（信
託会社及び信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和 18 年法律第 43 号）第
１条第１項の認可を受けた金融機関をいう。）をいう。以下同じ。）に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 

 

社会福祉法第 54 条の 3（債権者の異議） 
第 54 条の３ １・２ （略） 

３ 債権者が第１項第４号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続社会福祉法人は、当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相
当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。 

 

社会福祉法第 53 条、第 54 条の 3 の規定に違反したとき（公告を怠り、又は不正の公告をしたと

き）は、20 万円以下の過料に処せられるので注意が必要です。 

 

社会福祉法第 133 条 
第 133 条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第 56 条に規

定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第 130 条の２第
１項第３号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事⾧の職務を行うべき者、同条第２項第３号に規定
する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第４号に規定する一時代表清算人の職務を
行うべき者、同項第５号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第 130 条の３第１項第２号
に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、20 万円以下の過料に処
する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 

一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。 

二 第 46 条の 12 第１項、第 46 条の 30 第１項、第 53 条第１項、第 54 条の３第１項又は第 54 条の９第１項
の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 

 三～十二 （略） 
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注意点・留意すべきポイント 

社会福祉法人では、独立行政法人福祉医療機構から借り入れを行っていることが多いと想定され

ますが、独立行政法人福祉医療機構への手続きに際しては各種資料の提出が必要となりますので、

余裕をもって相談を行うことが望まれます。 

なお、独立行政法人福祉医療機構への提出書類は以下のようなものがあります。 
 

（独立行政法人福祉医療機構への提出書類） 

・催告書 

・合併理由書（任意様式） 

・合併認可申請書および認可書（写） 

・合併契約書（写） 

・合併前の各法人の法人登記簿謄本（写し可） 

・合併前の各法人の決算書（財産目録含む／直近１か年分） 

・合併後の法人の定款（案） 

・合併後の新役員名簿 
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合併の登記手続き 

実施事項 

登記手続きにおける実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 合併による変更登記の申請 合併により存続する法人については、合併に必要な手
続きが終了したときから 2 週間以内に、主たる事務所
の所在地において、管轄の法務局登記所へ変更の登記
を申請します。 

(2) 合併による解散登記の申請 合併により消滅する法人については、合併後の存続法
人を代表すべき者が、合併後の存続の主たる事務所を
管轄する法務局を経由して合併の登記の申請と同時
に解散登記を行います。 

 

社会福祉法第 50 条（吸収合併の効力の発生等） 

第 50 条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記
をすることによって、その効力を生ずる。 

２ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務（当該
吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む。）を承継する。 

３ 吸収合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

４ （略） 
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実施内容 

（1） 合併による変更登記の申請 

合併後存続する法人が登記申請するにあたっては、法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務

局の窓口等で申請にかかる手続、添付書類等、必要な事項を確認したうえで行うようにしてくださ

い。 

なお、司法書士等の専門家に代理させることも可能です。 

 

合併による変更の登記 

合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する法人の登記事項証明書を添付しなけれ

ばならないとされています。（当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。） 

また、合併に際して、公告及び催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に

対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその者を害する

おそれがないことを証する書面を添付しなければなりません。 

吸収合併存続社会福祉法人が変更登記の申請を行う際に必要とする書類の例示としては以下のと

おりとなります。 

 

書類 説明 

社会福祉法人合併による変更登
記申請書 

定められた様式に沿って必要事項を記入し、押印します。 

定款 存続する法人の変更済の定款を添付します。 

合併契約書 相互の法人で交わした合併契約書を添付します。 

評議員会の議事録 合併の承認を得た際の評議員会の議事録を添付します。 

所轄庁の合併認可書 所轄庁から受け取った合併認可書を添付します。 

公告および催告をしたことを証
する書面 

公告を掲載したことを証するもの（公告を掲載した官報の
原本など）や債権者へ送付した催告書の写しおよび債権者
から取り付けた承諾書の原本などを添付します。 
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書類 説明 

異議を述べた債権者に対する弁
済（担保提供・信託）証書 

異議を述べた債権者がいる場合は、当該債権者へ弁済した
こと、もしくは担保を供したこと、または信託を行ったこ
とを証する書面を添付します。（債権者を害するおそれが
ないときはそれを証する書面） 

異議を述べる債権者がいない場合は、その旨を記載した書
面を添付します。 

役員の選任を証する書面 合併後の法人の理事・監事の選任を評議員会で決議した際
の議事録を添付します。 

理事⾧の就任承諾書 存続する法人で理事⾧になる者の就任承諾書を添付しま
す。ただし、存続する法人で引き続き理事⾧となる者の就
任承諾書は不要です。 

消滅法人の登記事項証明書 合併後消滅する法人が、存続する法人の登記所の管轄区域
外にある場合は、消滅する法人の登録事項証明書の原本を
添付します（同一区域内にある場合は不要です）。 

財産目録 合併後に存続する法人の財産目録を添付します。 

代理人によって申請する場合は
委任状 

既に説明したとおり、通常は存続法人の理事⾧が申請者に
なりますが、理事⾧に代わって事務担当者が申請を行う場
合や司法書士などの専門家に申請を委任する場合は委任
状を添付します。 

 

組合等登記令 

（合併等の登記） 

第 8 条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から２週間以内に、その
主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合
等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

２ （略） 

 

（設立の登記の申請） 

第 16 条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によってする。 

2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけれ
ばならない。 

3 第２条第２項第６号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を
添付しなければならない。 

 

（変更の登記の申請） 

第 17 条 第２条第２項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しな
ければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 

２・３ （略） 

 

（合併による登記の申請） 

第 20 条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にその主
たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 
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２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれ
ば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公
告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担
保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合
併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、
同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってするこ
とができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をし
たことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

 

（合併による設立の申請） 

第 21 条 合併による設立の登記の申請書には、第 16 条第２項及び第３項並びに前条に規定する書面を添付しな
ければならない。 

 

商業登記法（準用） 

（申請書の添付書面） 

第 18 条 代理人によって登記を申請するには、申請書（前条第 4 項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。）
にその権限を証する書面を添付しなければならない。 

第 19 条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添
附しなければならない。 

（合併の登記） 

第 79 条 吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併
により消滅する会社（以下「吸収合併消滅会社」という。）又は新設合併により消滅する会社（以下「新設合
併消滅会社」という。）の商号及び本店をも登記しなければならない。 

第 82 条 合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社（以下「吸収合併存続会社」とい
う。）又は新設合併により設立する会社（以下「新設合併設立会社」という。）を代表すべき者が吸収合併消
滅会社又は新設合併消滅会社を代表する。 

２～４ （略） 

第 83 条 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第 3 項の
登記の申請のいずれかにつき第 24 条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下し
なければならない。 

２ （略） 

 

（2） 合併による解散登記の申請 

合併により消滅する法人の解散の登記の申請は、合併後の存続法人の代表すべき者が、合併後の

存続の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記申請と同時に行ってください。 

 

「社会福祉法人の登記について」昭和 39.4.25 社庶第 28 号通知 

社会福祉法人の登記については、組合等登記令の定めるところによることとなったので、御了知の上管下の社

会福祉法人の指導に遺憾のないようせられたい。なお、これにより、従来と相違することとなった主な点は次の

とおりである。 

１ 登記事項 



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.3 吸収合併手続きの解説 

56 
  

(１) 役員全員の氏名及び住所を登記することは不要となり、代表権を有する者(清算人を含む。)の氏名、住所

及び資格を登記することとされたこと。また、これと関連して、代表権の制限に関する定めの登記につい

ても従来の取扱いと異なり、特定の理事に全く代表権を与えないような定款の定めについては、これを登

記する必要がなくなったこと。(この解釈については、法務省民事局第 4 課とも打合せ済みのものである。) 

(２) 公告の方法は登記事項からはずされたこと。 

２ 登記手続 

(１) 法人が主たる事務所を移転した場合における新所在地における登記の申請は、従来は、旧所在地におけ

る登記とは別個に直接新所在地を管轄する登記所に対し、3 週間以内に存すべきこととされていたが、今後

は、旧所在地を管轄する登記所を経由して旧所在地における登記の申請と同時に 2 週間以内になすべきこ

ととされたこと。 

(２) 資産の総額の変更の登記は、毎事業年度終了後、主たる事務所においては 4 週間以内、従たる事務所に

おいては 5 週間以内にしなければならないこととされていたが、いずれも 2 月以内にすれば足りることと

されたこと。 

(３) 代表権を有する者の就任に関しての登記に際しては、社会福祉事業法第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに第

39 条の規定に違反しないことを証する書面は不要とされたこと。 

(４) 合併により消滅する法人の解散の登記の申請は、合併によって消滅した法人の理事がその法人の事務所

所在地を管轄する登記所に直接なすこととされていたが、今後は、合併後の存続法人又は新設法人を代表

すべき者が、合併後の存続法人又は新設法人の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記の

申請と同時になすべきこととされたこと。 

 

 

注意点・留意すべきポイント 

合併の効力を発する時期 

社会福祉法人の合併は、合併後存続する法人が登記を行うことにより、その効力を生じます。 

 

社会福祉法第 50 条（吸収合併の効力の発生等） 

第 50 条 社会福祉法人の吸収合併は、吸収合併存続社会福祉法人の主たる事務所の所在地において合併の登記
をすることによって、その効力を生ずる。 

２ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日に、吸収合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務（当該
吸収合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含
む。）を承継する。 

３・４ （略） 

合併の登記 

合併の登記申請は、合併の認可その他合併に必要な手続きが終了した日から、主たる事務所の所
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在地において、2 週間以内に行う必要があります。なお、期間内に登記の申請をしなかった場合は、

20 万円以下の過料に処せられる罰則があるので注意が必要です。 

 

組合等登記令第８条（合併等の登記） 
第８条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から 2 週間以内に、その

主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合
等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

 

社会福祉法第 133 条 
第 133 条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第 56 条に

規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第 130 条の 2
第 1 項第 3 号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事⾧の職務を行うべき者、同条第 2 項第 3 号に規
定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務
を行うべき者、同項第 5 号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第 130 条の 3 第 1 項第 2
号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、20 万円以下の過料に
処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 

一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。 

二～十二 （略） 

 

不動産の登記 

合併に伴い、合併後存続する法人へ消滅する法人の土地、建物等の不動産の権利が引き継がれま

す。その際、第三者対抗要件を具備する観点から、不動産登記を実施することが望まれます。 

 

不動産登記 
不動産（土地、建物）の物理的な現況及び権利関係を登記簿に記載します。 

 

事例における取組み・工夫点 
 登記申請の書類を整えるには、一定の時間や労力が必要であり、ゆとりを持ったスケジュールを立

てることが重要です。事前に担当窓口へ照会や相談を行うことが望まれます。 
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事後開示 吸収合併に関する書面

等の備置き及び閲覧等 

実施事項 

吸収合併存続社会福祉法人は、登記の後遅滞なく、吸収合併により承継した権利義務その他の厚

生労働省令で定める事項「吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項」をその主たる事務所に備え

置きます。事後開示における実施事項は以下のとおりです。 

吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項 

項目 説明 

(1) 備置き 登記の後遅滞なく、登記の日から 6 か月間、事後開示

事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をそ

の主たる事務所に備え置きます。 

(2) 閲覧等の請求への準備 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸

収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内

は、いつでも、事後開示事項を記載し、または記録し

た書面又は電磁的記録の閲覧等を請求することがで

きるため、対応する必要があります。 

 

社会福祉法第 54 条の４（吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等） 
第 54 条の４ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続社会

福祉法人が承継した吸収合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令
で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 

２ 吸収合併存続社会福祉法人は、吸収合併の登記の日から 6 月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事
務所に備え置かなければならない。 

３ 吸収合併存続社会福祉法人の評議員及び債権者は、吸収合併存続社会福祉法人に対して、その業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第 2 号又は第 4 号に掲げる請求をするには、
当該吸収合併存続社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 

一 第 1 項の書面の閲覧の請求 

二 第 1 項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 

三 第 1 項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 
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四 第 1 項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併存続社会福祉法人の定めたものによ
り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 

 

実施内容 

（1） 吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項 

吸収合併後に存続する法人は、「吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項」をその主たる事務

所に備え置きます。 

項目 説明 

登記日 吸収合併の登記の日を記載したものを開示します。 

債 権 者 保 護 手

続きの経過 

吸収合併消滅社会福祉法人における社会福祉法第 53 条の規定による手続（債

権者保護手続き）の経過について記載したものを開示します。 

債 権 者 保 護 手

続きの経過 

吸収合併存続社会福祉法人における社会福祉法第 54 条の 3 の規定による手続

（債権者保護手続き）の経過について記載したものを開示します。 

承 継 し た 重 要

な権利義務 

吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が吸収合併消滅社会福祉法人から

承継した重要な権利義務に関する事項を開示します。 

事 前 開 示 事 項

（吸収合併契約

の内容を除く） 

社会福祉法第 51 条第 1 項の規定により吸収合併消滅社会福祉法人が備え置い

た書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項（事前開示事項）につい

て、改めて開示します。 

その他 上記のほか、吸収合併に関する重要な事項を開示します。 

 

社会福祉法施行規則第６条の７（吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項） 
第６条の７ 法第 54 条の 4 第 1 項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 吸収合併の登記の日 

二 吸収合併消滅社会福祉法人における法第 53 条の規定による手続の経過 

三 吸収合併存続社会福祉法人における法第 54 条の 3 の規定による手続の経過 

四 吸収合併により吸収合併存続社会福祉法人が吸収合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に
関する事項 

五 法第 51 条第 1 項の規定により吸収合併消滅社会福祉法人が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記
録がされた事項（吸収合併契約の内容を除く。） 

六 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 

 



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.3 吸収合併手続きの解説 

60 
  

 

注意点・留意すべきポイント 

 合併登記の後、遅滞なく「吸収合併存続社会福祉法人の事後開示事項」を備置く必要がありま

すので、事前に準備が必要となります。 
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会計・税務処理 

実施事項 

会計・税務処理における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

（1）合併の会計処理 合併の経済的実態は「統合」と判断されます。「統合」
の場合において、結合組織は、結合される組織の資産
及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き継
ぎます。 

（2）社会福祉充実計画及び社会福祉充実
残額 

合併による社会福祉充実計画の変更及び合併後の社
会福祉充実残額を確認します。 

（3）税務処理 合併による税務処理が発生する場合は、税務処理を行
います。 

実施内容 

（1） 資産・負債の評価 

消滅法人は、結合時の適正な帳簿価額を算定するための仮決算を行います、この仮決算では合併

を前提とした会計処理は発生せず、通常と同様の決算手続を行います。 

 

合併にあたっては、当該仮決算で算定した資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引

き継ぎます。 

（なお、社会福祉法人には、持分の概念がないため、合併対価が支払われることはなく、結合当事

者の一方が他方の事業の支配を獲得することが想定されていません。したがって、会計上合併の経

済的実態は「統合」と解釈され、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぎます。） 
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（2） 合併の会計処理 

会計処理イメージ 

 
 

＜A 法人での合併仕訳＞ 

 

※ なお、社会福祉法人間の合併であるため勘定科目体系は整合しており、合併前の科目を引き継ぐことが想定され

ます。 

  

A法人がB法人を吸収合併した場合

資産 600

（時価 700）

負債 200

（時価 200）

純資産 400

（時価 500）

A法人：存続法人 B法人：消滅法人

資産 200

（時価 400）

負債 100

（時価 100）

純資産 100

（時価 300）

Before

After

資産 800

（A法人簿価600 + B法人簿価200）

負債 300

（A法人簿価200 + B法人簿価100）

純資産 500

（A法人簿価400 + B法人簿価100）

A法人：存続法人

合併

諸資産 200 諸負債 100

純資産 100

（借方） （貸方）
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適正な帳簿価額を引き継ぐにあたっての留意点 

論点 具体例 処理方針 

過去の誤謬の修正 消滅法人が耐用年数を誤って、減
価償却計算を行っていた場合 

存続法人への引継ぎ前に修正し、適正な
帳簿価額とした上で合併の会計処理を
行う。 

会計 方 針の 統 一 に
よる 勘 定科 目 残 高
の修正 

存続法人の会計方針に統一する
ため、消滅法人の引当金の残高が
修正される場合 

存続法人への引継ぎ後に修正する。 

※ 上記の他、「第 1 章 社会福祉法人における合併・事業譲渡等の検討のポイント 計算書類の分析」に記載し

ているチェック項目についても参考にしてください。 
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（3） 社会福祉充実計画 

既存の社会福祉充実計画がある場合は、合併による事業環境の変化に伴い、社会福祉充実計画を変

更する必要があるか検討します。検討の結果、社会福祉充実計画の変更が必要であると判断した場合

は、所轄庁の承認又は届出が必要となります。 

＜所轄庁の承認または届出が必要な変更事由＞ 

 
*2017 年（平成 29 年）1 月 24 日発出通知 「社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉

充実計画の承認等について」 

 

社会福祉法第 55 条の 3（社会福祉充実計画の変更） 
第 55 条の 3 前条第 1 項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働
省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第 1 項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、
厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

３ 前条第 3 項から第 10 項までの規定は、第 1 項の変更の申請について準用する。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 18（承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請） 
第 6 条の 18 法第 55 条の 3 第 1 項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各

号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。 

一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類 
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二 第 6 条の 13 第 2 号から第 4 号までに掲げる書類 

 

（4） 税務処理 

合併契約により、承継する権利義務によって、税務処理は異なるため、税務署等への確認を行いな

がら処理を進める必要があります。また、合併により事業規模が拡大することで、消費税等の新たな

課税義務が生じる可能性があることにも留意が必要です。 

・吸収合併による存続法人は、消滅法人の納税義務を承継します。 

・合併で年間収入額が 8,000 万円を超えると「公益法人等の損益計算書等の提出」義務が生じ

るので注意が必要となります。 

 

 ＜租税特別措置法第 40 条の規定の適用＞ 

合併により、租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産を承継する場合であって、引

き続き同条の適用を受けようとする場合には、合併の日の前日までに、所轄の税務署を経由して国税

庁⾧官あてに必要な書類（措置法第 40 条第 6 項関連する書類）を提出する必要がありますので、所

轄の税務署に事前相談を行うことが望まれます。 

租税特別措置法第 40 条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税） 
第 40 条１～５（略） 

６ 第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈（以下この条において「特定贈与等」という。）を
受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第３項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合
併により設立する法人（公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。）
に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署⾧を経由して国税庁⾧官に提出したとき
は、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその
移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。 

7～20（略） 

 

租税特別措置法施行規則第 18 条の 19 第 13 項 
１３ 法第 40 条第 6 項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第 40 条第 6 項に規定する特定贈与等（以下この条において「特定贈与等」という。）を受けた公益法
人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日 

二 当該公益法人等が法第 40 条第 6 項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等
の種類、所在地及び数量 

三 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない法人にあっては、名
称及び主たる事務所の所在地）並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日（法
第 40 条第 13 項において準用する同条第 5 項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の
詳細を含む。）及び使用目的 

四 第 2 号に規定する財産等（当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものであ
る場合には、当該財産）を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特
定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量 

五 その他参考となるべき事項 
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職員の処遇の検討

および説明    

実施事項 
職員の処遇の検討および説明における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 給与体系、就業時間や休暇規程な
どの検討 

合併後の給与体系、勤務時間や休暇規程などについて
検討し、給与規程や就業規則などの変更を行います。 

(2) 合併後の職員の役職や配置の検討 合併後の各職員の役職や配置などを検討します。 

(3) 職員への説明 合併前に、全職員に対して合併後の処遇について説明
を行い、理解を得ます。 

(4) 就業規則の労働基準監督署への提
出 

就業規則について管轄の労働基準監督署に届出を行
います。 

実施内容 

（1） 給与体系、就業時間や休暇規程などの検討 

給与体系の検討 

吸収合併時には、労働条件はすべて従前のまま承継されることとなります。しかしながら、合併

後には、職種ごとに基本給や各種手当（超過勤務、休日勤務、通勤費など）の水準や給与体系につ

いて検討する必要があります。法人間での給与水準に隔たりがある場合では、大きな課題となる可

能性があるため、労働条件等に大きな変更が生じないかに注意し、職員の希望に応じた選択肢を準

備するなど、急激な変化を緩和し、柔軟な対応ができるようにすることが望まれます。 
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なお、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済について、吸収

合併により、存続する社会福祉法人が引き続いて共済契約を機構と締結する者であるとき又は既に

共済契約を締結している者であるときは、消滅法人との共済契約は解除となりますが、被共済職員

は、共済制度上、退職とはならず被共済職員期間の通算が認められます。共済契約の承継関係及び

新規加入施設の追加等の諸手続が必要であるため、手続き漏れにより、共済契約者及び被共済職員

が不利益を被ることがないよう、独立行政法人福祉医療機構に、事前からよく相談することが望ま

れます。 

就業時間や休暇の検討 

上記に加え、就業時間や休暇の設定についても検討する必要があります。サービス区分等が異な

る場合、業務運営に支障が生じる可能性がありますので、給与の場合と同様に、職員の希望に応じ

た選択肢を準備するなど、柔軟な対応が望まれます。 

（2） 合併後の職員の役職や配置の検討 

合併後の役職数や職員の配置数を検討します。事業に応じて、求められる役職数、職員の配置数

について整理し、整合性を図ることが望まれます。事業計画や地域における役割など全体バランス

を考慮の上、役職や配置について検討します。 

（3） 職員への説明 

合併後の給与、就業時間や休暇など職員の処遇について、合併前に、全職員に対して説明を行い

ます。職員向け説明会を複数回開催したり、相談会を設けたりするなど、状況に応じてきめ細やか

に対応を行うことが望まれます。 

合併により雇用契約及び労働条件は承継されます。もしも、労働条件が大きく変更になる場合や、

職員にとって不利益となる変更を伴う場合では、変更内容や代替措置を含めて書面で説明し、職員

の同意をとっておく必要があります。 

なお、労働組合が組織されている場合では、労働協約についても承継されることとなるため、労

使合意について、確認することが必要となります。 

（4） 就業規則の労働基準監督署への提出 

吸収合併により、職員の労働条件等が変更になった場合は、管轄の労働基準監督署へ変更後の就

業規則を届け出ます。 

 

労働基準法第 89 条（作成及び届出の義務） 
第 89 条 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に
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届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2 組以上に分けて交替に就業させる場合にお
いては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及
び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の
方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これ
に関する事項 

 

なお、職員の社会保険については、一般的には健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等

に関する手続きが必要と考えられます。それぞれの事業に応じて、必要な手続きを事前に確認して

対応しておくことが望まれます。 

 

注意点・留意すべきポイント 

合併後の給与、就業時間や休暇など職員の処遇について、合併前に、全職員に対して説明を行い

ます。職員向け説明会を複数回開催したり、相談会を設けたりするなど、状況に応じてきめ細やか

に対応を行うことが望まれます。 

もしも、労働条件が大きく変更になる場合や、職員にとって不利益となる変更を伴う場合では、

内容や代替措置を含めて書面で説明し、職員の同意をとっておく必要があります。 

なお、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済について、吸収

合併により、存続する社会福祉法人が引き続いて共済契約を機構と締結する者であるとき又は既に

共済契約を締結している者であるときは、消滅法人との共済契約は解除となりますが、被共済職員

は、共済制度上、退職とはならず被共済職員期間の通算が認められます。共済契約の承継関係及び

新規加入施設の追加等の諸手続が必要であるため、手続き漏れにより、共済契約者及び被共済職員

が不利益を被ることがないよう、独立行政法人福祉医療機構によく相談してください。 
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利用者や利用者家族、

地域への説明   

実施事項 
利用者や利用者家族、地域への説明を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 利用者や利用者家族への合併の説
明 

利用者や利用者家族へ合併の説明を行い、理解を得ま
す。 

(2) 地域への合併の説明 地域へ合併の説明を行い、理解を得ます。 

実施内容 

（1） 利用者や利用者家族への合併の説明 

利用者や利用者家族に対し、合併の目的や背景、合併後の運営などについて、家族会などを通じ

て説明し、理解を得るように努めます。参加できない利用者やご家族に対しては説明文の送付など

が望まれます。 

合併により、利用者契約は承継されますが、もしも合併により、サービス内容や利用料金の変更

が生じる場合には、あらかじめ十分に説明した上で利用者の同意のもと、利用契約の再締結の手続

（例：高齢者施設における入所契約及び重要事項説明書等）を実施することが必要となります。 

（2） 地域への合併の説明 

合併の際に、地域への説明が必須ではありませんが、合併により地域におけるサービス内容に変

更が生じるような場合では、地域の不安を解消するために、地域に対して説明会を実施することが

望まれます。 

説明会対象者は法人運営に関わる関係者や地域の代表者（地区会⾧）などが想定されますが、法

人の設立の経緯や背景、地域の事情などを勘案し、対象者を選定するようにして下さい。 



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.3 吸収合併手続きの解説 

73 
 

説明会では、合併の目的や背景、合併後の運営などを説明し、質疑応答を交えながら、理解を得

るように努めます。 

なお、説明会で出された意見などは記録を残すことが望まれます。 

注意点・留意すべきポイント 

利用者等への事前説明と理解の醸成 

合併によって吸収される法人の利用者については、経営主体が変更になるため、合併前に、利用

者や利用者家族への説明を行います。 

合併により、利用者契約は承継されますが、もしも合併により、サービス内容や利用料金の変更

が生じる場合には、あらかじめ十分に説明した上で利用者との同意のもと、利用契約の再締結の手

続（例：高齢者施設における入所契約及び重要事項説明書等）を実施することが必要となります。 

 

地域住民への事前説明 

合併によって、特に地域における福祉サービスについて変更等が生じる場合には、地域住民や自

治会への説明を行うことが望まれます。社会福祉法人の合併経緯及び今後の実施事業計画に関して

理解を得ておくようにしてください。 

事例における取組み・工夫点 
 調査事例では、家族会を通じた利用者家族への説明や、地区関係者を集めた地域説明会を実施

しています。 

 調査事例では、説明会等において、合併によって地域における福祉事業が存続されること、法
人理念が共通すること、事業基盤が安定することなどを丁寧に説明しています。 
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規程・システムなどの整備 

実施事項 

規程・システムなどの整備を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 各種規程・マニュアル類の整理・統
合 

必要に応じて、各種規程・マニュアル類の整理・統合
を図ります。 

(2) 委員会などの運営検討 必要に応じて、委員会などの運営について検討しま
す。 

(3) 各種システムの統合 必要に応じて、情報システム、経理システムなどの各
種システムの統合を図ります。 

(4) 名義変更 必要に応じて、各種名義変更を行います。 

実施内容 

（1） 各種規程・マニュアル類の整理・統合 

合併後の法人運営や業務遂行に支障が生じないよう各種規程・マニュアル類の整理・統合を行い

ます。存続する法人の規程やマニュアル類を活かしつつ、消滅する法人の規程やマニュアル類の変

更・廃棄を適宜行い、整合性を図るようにすることが一般的です。 

「○○マニュアル検討委員会」などの組織を設けて、相互の法人から実務責任者、実務担当者が参

画して検討、作業を行うとよいでしょう。 
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（2） 委員会などの運営検討 

各法人で「品質向上委員会」など、個別テーマの検討委員会を設けている場合、合併後の委員会

運営について検討し、必要に応じて規程類を修正します。法人単位やサービス区分単位で、互いに

同じテーマを扱う委員会等については、整理・統合を検討します。 

（3） 各種システムの統合 

経理システムや情報システムなどシステムに関する統合を行います。互いにＩＴを活用したシス

テムが導入されていれば、これらの統合には一定の時間を要しますので、システム会社を活用し、

前広に検討・作業に着手することが必要です。 

ホームページなど外部への情報発信媒体の扱いについても検討しておきます。なお、これらの作

業は時間を要するため、合併前後から段階的に実施することも考えられます。 

（4） 名義変更 

名義変更が必要なものを洗い出し、合併後の法人名に変更します。 

（例） 

 通帳 

 保険契約 

 委託契約 

 リース契約 

 保守契約 

 等 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、規程等は、吸収合併存続社会福祉法人の規定に合わせるように、統合していま

した。IT システム等は、合併後もしばらく統一せずそのままにしておき、タイミングを見計ら

って統合するなどの工夫をされていました。 
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3.4 新設合併手続きの解説 
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合意形成 

実施事項 

合意形成を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 秘密保持契約（覚書等）の締結 相手法人と協議を進めるための秘密保持契約（覚書
等）を結びます。秘密保持契約の締結について、各法
人の理事会等にて承認を行います。 

(2) 合併法人間での事前協議 合併する法人間で事前協議を十分に行い、互いに合併
に向けた合意形成を図ります。 

(3) 合併に関する「基本合意書」等の作
成・締結 

合併契約を締結する前段階で、合併に向けた準備を円
滑に進めるために、合併の大前提となる条件について

「基本合意書」等を作成し、双方の法人間で合意を取
り交わすことが望まれます。 

実施内容 

（1） 秘密保持契約（覚書等）の締結 

合併に向けた事前協議を進めるにあたって、秘密保持契約（覚書等）を結ぶことが一般的です。

秘密保持契約を結ぶことにより、法人の内部情報を部分的に共有すること、および合併に向けた事

前協議を進めることとなるため、理事会等の承認または報告が行われることが一般的です。 
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（2） 合併法人間での事前協議 

合併に向けた協議の下準備として事前協議を行います。合併の目的や合併後の理念、合併後の事

業の存続・撤退、役員選任のあり方、職員処遇のあり方、その他互いの法人の要望などを十分にす

り合わせておくことが望まれます。合併の大前提となる事項については、事前協議の段階にて、十

分に合意形成を図っておくことが重要です。 

 

（3） 合併に関する「基本合意書」等の作成・締結 

合併契約の締結までに、様々な事項を法人間にて協議し調整を図ります。合併に向けた調整作業

が円滑に進められるよう、合併条件の大枠を書面で記録し、その上で詳細を協議するようにすれば、

効率的に作業を進めることが期待されます。合併に関する基本的な合意が得られた場合、例えば合

併後に法人の各事業を存続するか否かなど、重要事項が整理できた場合は、基本合意書として締結

しておくことが望まれます。 

解説 

 合併後に新設される社会福祉法人が、消滅した社会福祉法人の一切の権利義務を承継すること

になります。 

 合意形成にあたっては、法人内での意思決定（理事会等での決議）や評議員への報告を適切に

行い、法人の総意のもとで確実に進めていくことが重要となります。 
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注意点・留意すべきポイント 

社会福祉法人の合併について 

社会福祉法人は、他の社会福祉法人との合併は可能ですが、社会福祉法人以外の法人と合併する

ことは認められていません。 

 
 

社会福祉法第 48 条 
第 48 条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。（後略） 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、合併の協議や作業を行う組織として「合併検討委員会」を設置し、合併に際す

る協議、作業が円滑かつ効率的に進めていました。 
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役員等の検討 

実施事項 

役員の選任における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 新たな法人設立後の評議員、理事、

監事、会計監査人の検討 

新たな法人設立後の評議員、理事、監事、会計監査人

を検討します。 

実施内容 

（1） 新たな法人設立後の役員の検討 

新たな法人設立後の評議員、理事、監事を検討します。 

また、合併後の決算において事業活動計算書におけるサービス活動収益が 30 億円を超える、ま

たは貸借対照表における負債が 60 億円を超える場合は、次の会計年度から特定社会福祉法人とな

ります。特定社会福祉法人には、会計監査人の設置が義務付けられますので、設置に向けた準備が

必要になります。 
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注意点・留意すべきポイント 

評議員、役員の資格及び権限・義務の明確化 

平成 28 年改正法により、ガバナンス強化の観点から評議員・理事・監事・会計監査人の資格及び

権限・義務の明確化がされており、法令に準拠した選任手続きをとる必要があります。 

 

 評議員 理事 

資格 社会福祉法人の適正な運営に必要
な識見を有する者 

理事のうちには、次に掲げる者が
含まれなければならない。 

① 社会福祉事業の経営に関する
識見を有する者 

② 当該社会福祉法人が行う事業
の区域における福祉に関する
実情に通じている者 当該社
会福祉法人が施設を設置して
いる場合にあっては、当該施
設の管理者 

 

員数 7 名以上 （理事の員数（6 名以上）
を超える数） 

6 名以上 

評議員・理事の兼務 不可 

親族等特殊の関係が
ある者の制限 

各評議員・各役員について、特殊関係に当たる者は評議員にはなれない。 

 

 監事 会計監査人 

職務 理事の職務の執行を監査 計算書類等を監査 

 

員数 2 名以上 特定社会福祉法人※の場合 

１名（法人含む）以上 

※ 特定社会福祉法人 前会計年度決算における事業活動計算書におけるサービス活動収益が 30

億円を超える、または貸借対照表における負債が 60 億円を超える社会福祉法人（2020 年（令

和２年）3 月 31 日現在） 

  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

84 
  

 

 

合併契約書の作成 

実施事項  

合併契約における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 合併契約書の作成 合併内容に関して双方の合意が得られれば、合併契約書を

作成し、双方の法人間で契約内容を検討します。各法人内

の理事会等にて合併契約（案）の検討及び承認を行います。 

(2) 合併契約の締結 合併内容について完全に合意したら、合併契約の手続きに

移行します。評議員会の承認が必要なため、評議員会の招

集を行います。 

実施内容  

（1） 合併契約書の作成 

合併をする社会福祉法人は、合併契約を締結しなければなりません。合併契約書を作成し、双方

の法人間で契約内容を検討します。各法人内の理事会等にて合併契約（案）の承認を行います。こ

れらの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 48 条 
第 48 条 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。この場合においては、合併をする社会福

祉法人は、合併契約を締結しなければならない。 

 



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

85 
 

（2） 合併契約の締結 

合併内容について完全に合意したら、合併契約の手続きに移行します。評議員会の決議が必要な

ため、評議員会の招集を行います。 

評議員会の決議 

社会福祉法人が合併するには、評議員会の決議により、合併契約の承認が必要になります。これ

らの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 54 条の 8（新設合併契約の承認） 
第 54 条の 8 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければなら

ない。 

 

新設合併契約の内容 

社会福祉法人が新設合併するには、新設合併契約において、新設合併消滅社会福祉法人の名称、

住所と新設合併設立社会福祉法人の目的、名称、主たる事業所の所在地その他厚生労働省令で定め

る事項を定めなければなりません。 

合併契約の内容 

項目 説明 

消滅法人の名称及

び住所 

新設合併消滅社会福祉法人の名称及び住所を記載します。 

新設法人の目的、名

称、主たる事務所の

所在地 

新設合併設立社会福祉法人の目的、名称及び主たる事務所の所在地を記

載します。 

新設法人の定款で

定める事項 

「社会福祉事業の種類」「役員に関する事項」等、定款で記載が求められ

ている事項について記載します。 

合併効力発生日 合併の登記予定日を記載します。 

職員の処遇 合併により設立する法人の職員の雇用条件などについては、合併協議会

等で協議することとなります。各法人の職員の雇用条件と比較して、公平

性・平等性を確保するよう努めることが必要です。 
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その他、必要に応じて相互の合意が必要な事務手続き等について規定することになります。 

 

社会福祉法第 54 条の 5（新設合併契約） 
第 54 条の５ ２以上の社会福祉法人が新設合併（２以上の社会福祉法人がする合併であって、合併により消滅す

る社会福祉法人の権利義務の全部を合併により設立する社会福祉法人に承継させるものをいう。以下この目及
び第 133 条第 11 号において同じ。）をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなけれ
ばならない。 

一 新設合併により消滅する社会福祉法人（以下この目において「新設合併消滅社会福祉法人」という。）の
名称及び住所 

二 新設合併により設立する社会福祉法人（以下この目において「新設合併設立社会福祉法人」という。）の
目的、名称及び主たる事務所の所在地 

三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立社会福祉法人の定款で定める事項 

四 前３号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 

 

社会福祉法施行規則 6 の 8（新設合併契約） 

第６条の８ 法第 54 条の５第４号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 新設合併がその効力を生ずる日 

二 新設合併消滅社会福祉法人の職員の処遇 
 

 

消滅法人の手続きについて 

新設合併設立社会福祉法人は、合併によって消滅した社会福祉法人の一切の権利義務を承継する

ことから、消滅法人の清算手続きを経る必要はありません。なお、登記については「登記手続き」

に記載しているとおり、設立及び解散の登記が必要となりますので、注意が必要です。 

 
 

社会福祉法第 54 条の 6（新設合併の効力の発生等） 

第 54 条の 6 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務（当
該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を
含む。）を承継する。 

２・３ （略） 
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事前開示 合併契約に関する書面

等の備置き及び閲覧等 

実施事項 

新設合併契約について決議を行う評議員会の日の 2 週間前から、新設合併の登記の日まで、新設

合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項（「事前開示事項」と呼ぶ）をその主たる事務所

に備え置かなくてはなりません。 

事前開示における実施事項は以下のとおりです。 

新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項 

項目 説明 

(1) 備置き 新設合併契約について決議を行う評議員会の日の 2

週間前から、合併の登記の日まで、事前開示事項を記

載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる

事務所に備え置きます。 

(2) 閲覧等の請求への準備 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新

設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内

は、いつでも、事前開示事項を記載し、又は記録され

た書面又は電磁的記録の閲覧等を請求することがで

きるため、新設合併消滅社会福祉法人はこれらについ

て対応する必要があります。 

 
 

社会福祉法第 54 条の 7（新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等） 
第 54 条の７ 新設合併消滅社会福祉法人は、次条の評議員会の日の 2 週間前の日（第 45 条の 9 第 10 項におい

て準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第 1 項の場合にあっては、同項の提案があっ
た日）から新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める
事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 

２ 新設合併消滅社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併消滅社会福祉法人に対して、その業務時間内は、
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いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第 2 号又は第 4 号に掲げる請求をするには、
当該新設合併消滅社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 

一 前項の書面の閲覧の請求 

二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 

三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅社会福祉法人の定めたものによ
り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 

実施内容 

（1） 新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項 

新設合併消滅社会福祉法人は、「新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項」をその主たる事務

所に備え置きます。 

 

項目 説明 

①新設合併契約の

内容 

新設合併契約書に規定した内容について記載したものを開示します。 

②他の新設合併消滅社会福祉法人に関する事項 

 監査報告書 最終会計年度に係る計算書類、事業報告及び監査報告（会計監査報告を含

む。）の内容を記載したものを開示します。なお、最終会計年度がない場

合には、他の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日における貸借対照表の

内容を記載したものを開示します。 

後発事象 他の新設合併消滅社会福祉法人において、最終会計年度の末日後に重要な

財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与

える事象が生じたときは、その内容を記載したものを開示します。 

貸借対照表 他の新設合併消滅社会福祉法人が清算法人の場合、貸借対照表（社会福祉

法第 46 条の 22 第 1 項の規定により作成）を開示します。 

③当該新設合併消滅社会福祉法人に関する事項 

 後発事象 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日後に重要な

財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の状況に重要な影響を与

える事象が生じたときは、その内容を記載したものを開示します。 

貸借対照表 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、新設

合併設立社会福祉法人の成立の日における貸借対照表を開示します。 
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項目 説明 

④債務の履行の見

込み 

新設合併設立社会福祉法人の成立の日以後における新設合併設立社会福

祉法人の債務（社会福祉法第 54 条の 9 第 1 項第 4 号に基づき新設合併に

ついて異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）

の履行の見込みに関する事項を開示します。 

⑤評議員会の日の

２週間前の日後

の変更事項 

新設合併消滅社会福祉法人における新設合併承認の評議員会の日の 2 週

間前の日より後、新設合併の登記の日までの間に、上記に掲げる事項に変

更が生じたときは、変更後の当該事項を開示します。 

*最終会計年度がない場合とは、設立から最初の計算書類等について定時評議員会の承認を受けるまでの期間が想

定されます。 

 

社会福祉法施行規則第６条の９（新設合併消滅社会福祉法人の事前開示事項） 
第６条の９ 法第 54 条の７第１項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 他の新設合併消滅社会福祉法人（清算法人を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事
項 

イ 最終会計年度に係る監査報告等の内容（最終会計年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅社会福
祉法人の成立の日における貸借対照表の内容） 

ロ 他の新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、他
の新設合併消滅社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の
状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第 54 条の８の評議員会の日の２週間前の
日（法第 45 条の９第 10 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194 条第１
項の場合にあっては、同項の提案があった日。以下同じ。）後新設合併消滅社会福祉法人の成立の日まで
の間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じ
た事象の内容に限る。） 

二 他の新設合併消滅社会福祉法人（清算法人に限る。）が法第 46 条の 22 第１項の規定により作成した貸借
対照表 

三 当該新設合併消滅社会福祉法人（清算法人を除く。以下この号において同じ。）についての次に掲げる事
項 

イ 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度の末日（最終会計年度がない場合にあっては、当
該新設合併消滅社会福祉法人の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人財産の
状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（法第 54 条の８の評議員会の日の２週間前の
日後新設合併設立社会福祉法人の成立の日までの間に新たな最終会計年度が存することとなる場合にあ
っては、当該新たな最終会計年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

ロ 当該新設合併消滅社会福祉法人において最終会計年度がないときは、当該新設合併消滅社会福祉法人の
成立の日における貸借対照表 

四 新設合併設立社会福祉法人の成立の日以後における新設合併設立社会福祉法人の債務（他の新設合併消滅
社会福祉法人から承継する債務を除き、法第 54 条の９第１項第四号の規定により新設合併について異議を
述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関する事項 

五 法第 54 条の８の評議員会の日の２週間前の日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の
当該事項 
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注意点・留意すべきポイント 

合併契約について決議を行う評議員会の日の 2 週間前から、合併の登記の日まで、事前開示事項

を記載し、又は記録された書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置くことが必要ですので、

スケジュールに注意しましょう。 

  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

92 
  

 

 

評議員会の承認 

実施事項 

社会福祉法人が合併するには、評議員会の決議により、合併契約の承認が必要になります。これ

らの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

評議員会の承認における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 評議員会の決議 

（他の新設合併消滅社会福祉法人） 

他の新設合併消滅社会福祉法人の合併契約について、

評議員会にて決議する。 

(2) 評議員会の決議 

（当該新設合併消滅社会福祉法人） 

当該新設合併消滅社会福祉法人の合併契約について、

評議員会にて決議する。 

実施内容 

（1） 評議員会の決議（他の新設合併消滅社会福祉法人） 

他の新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を得なければ

なりません。決議内容については議事録に記録を残すようにします。 

（2） 評議員会の決議（当該新設合併消滅社会福祉法人） 

当該新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を得なければ

なりません。決議内容については議事録に記録を残すようにします。 
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注意点・留意すべきポイント 

評議員会の決議 

社会福祉法人が合併するには、評議員会の決議により、合併契約の承認が必要になります。これ

らの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 

 

社会福祉法第 54 条の 8（新設合併契約の承認） 
第 54 条の 8 新設合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によって、新設合併契約の承認を受けなければなら

ない。 
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定款の作成 

実施事項 

定款の作成における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 新設合併設立社会福祉法人の定款

の作成 

合併により設立する法人の定款を協議して作成する。 

 

新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成します。この場合におい

ては、所轄庁の認可を受けることは要しません。 

 

社会福祉法第 54 条の 10（設立の特則） 
第 54 条の 10 第 32 条、第 33 条及び第 35 条の規定は、新設合併設立社会福祉法人の設立については、適用し

ない。 

２ 新設合併設立社会福祉法人の定款は、新設合併消滅社会福祉法人が作成する。この場合においては、第 31 条
第 1 項の認可を受けることを要しない。 

実施内容 

（1） 合併により設立する法人の定款の作成 

合併により設立する法人は、新たに定款を作成しなければなりません。定款は、新設合併消滅社

会福祉法人で作成します。 
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所轄庁の認可 

実施事項 

所轄庁の認可における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 所轄庁への申請 所轄庁へ合併認可の申請を行う。 

 
 

社会福祉法第 54 条の 6（新設合併の効力の発生等） 
第 54 条の６ （略） 

２ 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

３ （略） 

実施内容 

（1） 所轄庁への申請 

社会福祉法人が合併するには所轄庁の認可を受ける必要があります。 

申請に必要な書類 

合併認可申請に必要な書類は以下に示したとおりです。 

合併認可申請書以外の添付書類の様式は定められていませんが、所轄庁で用意されている場合が

ありますので、担当窓口へ照会しつつ書類作成を進めて下さい。効率的に作業を進めるには司法書

士などへ申請手続きを委任することも一案です。 

なお、実際に合併申請を行うにあたっては、事前に所轄庁の担当窓口へ合併の趣旨目的や背景事



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

97 
 

情などを説明し、合併申請の方法、疑問点などを適宜相談し、円滑な申請が行えるようにすること

が必要です。 

 

新設合併申請の項目 

書類 説明 

①合併認可申請書 定められた様式に沿って必要事項を記入し押印しま
す。 

②合併理由書 合併認可申請書に合併理由を記載する欄があります
が、追加で合併の理由や目的など詳細に説明する場合
は添付します（様式は決められていません。詳細は担
当窓口と相談して下さい）。 

③評議員会で合併の承認をしたことを
証する書面 

合併の承認を得た際の評議員会の議事録を添付しま
す。 

④合併により設立する法人の定款 合併協議会で作成した定款を添付します。 

⑤各法人の財産目録および貸借対照表 各法人の財産目録および貸借対照表を添付します。 

⑥各法人の負債を証明する書類 負債がある場合は、負債を証明する書類を金融機関や
独立行政法人福祉医療機構などから取り付けて添付
します（貸付金残高証明書を取り付けることが一般的
です）。 

⑦合併により設立する法人の財産目録 新たに設立する法人の財産目録を添付します。通常は
両法人の財産目録を合算して作成します。 

⑧合併により設立する法人の事業計画
書および収支予算書（合併日に属する
会計年度及び次会計年度） 

新たに設立する法人の事業計画書と収支予算書を作
成して添付します。合併日が属する会計年度およびそ
の次の会計年度の 2 か年分が各々必要です。 

⑨合併により設立する法人の評議員、役
員となるべき者の履歴書および就任
承諾書 

新たに設立する法人の設立当初の評議員、役員となる
べき者の履歴書と就任承諾書を添付します。 

⑩評議員、役員になる者について、他に
役員になる者と婚姻関係または 3 親
等以内の親族関係にある者がいる場
合等は、その氏名及びその者との続柄
を記載した書類 

該当する評議員、役員がいる場合は、その旨を記入し
た書類を添付します。 

 
  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

98 
  

 
 
 

社会福祉法施行規則第６条（合併認可申請手続） 
第６条 社会福祉法人は、法第 50 条第３項又は法第 54 条の６第２項の規定により、吸収合併（法第 49 条に規

定する吸収合併をいう。以下同じ。）又は新設合併（法第 54 条の５に規定する新設合併をいう。以下同じ。）
の認可を受けようとするときは、吸収合併又は新設合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して
所轄庁に提出しなければならない。 

一 法第 52 条及び法第 54 条の２第１項又は法第 54 条の８の手続又は定款に定める手続を経たことを証明す
る書類 

二 吸収合併存続社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併存続社会福祉法人をいう。以下同じ。）又は
新設合併設立社会福祉法人（法第 54 条の５第２号に規定する新設合併設立社会福祉法人をいう。以下同じ。）
の定款 

三 吸収合併消滅社会福祉法人（法第 49 条に規定する吸収合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。）又は
新設合併消滅社会福祉法人（法第 54 条の５第１号に規定する新設合併消滅社会福祉法人をいう。以下同じ。）
に係る次の書類 

イ 財産目録及び貸借対照表 

ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類 

四 吸収合併存続社会福祉法人又は新設合併設立社会福祉法人に係る次の書類 

イ 財産目録 

ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書 

ハ 評議員となるべき者及び役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書（吸収合併存続社会福祉法人につい
ては、引き続き評議員となるべき者又は引き続き役員となるべき者の就任承諾書を除く。） 

ニ 評議員となるべき者のうちに、他の各評議員となるべき者について、第２条の７第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第７号に規定する者（同号括弧書に
規定する半数を超えない場合に限る。）又は同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分
の１を超えない場合に限る。）がいるときは、当該他の各評議員の氏名及び当該他の各評議員との関係を
説明する事項を記載した書類 

ホ 評議員となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第２条の８第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）又は同条第７号に規定する者（同号括弧書
に規定する半数を超えない場合に限る。）がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との
関係を説明する事項を記載した書類 

ヘ 理事となるべき者のうちに、他の各理事となるべき者について、第２条の 10 各号に規定する者（第６
号又は第７号に規定する者については、これらの号に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）
がいるときは、当該他の各理事の氏名及び当該他の各理事との関係を説明する事項を記載した書類 

ト 監事となるべき者のうちに、他の各役員となるべき者について、第２条の 11 第６号に規定する者（同
号括弧書に規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第７号に規定する者（同号括弧書に
規定する割合が３分の１を超えない場合に限る。）、同条第８号に規定する者（同号括弧書に規定する半
数を超えない場合に限る。）又は同条第９号に規定する者（同号括弧書に規定する割合が３分の１を超え
ない場合に限る。）がいるときは、当該他の各役員の氏名及び当該他の各役員との関係を説明する事項を
記載した書類 

２ 第２条第３項及び第５項の規定は、前項の場合に準用する。 
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所轄庁の認可 

新設合併は所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。なお、所轄庁は、新設合併の

申請があった場合には、当該申請に係る社会福祉法人の資産が要件に該当しているかどうか、その

定款の内容及び設立手続きが法令の規定に違反していないかどうかを審査したうえで、当該合併の

認可を決定しなければなりません。 

 

社会福祉法第 54 条の 6（新設合併の効力の発生等） 
第 54 条の６ （略） 

２ 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

３ 第 32 条の規定は、前項の認可について準用する。 

 

社会福祉法第 54 条の６第３項によって準用される第 32 条 
第 32 条 所轄庁は、第 54 条第２項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る社会福祉法人の資

産が第 25 条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していない
かどうか等を審査した上で、当該第 54 条の６第２項の認可を決定しなければならない。 

 

注意点・留意すべきポイント 

合併の場合、所轄庁より合併認可を受ける必要があります。このため、合併申請を行うにあたっ

ては、事前に所轄庁へ合併の趣旨目的や背景事情などを説明し、合併申請の方法、疑問点などを適

宜相談することが必要です。 

また、平成 28 年改正法等により、二以上の都道府県の区域で事業を行う法人に関する認可等の

権限を地方厚生局から都道府県に、一の都道府県の区域で事業を行う法人であって、主たる事務所

が指定都市に所在する法人に関する認可等の権限を都道府県から指定都市に移譲されています。合

併時には、新設合併設立社会福祉法人の主たる事業所がある所轄庁が認可を行うこととなりますの

で、上記合併の内容について、行政担当者に対して十分に相談を行っておく必要があります。 

 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、行政担当者の全面的な事務支援により、円滑に作業が進みました。 
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債権者保護手続き 

実施事項 

債権者保護手続きにおける実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 貸借対照表の要旨の作成 新設合併消滅社会福祉法人において、公告、個別の債
権者への催告にあたって必要となる貸借対照表の要
旨を作成します。 

(2) 公告の実施 新設合併消滅社会福祉法人において、異議があれば一
定の期間内（2 か月を下ることはできない）に異議を
述べるよう、債権者に対して官報に公告を行います。 

(3) 個別の債権者への催告書の送付 新設合併消滅社会福祉法人において、判明している債
権者に対しては、個別に催告を行います。 

 

（4）債権者が異議を述べた場合 もしも、公告及び催告を受けて債権者が異議を述べた
ときは、これを弁済するか、もしくは相当の担保を提
供し、または債権者に弁済を受けさせることを目的と
して、信託会社もしくは信託業務を営む金融機関に相
当の財産を信託します。（当該債権者を害するおそれ
がないときはこれらを行う必要はありません） 

 
 

社会福祉法第 54 条の 9（債権者の異議） 
第 54 条の 9 新設合併消滅社会福祉法人は、第 54 条の 6 第 2 項の認可があったときは、次に掲げる事項を官報

に公告し、かつ、判明している債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第 4 号の期間は、
2 月を下ることができない。 

一 新設合併をする旨 

二 他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所 

三 新設合併消滅社会福祉法人の計算書類に関する事項として厚生労働省令で定めるもの 

四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

２・３ （略） 
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実施内容 

（1） 貸借対照表の要旨の作成 

社会福祉法施行規則第 6 条の 3 等で、公告や個別催告に必要となる計算書類に関する事項が規定

されており、必要に応じて貸借対照表の要旨を作成する必要があります。 

＜貸借対照表の作成について＞ 

・公告対象法人につき最終会計年度がない場合：その旨を文書で説明 

・公告対象法人が清算法人である場合：その旨を文書で説明 

・上記以外の場合：貸借対照表の要旨を作成 

 

貸借対照表の要旨とは、100 万円単位又は 10 億円単位をもって表示（ただし、法人の財産の状態

を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には適切な単位をもって表示）したものを

指す。 

  

*最終会計年度がない場合とは、設立から最初の計算書類等について定時評議員会の承認を受けるまでの期間が想定され

ます。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 10（計算書類に関する事項） 

第６条の 10 法第 54 条の９第１項第３号に規定する厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又
は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
ものとする。 

一 公告対象法人（法第 54 条の９第１項第３号の新設合併消滅社会福祉法人をいう。次号において同じ。）に
つき最終会計年度がない場合 その旨 

二 公告対象法人が清算法人である場合 その旨 

三 前２号に掲げる場合以外の場合 最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容 

２ 第６条の３第２項及び第３項の規定は、前項第３号の貸借対照表の要旨について準用する。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 10 第２項によって準用される第６条の３第２項及び第３項（計算書類に
関する事項） 

第６条の３ 

２ 第６条の 10 第１項第３号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、100 万円単位又は 10 億円単位をもって表
示するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、社会福祉法人の財産の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合
には、第６条の 10 第１項第３号の貸借対照表の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければな
らない。 
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（2） 公告の実施 

債権者保護の観点から、債権者に対して合併について異議を述べる機会を設けることが必要です。

社会福祉法第 54 条の 9 では、合併認可を受けたときは、債権者に対して、異議がある場合は異議

を述べるよう公告を行うことが義務付けられています。公告は官報によって行います。 

 

＜官報における公告の例＞ 

 

 

（3） 個別の債権者への催告書の送付 

借り入れを行っている金融機関などの判明している債権者に対しては、合併認可後に催告書を送

付し、異議がある場合は異議を述べるよう個別に知らせることが、社会福祉法第 54 条の９で義務

付けられています。 

解説 

 公告、個別の催告にあたっては、次に掲げる事項を記載する必要があります。 

・新設合併をする旨 

・他の新設合併消滅社会福祉法人及び新設合併設立社会福祉法人の名称及び住所 

・「（１）貸借対照表の要旨の作成」に記載した計算書類に関する事項 

・債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

 

 なお、異議を述べる機会の期間としては、2 か月もしくはそれ以上の期間を設定することが必

要です。 

特に借入債務などは、新設法人が引き継ぐこととなり、借入先である独立行政法人福祉医療機

構等に事前に相談、協議するなど円滑な事務処理が行えるようにすることが必要です。 
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債権者が異議を述べなかった場合 

定めた期間内に債権者が異議を述べなかった場合は、債権者は合併を承認したものとみなされま

す。 

社会福祉法第 54 条の９（債権者の異議） 
第 54 条の９ （略） 

２ 債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該新設合併について承認をし
たものとみなす。 

３ （略） 

債権者が異議を述べた場合 

債権者が合併に対して異議を述べた場合は、その債権者に対して債務を弁済する若しくは弁済相

当の担保の提供をするか、または信託会社などに債務に相当する財産を信託します。ただし、合併

を行ってもその債権者を害する恐れがない場合（合併を行っても財務上何ら支障がないことが明白

な場合など）は必ずしも弁済や担保提供あるいは財産の信託を行う必要はありません。 
 

社会福祉法第 54 条の 9（債権者の異議） 
第 54 条の９ １・２ （略） 

３ 債権者が第 1 項第 4 号の期間内に異議を述べたときは、新設合併消滅社会福祉法人は、当該債権者に対し、
弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相
当の財産を信託しなければならない。ただし、当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。 

罰則 

社会福祉法 54 条の 9 の規定に違反したときは、20 万円以下の過料に処せられるので注意が必要

です。 

社会福祉法第 133 条 
第 133 条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第 56 条に規

定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第 130 条の２第
１項第３号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事⾧の職務を行うべき者、同条第２項第３号に規定
する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第４号に規定する一時代表清算人の職務を
行うべき者、同項第５号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第 130 条の３第１項第２号
に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、20 万円以下の過料に処
する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 

 一 （略） 

二 第 46 条の 12 第１項、第 46 条の 30 第１項、第 53 条第１項、第 54 条の３第１項又は第 54 条の９第１項
の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 

三～十二 （略） 
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注意点・留意すべきポイント 

社会福祉法人では、独立行政法人福祉医療機構から借り入れを行っているケースが多いですが、

独立行政法人福祉医療機構への手続きに際しては各種資料の提出が必要となりますので、余裕を

もって相談を行うことが望まれます。 

なお、独立行政法人福祉医療機構への提出書類は以下のようなものがあります。 
 

（独立行政法人福祉医療機構への提出書類） 
・催告書 
・合併理由書（任意様式） 
・合併認可申請書および認可書（写） 
・合併契約書（写） 
・合併前の各法人の法人登記簿謄本（写し可） 
・合併前の各法人の決算書（財産目録含む／直近１か年分） 
・合併後の法人の定款（案） 
・合併後の新役員名簿 
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合併の登記手続き 

実施事項 

登記手続きにおける実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 新設合併設立社会福祉法人の登記
の申請 

新設合併設立社会福祉法人は、合併に必要な手続きが
終了したときから 2 週間以内に、主たる事務所の所在
地において、管轄の法務局登記所へ設立の登記を申請
します。 

(2) 合併による解散登記の申請 合併により消滅する法人については、合併後の設立法
人を代表すべき者が、新設合併設立社会福祉法人の主
たる事務所を管轄する法務局を経由して合併の登記
の申請と同時に解散登記を行います。 

 

社会福祉法第 34 条（成立の時期） 

第 34 条 社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 

 

社会福祉法第 54 条の 6 （新設合併の効力の発生等） 

第 54 条の６ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日に、新設合併消滅社会福祉法人の一切の権利義務（当
該新設合併消滅社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を
含む。）を承継する。 

２ 新設合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

３ 第 32 条の規定は、前項の認可について準用する。 

 

社会福祉法第 54 条の 6 第３項によって準用される第 32 条 

第 32 条 所轄庁は、第 54 条の６第２項の規定による認可の申請があたときは、当該申請に係る社会福祉法人の
資産が第 25 条の要件に該当しているかどか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していな
いかどうか等を審査した上で、第 54 条の６第２項の認可を決定しなければならない。 
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実施内容 

（1） 合併の登記の申請 

合併後設立する法人が登記申請するにあたっては、法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務

局の窓口等で申請にかかる手続、添付書類等、必要な事項を確認したうえで行うようにしてくださ

い。 

なお、司法書士等の専門家に代理させることも可能です。 

 

合併による設立の登記 

合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する法人の登記事項証明書を添付しなけれ

ばならないとされています。（当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。） 

また、合併に際して、公告及び催告をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは、その者に

対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその者を害する

おそれがないことを証する書面を添付しなければなりません。 

 

新設合併設立社会福祉法人が設立登記の申請を行う際に必要とする書類の例示としては以下のと

おりとなります。 

書類 説明 

社会福祉法人合併による設立登
記申請書 

定められた様式に沿って必要事項を記入し、押印します。 

定款 設立する法人の変更済の定款を添付します。 

合併契約書 相互の法人で交わした合併契約書を添付します。 

評議員会の議事録 合併の承認を得た際の評議員会の議事録を添付します。 

所轄庁の合併認可書 所轄庁から受け取った合併認可書を添付します。 

公告および催告をしたことを証
する書面 

公告を掲載したことを証するもの（公告を掲載した官報の
原本など）や債権者へ送付した催告書の写しおよび債権者
から取り付けた承諾書の原本などを添付します。 

異議を述べた債権者に対する弁
済（担保提供・信託）証書 

異議を述べた債権者がいる場合は、当該債権者へ弁済した
こと、もしくは担保を供したこと、または信託を行ったこ
とを証する書面を添付します。（債権者を害するおそれが
ないときはそれを証する書面） 

異議を述べる債権者がいない場合は、その旨を記載した書
面を添付します。 
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書類 説明 

役員の選任を証する書面 合併後の法人の理事・監事の選任を評議員会で決議した際
の議事録を添付します。 

理事⾧の就任承諾書 設立する法人で理事⾧になる者の就任承諾書を添付しま
す。 

消滅法人の登記事項証明書 合併後消滅する法人が、設立する法人の登記所の管轄区域
外にある場合は、消滅する法人の登録事項証明書の原本を
添付します（同一区域内にある場合は不要です）。 

財産目録 合併後に設立される法人の財産目録を添付します。 

代理人によって申請する場合は
委任状 

既に説明したとおり、通常は設立法人の理事⾧が申請者に
なりますが、理事⾧に代わって事務担当者が申請を行う場
合や司法書士などの専門家に申請を委任する場合は委任
状を添付します。 

 

組合等登記令 
第 8 条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から２週間以内に、その

主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合
等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

第 16 条 設立の登記は、組合等を代表すべき者の申請によってする。 
2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなけれ

ばならない。 
3 第２条第２項第六号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を

添付しなければならない。 
第 17 条 第２条第２項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しな

ければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。 
第 20 条 合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等（当該登記所の管轄区域内にその主

たる事務所があるものを除く。）の登記事項証明書を添付しなければならない。 
２ 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、債権者に対し異議があれ

ば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要するものの合併による変更の登記の申請書には、その公
告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担
保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合
併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により合併をする場合には、
同項の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってするこ
とができるものがこれらの方法による公告をしたときは、同項の登記の申請書には、同項の公告及び催告をし
たことを証する書面に代えて、これらの方法による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 

第 21 条 合併による設立の登記の申請書には、第 16 条第２項及び第３項並びに前条に規定する書面を添付しな
ければならない。 

 

商業登記法（準用） 
第 18 条 代理人によって登記を申請するには、申請書（前条第 4 項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。）

にその権限を証する書面を添付しなければならない。 
第 19 条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添

附しなければならない。 
第 79 条 吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併
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により消滅する会社（以下「吸収合併消滅会社」という。）又は新設合併により消滅する会社（以下「新設合
併消滅会社」という。）の商号及び本店をも登記しなければならない。 

 

（2） 合併による解散登記の申請 

合併により消滅する法人の解散の登記申請は、新設法人を代表すべき者が、新設法人の主たる事

務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記申請と同時に行います。 

 

「社会福祉法人の登記について」昭和 39.4.25 社庶第 28 号通知 

社会福祉法人の登記については、組合等登記令の定めるところによることとなったので、御了知の上管下の社会

福祉法人の指導に遺憾のないようせられたい。なお、これにより、従来と相違することとなった主な点は次のと

おりである。 

１ 登記事項 

(１) 役員全員の氏名及び住所を登記することは不要となり、代表権を有する者(清算人を含む。)の氏名、住所

及び資格を登記することとされたこと。また、これと関連して、代表権の制限に関する定めの登記について

も従来の取扱いと異なり、特定の理事に全く代表権を与えないような定款の定めについては、これを登記

する必要がなくなったこと。(この解釈については、法務省民事局第四課とも打合せ済みのものである。) 

(２) 公告の方法は登記事項からはずされたこと。 

２ 登記手続 

(１) 法人が主たる事務所を移転した場合における新所在地における登記の申請は、従来は、旧所在地における

登記とは別個に直接新所在地を管轄する登記所に対し、３週間以内に存すべきこととされていたが、今後

は、旧所在地を管轄する登記所を経由して旧所在地における登記の申請と同時に２週間以内になすべきこ

ととされたこと。 

(２) 資産の総額の変更の登記は、毎事業年度終了後、主たる事務所においては四週間以内、従たる事務所にお

いては五週間以内にしなければならないこととされていたが、いずれも２月以内にすれば足りることとさ

れたこと。 

(３) 代表権を有する者の就任に関しての登記に際しては、社会福祉事業法第 34 条第３項及び第４項並びに第

39 条の規定に違反しないことを証する書面は不要とされたこと。 

(４) 合併により消滅する法人の解散の登記の申請は、合併によって消滅した法人の理事がその法人の事務所

所在地を管轄する登記所に直接なすこととされていたが、今後は、合併後の存続法人又は新設法人を代表

すべき者が、合併後の存続法人又は新設法人の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記の

申請と同時になすべきこととされたこと。 

 

 

  



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

110 
  

 

注意点・留意すべきポイント 

合併の効力を発する時期 

社会福祉法人の合併は、合併により設立する法人が登記を行うことにより、その効力を生じます。 

合併の登記申請は、合併の認可その他合併に必要な手続きが終了した日から 2 週間以内に、主た
る事務所の所在地において行う必要があります。 

通常合併に必要な手続きの終了とは、所轄庁から合併の認可を受け、債権者への公告・催告期間
が終了して債権者との関係が終了した日を指します。 

なお、期間内に登記の申請をしなかった場合は、20 万円以下の過料に処せられる罰則があるので
注意が必要です。 

 

組合等登記令第８条 
第８条 組合等が合併をするときは、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から 2 週間以内に、その

主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合
等については変更の登記をし、合併により設立する組合等については設立の登記をしなければならない。 

 

社会福祉法第 133 条 
第 133 条 評議員、理事、監事、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第 56 条に

規定する仮処分命令により選任された評議員、理事、監事若しくは清算人の職務を代行する者、第 130 条の２
第１項第３号に規定する一時評議員、理事、監事若しくは理事⾧の職務を行うべき者、同条第２項第３号に規
定する一時清算人若しくは清算法人の監事の職務を行うべき者、同項第四号に規定する一時代表清算人の職務
を行うべき者、同項第五号に規定する一時清算法人の評議員の職務を行うべき者又は第 130 条の３第１項第２
号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者は、次のいずれかに該当する場合には、20 万円以下の過料に
処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 

一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠ったとき。 

二～十二 （略） 

不動産の登記 

合併に伴い、設立する法人は、土地、建物の不動産の権利が移転することとなることから、不動
産登記を怠らないようにする必要があります。 

 

登記 
私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載し、権利の保護、取引の安全のために
行われるものです。 

 

法人登記 
法人の目的、資産、代表者等の基本的な事項を登記簿に記載します。 
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不動産登記 
不動産（土地、建物）の物理的な現況及び権利関係を登記簿に記載します。 

事例における取組み・工夫点 
 登記申請の書類を整えるには、一定の時間や労力が必要であり、ゆとりを持ったスケジュールを立

てることが重要です。事前に担当窓口へ照会や相談を行うことが望まれます。 
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事後開示 新設合併に関する書面

等の備置き及び閲覧等 

実施事項 

新設合併設立社会福祉法人は、登記の後遅滞なく、新設合併により承継した権利義務その他厚生

労働省令で定める事項「新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項」をその主たる事務所に備え置

きます。 

事後開示における実施事項は以下のとおりです。 

新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項 

項目 説明 

(1) 備置き 登記の後遅滞なく、6 か月間、事後開示事項を記載し、

又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務

所に備え置きます。 

(2) 閲覧等の請求への準備 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新

設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内

は、いつでも、事後開示事項を記載し、または記録し

た書面又は電磁的記録の閲覧等を請求することがで

きるため、対応する必要があります。 

 

社会福祉法第 54 条の 11（新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等） 
第 54 条の 11 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立社会福祉

法人が承継した新設合併消滅社会福祉法人の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定
める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 

２ 新設合併設立社会福祉法人は、その成立の日から 6 月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内
容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置
かなければならない。 

３ 新設合併設立社会福祉法人の評議員及び債権者は、新設合併設立社会福祉法人に対して、その業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、債権者が第 2 号又は第四号に掲げる請求をするには、
当該新設合併設立社会福祉法人の定めた費用を支払わなければならない。 

一 前項の書面の閲覧の請求 
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二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 

三 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 

四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立社会福祉法人の定めたものによ
り提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 

 

実施内容 

（1） 新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項 

新設合併後に設立した法人は、「新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項」をその主たる事務

所に備え置きます。 

項目 説明 

登記日 設立した法人の登記日を記載したものを開示します。 

債 権 者 保 護 手

続き 

新設合併消滅社会福祉法人における社会福祉法第 54 条の 9 の規定による手続

（債権者保護手続き）の経過を記載したものを開示します。 

承 継 し た 重 要

な権利義務 

新設合併により新設合併設立社会福祉法人が新設合併消滅社会福祉法人から

承継した重要な権利義務に関する事項を開示します。 

その他 上記のほか、新設合併に関する重要な事項を開示します。 

 

社会福祉法施行規則第６条の 11（新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項） 
第６条の 11 法第 54 条の 11 第 1 項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 新設合併設立社会福祉法人の成立の日 

二 法第 54 条の 9 の規定による手続の経過 

三 新設合併により新設合併設立社会福祉法人が新設合併消滅社会福祉法人から承継した重要な権利義務に
関する事項 

四 前 3 号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 

注意点・留意すべきポイント 

合併の登記の後に、遅滞なく、「新設合併設立社会福祉法人の事後開示事項」を備置く必要があ

りますので、事前に準備が必要となります。  
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会計・税務処理 

実施事項 
会計・税務処理における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

（1）合併の会計処理 合併の経済的実態は「統合」と判断されます。「統合」
の場合において、結合組織は、結合される組織の資産
及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き継
ぎます。 

（2）社会福祉充実計画及び社会福祉充実
残額 

合併による社会福祉充実計画の変更及び合併後の社
会福祉充実残額を確認します。 

（3）税務処理 合併による税務処理が発生する場合は、税務処理を行
います。 

実施内容 

（1） 資産・負債の評価 

双方の消滅法人は、結合時の適正な帳簿価額を確定させるための結合時の適正な帳簿価額を確定

させるための決算を行います、この決算では合併を前提とした会計処理は発生せず、通常と同様の

決算手続を行います。 

合併にあたっては、当該決算で確定した資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き

継ぎます。 

（なお、社会福祉法人には、持分の概念がないため、合併対価が支払われることはなく、結合当事

者の一方が他方の事業の支配を獲得することが想定されていません。したがって、会計上合併の経

済的実態は「統合」と解釈され、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぎます。） 
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（2） 合併の会計処理 

会計処理イメージ 

 
 

＜C 法人での合併仕訳（開始仕訳）＞ 

 
※ なお、社会福祉法人間の合併であるため勘定科目体系は整合しており、合併前の科目を引き継ぐことが想定され

ます。 

 

 

 

 

A法人とB法人が新設合併した場合

資産 600

（時価 700）

負債 200

（時価 200）

純資産 400

（時価 500）

A法人：消滅法人 B法人：消滅法人

資産 200

（時価 400）

負債 100

（時価 100）

純資産 100

（時価 300）

Before

After

資産 800

（A法人簿価600 + B法人簿価200）

負債 300

（A法人簿価200 + B法人簿価100）

純資産 500

（A法人簿価400 + B法人簿価100）

C法人：新設法人

合併

諸資産 800 諸負債 300

純資産 500

（借方） （貸方）
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適正な帳簿価額を引き継ぐにあたっての留意点 

論点 具体例 処理方針 

過去の誤謬の修正 消滅法人が耐用年数を誤って、減
価償却計算を行っていた場合 

存続法人への引継ぎ前に修正し、適正な
帳簿価額とした上で合併の会計処理を
行う。 

会計 方 針の 統 一 に
よる 勘 定科 目 残 高
の修正 

存続法人の会計方針に統一する
ため、消滅法人の引当金の残高が
修正される場合 

存続法人への引継ぎ後に修正する。 

※ 上記の他、「第 1 章 社会福祉法人における合併・事業譲渡等の検討のポイント 計算書類の分析」に記載し

ているチェック項目についても参考にしてください。 
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（3） 社会福祉充実計画 

既存の社会福祉充実計画がある場合は、合併による事業環境の変化に伴い、社会福祉充実計画を変

更する必要があるか検討します。検討の結果、社会福祉充実計画の変更が必要であると判断した場合

は、所轄庁の承認又は届出が必要となります。 

＜所轄庁の承認または届出が必要な変更事由＞ 

 
*2017 年（平成 29 年）1 月 24 日発出通知 「社会福祉法第 55 条の２の規定に基づく社会福祉

充実計画の承認等について」 

 

社会福祉法第 55 条の 3（社会福祉充実計画の変更） 
第 55 条の３ 前条第１項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働
省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第１項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、
厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

３ 前条第３項から第 10 項までの規定は、第１項の変更の申請について準用する。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 18（承認社会福祉充実計画における軽微な変更） 
第６条の 18 法第 55 条の３第１項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各

号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。 

一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類 

二 第６条の 13 第２号から第４号までに掲げる書類 
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（4） 税務処理 

合併契約より、承継する権利義務によって、税務処理は異なるため、税務署等への確認を行いなが

ら処理を進める必要があります。また、合併により事業規模が拡大することで、消費税等の新たな課

税義務が生じる可能性があることにも留意が必要です。 

・合併による存続法人は、消滅法人の納税義務を承継します。 

・合併で年間収入額が 8,000 万円を超えると「公益法人等の損益計算書等の提出」義務が生じ

るので注意が必要となります。 

 

＜租税特別措置法第 40 条の規定の適用＞ 

合併により、租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産を存続法人に承継する場合で

あって、引き続き同条の適用を受けようとする場合には、合併の日の前日までに、所轄の税務署を経

由して国税庁⾧官あてに必要な書類（措置法第 40 条第 6 項関連する書類）を提出する必要がありま

すので、所轄の税務署に事前相談を行うことが望まれます。 

 

租税特別措置法第 40 条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税） 
第 40 条１～５（略） 

６ 第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈（以下この条において「特定贈与等」という。）を
受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第３項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合
併により設立する法人（公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。）
に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署⾧を経由して国税庁⾧官に提出したとき
は、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその
移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。 

7～20（略） 

 

租税特別措置法施行規則第 18 条の 19 第 13 項 
１３ 法第 40 条第 6 項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第 40 条第 6 項に規定する特定贈与等（以下この条において「特定贈与等」という。）を受けた公益法
人等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日 

二 当該公益法人等が法第 40 条第 6 項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等
の種類、所在地及び数量 

三 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない法人にあっては、名
称及び主たる事務所の所在地）並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日（法
第 40 条第 13 項において準用する同条第 5 項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の
詳細を含む。）及び使用目的 

四 第 2 号に規定する財産等（当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものであ
る場合には、当該財産）を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特
定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量 

五 その他参考となるべき事項 
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職員の処遇の検討

および説明    

実施事項 

職員の処遇の検討および説明における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 給与体系、就業時間や休暇規程な
どの検討 

合併後の給与体系、勤務時間や休暇規程などについて
検討し、給与規程や就業規則などの変更を行います。 

(2) 合併後の職員の役職や配置の検討 合併後の各職員の役職や配置などを検討します。 

(3) 職員への説明 合併前に、全職員に対して合併後の処遇について説明
を行い、理解を得ます。 

(4) 就業規則の労働基準監督署への提
出 

就業規則について管轄の労働基準監督署に届出を行
います。 

実施内容 

（1） 給与体系、就業時間や休暇規程などの検討 

給与体系の検討 

合併時には、労働条件はすべて承継されることとなります。しかしながら、合併後には、職種ご
とに基本給や各種手当（超過勤務、休日勤務、通勤費など）の水準や給与体系について検討する必
要があります。法人間での給与水準に隔たりがある場合では、大きな課題となる可能性があるため、
労働条件等に大きな変更が生じないかに注意し、職員の希望に応じた選択肢を準備するなど、急激
な変化を緩和し、柔軟な対応ができるようにすることが望まれます。 

また、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済について、共済
契約の承継関係及び新規加入施設の追加等の諸手続が必要であるため、手続き漏れにより、共済契
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約者及び被共済職員が不利益を被ることがないよう、独立行政法人福祉医療機構に、事前からよく
相談することが望まれます。 

 

就業時間や休暇の検討 

上記に加え、就業時間や休暇の設定についても検討する必要があります。サービス区分等が異な

る場合、業務運営に支障が生じる可能性がありますので、給与の場合と同様に、職員の希望に応じ

た選択肢を準備するなど、柔軟な対応が望まれます。 

 

（2） 合併後の職員の役職や配置の検討 

合併後の役職数や職員の配置数を検討します。事業に応じて、求められる役職数、職員の配置数

について整理し、整合性を図ることが望まれます。事業計画や地域における役割など全体バランス

を考慮の上、役職や配置について検討します。 

 

（3） 職員への説明 

合併後の給与、就業時間や休暇など職員の処遇について、合併前に、全職員に対して説明を行い

ます。職員向け説明会を複数回開催したり、相談会を設けたりするなど、状況に応じてきめ細やか

に対応を行うことが望まれます。 

もしも、労働条件が大きく変更になる場合や、職員にとって不利益となる変更を伴う場合では、

内容や代替措置を含めて書面で説明し、職員の同意をとっておく必要があります。 

なお、労働組合が組織されている場合では、労働協約についても承継されることとなるため、労

使合意について、確認することが必要となります。 

（4） 就業規則の労働基準監督署への提出 

新設合併により、職員の労働条件等が変更になった場合は、管轄の労働基準監督署へ変更後の就

業規則を届け出ます。 

 

労働基準法第 89 条（作成及び届出の義務） 
第 89 条 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に

届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2 組以上に分けて交替に就業させる場合にお
いては就業時転換に関する事項 
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二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及
び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の
方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これ
に関する事項 

 

なお、職員の社会保険については、一般的には健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等

に関する手続きが必要と考えられます。それぞれの事業に応じて、必要な手続きを事前に確認して

対応しておくことが望まれます。 

 

 

注意点・留意すべきポイント 

合併後の給与、就業時間や休暇など職員の処遇について、合併前に、全職員に対して説明を行い

ます。職員向け説明会を複数回開催したり、相談会を設けたりするなど、状況に応じてきめ細やか

に対応を行うことが望まれます。 

もしも、労働条件が大きく変更になる場合や、職員にとって不利益となる変更を伴う場合では、

内容や代替措置を含めて書面で説明し、職員の同意をとっておく必要があります。 

なお、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員等退職手当共済について、新設

合併により、新設する社会福祉法人が引き続いて共済契約を機構と締結する者であるときは、消滅

法人との共済契約は解除となりますが、被共済職員は、共済制度上、退職とはならず被共済職員期

間の通算が認められます。共済契約の承継関係及び新規加入施設の追加等の諸手続が必要であるた

め、手続き漏れにより、共済契約者及び被共済職員が不利益を被ることがないよう、独立行政法人

福祉医療機構によく相談してください。 
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利用者や利用者家族、

地域への説明   

実施事項 
利用者や利用者家族、地域への説明を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 利用者や利用者家族への合併の説
明 

利用者や利用者家族へ合併の説明を行い、理解を得ま
す。 

(2) 地域への合併の説明 地域へ合併の説明を行い、理解を得ます。 

実施内容 

（1） 利用者や利用者家族への合併の説明 

利用者や利用者家族に対し、合併の目的や背景、合併後の運営などについて、家族会などを通じ

て利用者家族へ説明し、理解を得るように努めます。参加できない利用者やご家族に対しては説明

文の送付などが望まれます。 

合併により、利用者契約は承継されますが、もしも合併により、サービス内容や利用料金の変更

が生じる場合には、あらかじめ十分に説明した上で利用者と同意のもと、利用契約の再締結の手続

（例：高齢者施設における入所契約及び重要事項説明書等）を実施することが必要となります。 

 

（2） 地域への合併の説明 

合併の際に、地域への説明が必須ではありませんが、合併により地域におけるサービス内容に変

更が生じるような場合では、地域の不安を解消するために、地域に対して説明会を実施することが

望まれます。 



第 3 章 社会福祉法人における合併の手引き 
3.4 新設合併手続きの解説 

125 
 

説明会対象者は法人運営に関わる関係者や地域の代表者（地区会⾧）などが想定されますが、法

人の設立の経緯や背景、地域の事情などを勘案し、対象者を選定するようにして下さい。 

説明会では、合併の目的や背景、合併後の運営などを説明し、質疑応答を交えながら、理解を得

るように努めます。 

なお、説明会で出された意見などは記録を残すことが望まれます。 

 

注意点・留意すべきポイント 

利用者等への事前説明と理解の醸成 

合併によって吸収される法人の利用者については、経営主体が変更になるため、合併前に、利用

者や利用者家族への説明を行います。 

合併により、利用者契約は承継されますが、もしも合併により、サービス内容や利用料金の変更

が生じる場合には、あらかじめ十分に説明した上で利用者と同意のもと、利用契約の再締結の手続

（例：高齢者施設における入所契約及び重要事項説明書等）を実施することが必要となります。 

 

地域住民への事前説明 

合併によって、特に地域における福祉サービスについて変更等が生じる場合には、地域住民や自

治会への説明を行うことが望まれます。社会福祉法人の合併経緯及び今後の実施事業計画に関して

理解を得ておくようにしてください。 

事例における取組み・工夫点 
 調査事例では、家族会を通じた利用者家族への説明や、地区関係者を集めた地域説明会を実施

しています。 

 調査事例では、説明会等において、合併によって地域における福祉事業が存続されること、法
人理念が共通すること、事業基盤が安定することなどを丁寧に説明しています。 
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規程・システムなどの整備 

実施事項 
規程・システムなどの整備を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 各種規程・マニュアル類の整理・統
合 

必要に応じて、各種規程・マニュアル類の整理・統合
を図ります。 

(2) 委員会などの運営検討 必要に応じて、委員会などの運営について検討しま
す。 

(3) 各種システムの統合 必要に応じて、情報システム、経理システムなどの各
種システムの統合を図ります。 

(4) 名義変更 必要に応じて、各種名義変更を行います。 

実施内容 

（1） 各種規程・マニュアル類の整理・統合 

合併後の法人運営や業務遂行に支障が生じないよう各種規程・マニュアル類の整理・統合を行い
ます。存続する法人の規程やマニュアル類を活かしつつ、消滅する法人の規程やマニュアル類の変
更・廃棄を適宜行い、整合性を図るようにすることが一般的です。 

「○○マニュアル検討委員会」などの組織を設けて、相互の法人から実務責任者、実務担当者が参
画して検討、作業を行うとよいでしょう。 

（2） 委員会などの運営検討 

各法人で「品質向上委員会」など、個別テーマの検討委員会を設けている場合、合併後の委員会
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運営について検討し、必要に応じて規程類を修正します。互いに同じテーマを扱う委員会について

は、整理・統合を検討します。 

（3） 各種システムの統合 

経理システムや情報システムなどシステムに関する統合を行います。互いにＩＴを活用したシス

テムが導入されていれば、これらの統合には一定の時間を要しますので、システム会社を活用し、

前広に検討・作業に着手することが必要です。 

ホームページなど外部への情報発信媒体の扱いについても検討しておきます。 

なお、これらの作業は時間を要するものですので、合併後に段階的に行うといったこともありま

す。 

（4） 名義変更 

名義変更が必要なものを洗い出し、合併後の法人名に変更します。 

（例） 

 通帳 

 保険契約 

 委託契約 

 リース契約 

 保守契約 

 等 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、規程等は、存続社会福祉法人の規定に合わせるように、統合していました。IT

システム等は、合併後もしばらく統一せずそのままにしておき、タイミングを見計らって統合

するなどの工夫をされていました。 
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4.1 事業譲渡等におけるポイントと留意事項 

 

事業譲渡等とは 

事業譲渡等とは、特定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に

譲渡・譲受することであり、土地・建物などの単なる物質的な財産だけではなく、事業に必要な有

形的・無形的な財産のすべてを他の法人に譲渡・譲受することです。本マニュアルでは、事業譲渡

と事業譲受を総称して「事業譲渡等」としています。以下に事業譲渡等における主なポイントと留

意事項をまとめます。 

 社会福祉法人が関係する事業譲渡等は、事業に関わる利用者へのサービス提供の継続に資する

ためのものと考えられます。 

 社会福祉法において、事業譲渡等に関する規定は設けられていませんが、取引行為の一類型で

あるため、事業譲渡等は可能と解釈されています。ただし、社会福祉法人の事業譲渡等には、

一般的に法人の定款変更手続き、基本財産の増減等が発生するものと考えられ、所轄庁の認

可・届出が必要となります。なお、社会福祉法人は『社会福祉事業を行うことを目的として設

立された法人』であるため（社会福祉法第 22 条）、社会福祉法人が行っている社会福祉事業

の全部を譲渡することはできないと考えられます。 

 社会福祉法人における基本財産は、法人存立の基礎となるものであり、これを処分し、又は担

保に供しようとする場合には、所轄庁の承認を受けなければならず、社会福祉法人の目的遂行

上真に必要である場合に限り認められるものと考えられます。 

 

譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか事前確認等 

社会福祉事業は所轄庁による認可が必要な事業も多くあり、また社会福祉事業を実施できる法人

格が制限されているものもあります。譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか、当該事業の許認可

等を行う行政庁（以下この章において「事業所管行政庁」という。）に必ず事前確認し、必要な協

議を終えておくようにしてください。 

譲渡事業が譲受法人で継続可能でない場合の事業譲渡は実施できません。 

特に、社会福祉事業は第 1 種・第 2 種社会福祉事業に区分され、このうち第 1 種社会福祉事業に

ついては、原則として行政及び社会福祉法人しか経営主体となれません。 
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＜第 1 種社会福祉事業＞ 
・救護施設 ・更生施設 ・その他の生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の

扶助を行うことを目的とする施設 ・生計困難者に対する助葬事業 

・乳児院  ・母子生活支援施設  ・児童養護施設 ・障害児入所施設 

・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 

・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム 

・障害者支援施設 ・婦人保護施設 ・授産施設 ・生活福祉資金貸付事業 

 

事業の譲渡しにおいては、利用者へのサービス提供が継続されることが何よりも重要です。この

ため、譲渡法人では相手方法人を様々な視点から調査分析（第１章社会福祉法人における合併・事

業譲渡等の検討のポイント参照）し、譲受先法人を選定することが重要です。こうした過程は、所

轄庁及び事業所管行政庁から説明を求められた場合には説明責任がありますので、よく整理してお

くとよいでしょう。 

 

行政への相談（各種手続） 

事業譲渡等は、基本財産の移動を伴うこともあり、所轄庁の承認や国庫補助事業により取得した

財産の処分にかかる承認、さらには、独立行政法人福祉医療機構又は民間金融機関の借入債務にか

かる各種手続（抵当権の設定等）などクリアすべきものも多いと考えられます。このため、所轄庁

等への事前の相談・協議を並行して進めていくことが重要です。 

また、事業譲渡等は、譲渡元である法人における施設の廃止手続きと、譲渡先における施設の認

可・指定等の手続きをスムーズに実施することが求められます。このため、所轄庁への事前相談等

と同時に、事業所管行政庁にも事前相談を進めていくことが必要となります。 

 

特別の利益供与の禁止等 

平成 28 年改正法により、役員等関係者への特別な利益供与の禁止、競業及び利益相反取引の制
限等が規定されています。 

 

 ・特別の利益供与の禁止 

特別の利益とは、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇のことを指

し、例えば以下のようなものが該当します。【指導監査ガイドライン Ⅳ管理 ４その他（１）特別

の利益供与の禁止より】 

A： 法人の関係者からの不当に高い価格での物品等の購入や賃借 

B： 法人の関係者に対する法人の財産の不当に低い価格又は無償による譲渡や賃貸（規程に基
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づき福利厚生として社会通念に反しない範囲で行われるものを除く。） 

C： 役員等報酬基準や給与規程等に基づかない役員報酬や給与の支給 

事業譲渡等の相手先によっては、上記 A や B に抵触するおそれがあることから、十分な留意が必

要となります。 

 

社会福祉法第 27 条（特別の利益供与の禁止） 

第 27 条 社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員その他の政令で定める社会
福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 

 

社会福祉法施行令第 13 条の２（特別の利益を与えてはならない社会福祉法人の関係者） 
第 13 条の２ 法第 27 条の政令で定める社会福祉法人の関係者は、次に掲げる者とする。 

一 当該社会福祉法人の設立者、評議員、理事、監事又は職員 

二 前号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族 

三 前２号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

四 前２号に掲げる者のほか、第１号に掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者 

五 当該法人の設立者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業
活動を支配する者として省令で定める者 

 

 ・利益相反取引の制限 

利益相反取引の制限では、例えば、甲社会福祉法人の理事Ａが乙株式会社の代表として乙株式会

社のために甲社会福祉法人と売買契約を締結する場合は利益相反取引に該当する（「逐条解説一般

社団・財団法人法」熊谷則一著より編集）ことから、このような事業譲渡を行う場合には、理事会

において重要な事実を開示し、その承認を受ける必要があります。 

 

社会福祉法第 45 条の 16 第４項によって準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

第 84 条（競業及び利益相反取引の制限） 
第 84 条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け

なければならない。 

一 理事が自己又は第三者のために社会福祉法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 

二 理事が自己又は第三者のために社会福祉法人と取引をしようとするとき。 

三 社会福祉法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において社会福祉法人と当該理事
との利益が相反する取引をしようとするとき。 

２ （略） 
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事業譲渡等の支払対価の決定プロセスの留意点 

事業譲渡等の支払対価を決定するためには、事業の適切な評価が必要となります。 

事業を評価するにあたっては、様々な視点からの調査・分析*を行います。 

 財務調査・分析 

 法務調査・分析 

 その他調査・分析（人事、IT 等） 

 

特に「財務調査・分析」は、譲受ける資産・負債の価値が適切かどうかを検証し、財務リスクを

明確にするものであり、支払対価の決定にあたって重要な意義を持ちます。 

＜主な検証ポイント＞（譲渡法人に対して調査協力を求め、情報を収集・分析します） 

 会計方針の把握、検証 

 帳簿査閲による異常な取引の内容確認 

 経営成績、財政状態、主要な経営指標の経年比較分析 

 予算・実績差異の分析 

 銀行残高証明書の入手、照合 

 固定資産の実在性確認 

 引当金の計上有無、妥当性の検討 

 損害賠償請求の有無確認 

 役員報酬、給与水準の検討 

 

また、上記に加えて、外部環境分析（市場の状況や競合する他法人の状況）を実施することで、

将来的な財務リスクを支払対価の決定に反映することも可能です。なお、調査・分析にあたっては、

弁護士や公認会計士等の専門家を活用することが有効となる場合があります。 

（*調査・分析のことをデューデリジェンスと呼ぶことがあります） 

支払対価の検討は、社会福祉法人の公的財産が毀損することのないよう、慎重に行う必要があり

ます。こうした過程は、所轄庁等から説明を求められた場合には説明責任がありますので、よく整

理しておくとよいでしょう。 
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法人外流出の防止と支払対価の関係 

社会福祉法人において、社会福祉事業の剰余金は一定の条件のもと法人本部会計又は公益事業に

充てることができますが、法人外への対価性のない支出は認められていません。 

（「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」H16.3.22 局⾧通知 ほか） 

このような法人外への資金流出禁止の前提があるため、事業譲渡等の支払対価との関係で以下の

点について留意する必要があります。 

 

譲渡側 
自法人における譲渡事業の価値を見積り、少なくともその価値以上の受取対価
でなければ、法人外への資金流出に該当すると考えられる。 

譲受側 
自法人における譲受事業の価値を見積り、少なくともその価値以下の支払対価
でなければ、法人外への資金流出に該当すると考えられる。 

 

事業譲渡等は組織の移転であるため、当該事業の価値は、対象事業の不動産の時価と移転する他

の資産及び負債だけではなく、事業計画（将来の損益予測や修繕計画など）を加味したものと考え

られます。単に国庫補助金を返還しないための無償譲渡など、事業の価値を適切に見積らずに取引

を行うと、法人外流出の可能性があることに特に注意する必要があります。 

 

また、平成 28 年改正法では、社会福祉法人と評議員、役員等の委任規定、いわゆる善管注意義

務、義務違反の場合における法人への損害賠償責任、第三者への不法行為責任などが明確化されて

います。このため、法人評議員、理事、監事等は、社会福祉法人に財産上の損害を与えることが無

いよう職務を行う必要があります。 

 
 

社会福祉法第 38 条（社会福祉法人と評議員等との関係） 

第 38 条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 

 

民法 644 条（受任者の注意義務） 

第 644 条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 

 

 

社会福祉法第 45 条の 20（役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任） 

第 45 条の 20 理事、監事若しくは会計監査人（以下この款において「役員等」という。）又は評議員は、その
任務を怠ったときは、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 
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２ 理事が第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項の
規定に違反して同項第１号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の
損害の額と推定する。 

３ 第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項第２号又
は第３号の取引によって社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推
定する。 

一 第 45 条の 16 第４項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 84 条第１項の理事 

二 社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事 

三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事 

 

社会福祉法第 45 条の 21（役員等又は評議員の第三者に対する損害賠償責任） 
第 45 条の 21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等又

は評議員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

２ （略） 

 

社会福祉法第 130 条の 2  

第 130 条の２ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人に損害を加える目的で、そ
の任務に背く行為をし、当該社会福祉法人に財産上の損害を加えたときは、７年以下の懲役若しくは 500 万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 評議員、理事又は監事 

二 民事保全法第 56 条に規定する仮処分命令により選任された評議員、理事又は監事の職務を代行する者 

三 第 42 条第２項又は第 45 条の６第２項（第 45 条の 17 第３項において準用する場合を含む。）の規定によ
り選任された一時評議員、理事、監事又は理事⾧の職務を行うべき者 

２・３ （略） 
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国庫補助金の取り扱い 

社会福祉法人が国庫補助金を受けて取得した財産を処分する際には、厚生労働大臣等の承認が必
要となります。 

 
 

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準における財産処分の種類 
 転 用 ：補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用 

 譲 渡 ：補助対象財産の所有者の変更 

 交 換 ：補助対象財産と他人の所有財産との交換 

 貸 付 ：補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更 

 取壊し ：使用を止め、取り壊すこと 

 廃 棄 ：使用を止め、廃棄処分すること 

承認にあたっては、交付した国庫補助金に相当する額の返還（国庫納付）や、返還を求めない場

合であっても処分を制限するなどの条件を付すこととなっています。なお、国庫補助金を返還しな

いための無償譲渡は、法人外流出の可能性があることに特に注意する必要があります。 

 

社会福祉法人が受けた国庫補助金の財産処分（譲渡）の例示 

形態 有償 

無償 

の別 

補助金の取扱 再処分に 

関する条件 国庫納付の有無 財産処分納付金の額 

補助事業実施
期間が 10 年
以上経過して
いる場合 

（※１） 

無償 無 特定の事業に
活用する場合 

− 10 年間の処
分制限期間 

有 上記以外 残存年数納付額 − 

有償 有 譲渡額に総事業
費に補助金の割
合を乗じた額 

（※２） 

特定の事
業に活用
する場合 

− 

残存年数納付額 上記以外 − 

補助事業実施
期間が 10 年
未満の場合 

無償 有 残存年数納付額 − 

有償 − 

補助事業と同
一 事 業 を 10
年以上継続す
る場合 

無償 無 − 10 年間の処
分制限期間 

有償 有 譲渡額に総事業費に補助金
の割合を乗じた額（※２） 

− 

※１ 補助事業に係る社会資源が当該地域において充実していることが前提  

※２ 残存年数納付額を上限 
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利用者等への事前説明と理解の醸成 

事業譲渡等の対象となる施設の利用者については、契約主体の変更になるため、利用者や利用者

家族への説明及び個別同意を得る（再契約を行う）必要があります。 

事業譲渡等によって、利用契約の再締結の手続の有無や方法（例：高齢者施設における入所契約

及び重要事項説明書等）、サービス内容や利用料金の変更の有無等についてあらかじめ十分に説明

した上で、同意を得るようにしてください。 

 

職員への事前説明・了解 

事業譲渡等において、譲渡法人から譲受法人へ職員を転籍させる場合、事業譲渡等においては、

既存の労働条件を維持したまま移籍するのが原則となります。 

（事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針（H28 厚生労働省告示第 318 号）） 

労働条件を変更する際には、転籍対象者に転籍後の労働条件を記載した同意書を提示し、同意を

とっておく必要があります。また、退職・雇用を取り扱う場合は、譲渡会社では退職届を受領し、

譲受会社では雇用契約を締結するなどの手続きが必要になります。 

なお、労働条件が変更される場合は、就業規則と労働契約等との関係に注意し、所轄労働基準監

督署への届出と、届出をしたうえで、職員への周知を行う必要があります。なお、就業規則の労働

基準監督署への届出を行う際には、過半数労働組合がない場合、事業場ごとに過半数代表者を選出

して、就業規則に関する意見を聴取しなくてはなりません。 

 

地域住民への事前説明 

事業譲渡等によって、特に地域における福祉サービスについて変更等が生じる場合には、地域住

民や自治会への説明を行うことが望まれます。社会福祉法人の事業譲渡等の経緯及び今後の実施事

業計画に関して理解を得ておくようにしてください。 
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不適切と考えられる例 

事業譲渡等の内容は、移転する事業、社会福祉法人や地域ニーズなどによって様々なケースが想

定できます。以下は不適切と考えられる例ですが、これ以外であればすべて適切というものではあ

りません。事業譲渡等を行う場合には、当該事業に関わる利用者へのサービス提供の継続性を第一

に考え、社会福祉法人内で十分検討を行い実施することが必要です。 

 
＜例１＞ 

社会福祉法人Ａから他の法人Ｂに対し、①～③をすべて満たすような事業の譲渡しが行われ

た場合 

①社会福祉法第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関係者が、事業

を譲受けた法人Ｂの関係者であった場合 

②当該事業の譲渡し価格に関し、社会福祉法人Ａにおける評価の過程が明確でなく、適切

な価格なのか判断できない場合 

③（イ）から（ニ）のような特段の事情がない場合 

(ｲ) 社会福祉法人Ａにおいて、事業を継続しがたい特段の理由がある。 

(ﾛ) 社会福祉法人Ａにおいて、当該事業の収支が赤字で推移しており、将来も改善する見

通しがない。 

(ﾊ) 当該地域において、事業の譲渡しが可能な他の法人がない。 

(ﾆ) 当該地域において、当該事業のニーズが減少する見通しがある｡ 

 

＜例２＞ 

社会福祉法人Ｃが他の法人Ｄから、次の①、②をすべて満たすような事業の譲受けが行われ

た場合 

①社会福祉法第 27 条の特別の利益供与の禁止の対象となる社会福祉法人の関係者が、事業

を譲渡した法人Ｄの関係者であった場合 

②当該事業の譲受け価格に関し、社会福祉法人Ｃにおける評価の過程が明確でなく、適切

な価格なのか判断できない場合 
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4.2 事業譲渡等の手続きの全体像 

事業譲渡等における手続きの構成 

事業譲渡等において個別の手続きは、以下のように大きく 5 つに分類されます。 

 

I. 法人間調整（合意形成・契約） 

事業譲渡等を検討している法人間での調整業務 

1. 調査・検討の準備 

2. 事前調査 

3. 事業譲渡等の合意形成  

 

II. 法令手続き（行政等との調整） 

4. 事業に係る各種申請 

5. 定款の変更 

6. 会計・税務処理 

 

III. 資産・負債等の移管手続き 

7. 資産・負債等の移管 

 

IV. 関係者調整等（職員や利用者等との調整） 

 譲渡事業等に関係する職員との調整 

8. 人事・労務関連 

 

譲渡事業等に関係する利用者や家族への説明及び地域への説明 

9. 利用者や利用者家族、地域への説明 

 

V. 事業譲渡等の後に必要となる手続き等 

 事業譲渡等後の法人内運営に必要となる手続き事項 

10. 規程・マニュアル類、システムなどの整備 
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本マニュアルでは、それぞれに項目について、実施事項、実施内容、注意点・留意すべきポイン

ト等をまとめています。 

＜事業譲渡等における手続き事項＞ 

法人間調整 

（合意形成・契約） 

法令手続き 

（行政等との調整） 

資産・負債等の 

移管手続き 

関係者調整等 

（職員や利用者等との
調整） 

1 調査・検討の準備 

2 事前調査 

3 事業譲渡等の合
意形成 

4 事業に係る各種申請 

5 定款の変更 

6 会計・税務処理 

7 資産・負債等の移管 8 人事・労務関連 

9 利 用 者 や 利 用 者 家
族、地域への説明 

事業譲渡等の後に必要となる手続き等 

10 規程・マニュアル類、システムなどの整備 
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第 4 章 社会福祉法人における事業譲渡等の手引き 
4.3 事業譲渡等手続きの解説 

142 
 

 

 

調査・検討の準備 

実施事項 

譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか事前確認等 

社会福祉事業は所轄庁による認可が必要な事業も多くあり、また社会福祉事業を実施できる法人

格が制限されているものもあります。譲渡事業が譲受法人で継続可能かどうか、事業所管行政庁に

必ず事前確認し、必要な協議を終えておくようにしてください。 

譲渡事業が譲受法人で継続可能でない場合の事業譲渡は実施できません。 

特に、社会福祉事業は第 1 種・第 2 種社会福祉事業に区分され、このうち第 1 種社会福祉事業に

ついては、原則として行政及び社会福祉法人しか経営主体となれません。 

 

＜第 1 種社会福祉事業＞ 
・救護施設 ・更生施設 ・その他の生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の

扶助を行うことを目的とする施設 ・生計困難者に対する助葬事業 

・乳児院  ・母子生活支援施設  ・児童養護施設 ・障害児入所施設 

・児童心理治療施設 ・児童自立支援施設 

・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・軽費老人ホーム 

・障害者支援施設 ・婦人保護施設 ・授産施設 ・生活福祉資金貸付事業 

 

事業の譲渡しにおいては、利用者へのサービス提供が継続されることが何よりも重要です。この

ため、譲渡法人では相手方法人を様々な視点から調査分析（第１章社会福祉法人における合併・事

業譲渡等の検討のポイント参照）し、譲受先法人を選定することが重要です。こうした過程は、所

轄庁及び事業所管行政庁から説明を求められた場合には説明責任がありますので、よく整理してお

くとよいでしょう。 
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調査・検討の準備を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 事業譲渡方針の相互確認及び秘密保

持契約（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等を行う法人間で相互方針を確認しま

す。検討を進めるにあたり、秘密保持契約を締結

し、初期資料の共有を行います。 

(2) 事前協議の実施（譲渡側、譲受側） 事業譲渡等を行う法人間で事前協議を十分に行

い、事業譲渡等の目的や方針を確認します。 

(3) 基本合意書の締結（譲渡側、譲受側） 事前調査を円滑に行うために基本合意書を締結す

ることが望まれます。詳細な調査などが、基本合意

後に行われることが一般的です。 

(4) 委員会などの設置（譲渡側、譲受側） 事業譲渡等の実施に向けた調査や協議を進めるた

めの組織を設置し、担当者を選任します。 

実施内容 

（1） 事業譲渡方針の相互確認及び秘密保持契約（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等の目的や方針を互いの法人で齟齬がないように、事業譲渡等を行う法人間で相互方針

を確認します。検討を進めるにあたり、一般的には、秘密保持契約を締結し、初期資料の共有を行

い、事業譲渡等について検討を進めることとなります。 

 

（2） 事前協議の実施（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等の目的や経緯、事業譲渡等後の理念、譲渡譲受する事業の現状や事業譲渡等の条件、

譲渡譲受後の施設の運営方針、職員処遇のあり方など、事業譲渡等の大前提となる事項について、

事前に十分協議しておきます。 
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（3） 基本合意書の締結（譲渡側、譲受側） 

円滑に協議を進めるためには、基本合意書を締結し、譲渡法人が調査に協力できるように基本事

項の合意をしておくことが望まれます。事業についての詳細な調査・分析は、基本合意後に行われ

ることが一般的です。 

 

（4） 委員会などの設置（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等は、合併のように消滅する法人の権利義務の一切が包括的に存続法人に当然に引き継

がれるものではなく、契約に基づき、合意された範囲内で権利義務が移転します。 

このため、契約によって引き継ぐ資産や負債の内容を自由に決めることができますが、一方で、

移転する範囲を決めるため個々に交渉する煩雑さが生じます。相互の法人で検討委員会などプロジ

ェクトチーム及び担当者を選定した上で、各種調査や検討、協議を行っていくことが望まれます。 
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事前調査 

実施事項 

事前調査を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 事前調査の実施（主に譲受側） 譲受法人は譲渡事業の現状を調査し、譲受けの可否や

譲受けの条件を検討します。 
(2) 譲受け可否および譲受け条件の検

討（譲受側） 

実施内容 

（1） 事前調査の実施（主に譲受側） 

譲受法人は、事業譲渡等の可否を判断するために、譲渡事業の財務内容や運営形態などに大きな

問題がないか適切に調査を実施します。 

調査を円滑に進めるためには、譲渡法人から必要な協力を得ること、プロジェクトメンバーの要

員を十分確保すること、外部の専門家（弁護士や公認会計士等）を活用することなどがポイントと

なるでしょう。 

ケースによって相違がありますが、主な調査項目は以下のとおりです。 

 財務状況の確認 

譲受事業に関する計算書類を入手し、財務的な問題点や課題がないかを確認します。また、譲

渡対象事業の基本財産に譲渡法人における他事業の抵当権が設定されていないか、あるいは簿

外債務がないかも併せて確認する必要があります。必要に応じて外部の専門家（弁護士または

や公認会計士等）へ調査を依頼します。 

 人件費関連の確認 
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譲渡事業に関する職員を受入れる場合、事前に移籍対象者と譲受法人の職員の給与バランスや

人件費増加に対する費用対効果などを確認する必要があります。そのため、事業譲渡等の事前

調査の段階で人件費に関わるシミュレーションを実施し、問題点や課題の確認を行うことが重

要です。 

 運営形態の確認 

事業譲受後の運営について具体的な方向性や、それによって享受されるメリット・デメリット

を事前に検討しておくことが重要です。 

場合によっては運営形態の変更も含めて検討します。その際、第１種社会福祉事業については、

設置義務及び許認可権を持つ都道府県などの行政の意向や要望を充分に踏まえることが必要

となります。 

また、事業譲渡等を行う一方で事業の一部を廃止するような場合は、介護保険事業など都道府

県（市町村）事業計画に影響も生じるため、事前に関係行政機関とよく相談することが必要で

す。 

 収支シミュレーション 

事業譲渡等後の収支シミュレーションを実施し、将来的に財務面で影響を及ぼす内容について

調査を行います。特に運営形態を変更する場合や報酬の改定が予定されている場合など、事業

譲渡等の前後で収支に大きな変化がある場合は、それらの要素を織り込んだ上で収支シミュレ

ーションを行います。 

 

（2） 譲受け可否および譲受け条件の検討（譲受側） 

調査結果を踏まえ、譲受け可否の検討を行います。また、譲受ける場合は、譲渡後の事業が円滑

かつ効率的に運営するための各種要素（許認可の追加等）について整理を行います。その内容をも

とに譲渡法人に対して事業を譲受ける際の条件を提示します。 

 

注意点・留意すべきポイント 

所轄庁等への事前相談・協議 

事業譲渡等は、基本財産の処分を伴うこともあり、所轄庁の承認や国庫補助事業により取得した

財産の処分にかかる承認、さらには、独立行政法人福祉医療機構又は民間金融機関の借入債務にか

かる各種手続（抵当権の設定等）などクリアすべきものも多いと考えられます。 

このため、所轄庁等への事前の相談・協議を並行して進めていくことが重要です。 
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事業譲渡等の支払対価の決定プロセスの留意点 

譲受法人側にて、事業譲渡等の支払対価を検討するためには、事業の適切な評価が必要となりま

す。事業を評価するにあたって、様々な視点からの調査・分析※を行います。 

 財務調査・分析 

 法務調査・分析 

 その他（人事、IT 等） 

 

特に「財務調査・分析」は、譲受ける資産・負債の価値が適切かどうかを検証し、財務リスクを

明確にするものであり、支払対価の決定にあたって重要な意義を持ちます。 

＜主な検証ポイント＞ 

 会計方針の把握、検証 

 帳簿査閲による異常な取引の内容確認 

 経営成績、財政状態、主要な経営指標の経年比較分析 

 予算・実績差異の分析 

 銀行残高証明書の入手、照合 

 固定資産の実在性確認 

 引当金の計上有無、妥当性の検討 

 損害賠償請求の有無確認 

 役員報酬、給与水準の検討 

 

また、上記に加えて、外部環境分析（市場の状況や競合する他法人の状況）を実施することで、

将来的な財務リスクを支払対価の決定に反映することも可能です。おな、調査・分析にあたっては、

弁護士や公認会計士等の専門家を活用することが有効となる場合があります。 

（※調査・分析のことをデューデリジェンスと呼ぶことがあります） 

 

支払対価の検討は、社会福祉法人の公的財産が毀損することのないよう、慎重に行う必要があり

ます。こうした過程は、所轄庁等から説明を求められた場合には説明責任がありますので、よく整

理しておくとよいでしょう。 
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事例における取組み・工夫点 

 調査事例（以下、法人 A のケース。）では、譲受側の法人が事前調査を入念に行い、譲受ける

事業の運営が行政から認められたため、円滑に協議が進みました。さらに、事業の改善が見込

まれたことも譲受けを承諾するポイントとなりました。 

 

（調査事例：法人 A のケース） 

 人件費関連の確認 
両法人の給与水準に差がなく、想定以上の人件費負担は見込まれなかった 

 運営形態の確認 
譲受事業を、譲受法人の持つ既存事業と一体で運営することにより、人材不足を

解消し人員を追加することなく運営改善が可能となり、収支改善計画が立てられた 

 収支シミュレーション 
事業を改善することができたため、収支に問題がないことを確認できた 
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事業譲渡等の契約 

実施事項 
事業譲渡等の合意形成を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 事業譲渡等契約の作成・締結 

（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等の条件や内容が確定的になれば、事業譲渡
契約書を作成し、契約締結します。 

実施内容 

（1） 事業譲渡等契約の作成・締結（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等の条件や内容が確定的になり、行政との調整に目処がついた段階で、事業譲渡契約書

を作成します。事業譲渡契約書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。しか

し、事業譲渡等の重大性や、後日の紛争を防ぐために作成することが望まれます。  

事業譲渡契約は、基本財産の処分、予算外の新たな義務負担等が発生することがあるため、事業

譲渡契約を締結する際には、重要な業務執行の決定に該当する場合には理事会で、事業譲渡契約等

の承認を決議しておくことが望まれます。  
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注意点・留意すべきポイント 

理事会及び評議員会での決議 

互いの法人の理事会で重要な財産の処分・譲受けに関する決議を得るとともに、基本財産の取得

（処分）・定款変更について評議員会における決議を得なければなりません。 

なお、これらの決議は議事録として記録を残すことが必要です。 
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事業にかかる各種申請 

実施事項 

事業にかかる各種申請における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 基本財産処分の申請（譲渡側） 譲渡法人は、譲渡事業の基本財産について、財産処分の申

請を所轄庁に行います。 

(2) 補助金にかかる財産処分の申

請（譲渡側） 

譲渡事業に対して国および都道府県から補助金交付を受

けている場合、譲渡法人は財産処分の申請を行います。 

(3) 施設の廃止申請および設置の

申請（譲渡側、譲受側） 

譲渡法人は、譲渡事業について施設の廃止申請を行い、譲

受法人は、譲受けた事業について施設の設置申請を行いま

す。 

(4) 付随機能の申請（譲渡側、譲受

側） 

その他譲渡事業に付随する機能（付属診療所、付属保育園

など）について申請が必要な場合は、それらについて担当

窓口へ必要な申請を行います。 

実施内容 

（1） 基本財産処分の申請（譲渡側） 

譲渡法人が財産処分を行う際、基本財産の処分について評議員会の決議をした後に、所轄庁の承

認を得る必要があります。 

承認に必要な主な書類は以下のとおりです。 

 財産処分承認申請書 

 評議員会の議事録 
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 財産目録 

 処分物件が不動産の場合は、その価格評価書 

 対象施設の図面（面積の明記、国庫補助及びその他の別） 

 

社会福祉法人定款例第 29 条（基本財産の処分） 
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕

の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。 

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資
金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同
じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。） 

 

社会福祉法第 45 条の 36（定款変更） 

第 45 条の 36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。 

２ 定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力
を生じない。 

３・４ （略） 

 

社会福祉法施行規則第３条（定款変更認可申請手続） 

第３条 社会福祉法人は、法第 45 条の 36 第２項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款
変更の条項及び理由を記載した申請書に次ぎに掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 

一 定款に定める手続を経たことを証明する書類 

二 変更後の定款 

２ （略） 

３ 第１項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるときは、
同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請しな
ければならない。 

４ 第２条第３項及び第５項の規定は、第１項の場合に準用する。 

 

社会福祉法施行規則第３条第４項によって準用される第２条第３項（定款変更認可申請手続） 
第２条 

３ 所轄庁は、第３条第１項から第３項に規定するもののほか、不動産の価格評価表その他必要な書類の提出を
求めることができる。 

 

（2） 補助金にかかる財産処分の申請（譲渡側） 

財産処分の承認申請 

国庫補助により取得した財産を処分する場合は、財産処分の簡素化措置が認められるものを除き、

定款に定められた所定の手続きを経て、当該処分についての承認申請を作成し、補助金申請の行政

窓口へ提出しなければなりません。 

添付書類の様式を所轄庁で用意している場合がありますので、担当窓口へ照会しつつ書類作成を

進めてください。また、事業譲渡の趣旨、目的、背景など所轄庁の窓口に説明し、適宜相談し、円
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滑な申請が行えるようにすることが必要です。 

承認に必要な主な書類は以下のとおりです。 

 財産処分承認申請書 

 財産処分の概要 

 既存施設の図面（国庫負担（補助）対象部分、面積を明記したもの）    

 既存施設の写真 

 老朽度調書又は現存率評価調書 

 評価調書（いわゆる定率法又は定額法により算定された調書） 

 国庫負担（補助）金交付決定通知書及び確定通知書の写し（ない場合は交付額を確認で
きる都道府県、市町村等の決算書でも可） 

 総事業費を確認できる決算書等 

 その他参考となる資料 

 

国庫補助事業により取得した財産処分報告書の提出 

社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費の交付を受けて整備された社会福祉施設等を無償によ

り他の社会福祉法人に譲渡し、引き続き同一事業を継続して実施しようとする場合、譲渡しようと

する法人は補助金申請の窓口となる都道府県に対し、財産処分報告書を作成し提出する必要があり

ます。 

この報告は財産処分の前に行う必要があり、報告事項の記載不備など必要な要件が具備されてい

ない場合認められないこともあるので、補助金申請の窓口となる都道府県へ相談の上、手続きを行

う必要があります。 

報告に必要な主な書類は、以下のとおりです。 

 財産処分報告書（処分内容、経過及び処分内容等を記載） 

 対象施設の図面（国庫対象部分、面積を明記） 

 対象施設の写真 

 国庫負担（補助）金交付決定通知書及び確定通知書の写し（交付額を確認できる都道府
県、市町村等の決算書でも可） 

 その他参考資料 

 

なお、間接補助事業については、都道府県が当面の国庫補助事業完了時から起算して厚生労働省

が別に定める期間を経過するまで、財産処分の制限の条件が付されることがあることに注意が必要

です。 

財産処分報告書により報告があったものについては、厚生労働大臣の承認があったものとして取

扱い、財産処分報告書は、当該都道府県の区域を所管する地方厚生局に提出します。 

報告を行った場合には、当該財産処分に係る補助金相当額の国庫納付は不要です。 
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社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備負担（補助）金に係る財産処分承認手続の簡素化につい
て（平成 12 年 3 月 13 日社援第 530 号３局 1 部局⾧通知） 

（3） 施設の廃止申請および設置の申請 

譲渡事業を途切れさせずに継続して運営するためには、廃止の認可等と設置の認可等に間をおか

ないよう、申請先と前広に相談しつつ、スケジュールの調整を図ることが必要です。 

申請に必要な事項や申請先は種別や業務内容によって相違がありますので、所轄庁および事業所

管行政庁の担当窓口に相談するようにして下さい。 

譲渡法人の場合 

事業譲渡等により運営法人が変更となるため、譲渡法人において施設の廃止申請を行います。 

譲受法人の場合 

上記と同時期に、譲受法人では施設の設置申請を行います。 

 

社会福祉法第 64 条（廃止） 

第 64 条 第 62 条第１項の規定による届出をし、又は同条第２項の規定による許可を受けて、社会福祉事業を経
営する者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止の日の１月前までに、その旨を当該都道府県知事に届
け出なければならない。 

 

社会福祉法第 62 条（施設の設置） 

第 62 条 市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事
業の開始前に、その施設（以下「社会福祉施設」という。）を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲
げる事項を届け出なければならない。 

一 施設の名称及び種類 

二 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況 

三 条例、定款その他の基本約款 

四 建物その他の設備の規模及び構造 

五 事業開始の予定年月日 

六 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴 

七 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法 

２～６ （略） 
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（4） 付随機能の申請 

その他譲渡事業に付随する機能について申請が必要な場合は、譲渡事業本体と同様に各種申請を

遅滞なく実施します。 

例：譲渡法人内に設置された施設内保育園の運営について、施設の譲渡とともに譲受法人で活用す

る場合の保育所の廃止および設置申請 

 

注意点・留意すべきポイント 

事業譲渡等は、基本財産の処分を伴うこともあり、所轄庁の承認や国庫補助事業により取得した

財産の処分にかかる承認、さらには、独立行政法人福祉医療機構又は民間金融機関の借入債務にか

かる各種手続（抵当権の設定等）などクリアすべきものも多いと考えられます。このため、所轄庁

等への事前の相談・協議を並行して進めていくことが重要です。 

また、事業譲渡等は、譲渡元である法人における終了手続きと、譲渡先における開始手続きをス

ムーズに実施することが求められます。所轄庁には、法人担当となる窓口と、施設認可等にかかる

窓口があるため、同時に相談を進めていくことが必要となります。 

国庫補助金の取り扱い 

社会福祉法人が国庫補助金を受けて取得した財産を処分する際には、厚生労働大臣等の承認が必

要となります。 

 
 

厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準における財産処分の種類 
 転 用 ：補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用 

 譲 渡 ：補助対象財産の所有者の変更 

 交 換 ：補助対象財産と他人の所有財産との交換 

 貸 付 ：補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更 

 取壊し ：使用を止め、取り壊すこと 

 廃 棄 ：使用を止め、廃棄処分すること 

承認にあたっては、交付した国庫補助金に相当する額の返還（国庫納付）や、返還を求めない場

合であっても処分を制限するなどの条件を付すこととなっています。 
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社会福祉法人が受けた国庫補助金の財産処分（譲渡）の例示 

形態 有償 
無償 
の別 

補助金の取扱 再処分に 

関する条件 国庫納付の有無 財産処分納付金の額 

補助事業実施
期間が 10 年
以上経過して
いる場合 

（※１） 

無償 無 特定の事業に
活用する場合 

− 10 年間の処
分制限期間 

有 上記以外 残存年数納付額 − 

有償 有 譲渡額に総事業
費に補助金の割
合を乗じた額 

（※２） 

特定の事
業に活用
する場合 

− 

残存年数納付額 上記以外 − 

補助事業実施
期間が 10 年
未満の場合 

無償 有 残存年数納付額 − 

有償 − 

補助事業と同
一 事 業 を 10
年以上継続す
る場合 

無償 無 − 10 年間の処
分制限期間 

有償 有 譲渡額に総事業費に補助金
の割合を乗じた額（※２） 

− 

※１ 補助事業に係る社会資源が当該地域において充実していることが前提  
※２ 残存年数納付額を上限 

 

事例における取組み・工夫点 
 調査事例では、「児童福祉法に基づく障害児施設」を譲受け、医療施設で事業を継続すること

としました。主な申請は以下のとおりです。 

 

 譲受事業（施設）の廃止および申請 

 児童福祉施設廃止申請および設置申請 

 指定申請（障害児施設、短期入所障害福祉サービス、生活介護障害福祉サービス） 

 障害者施設等入院基本料の受理に関する届出 

 特殊疾患入院施設管理加算の受理に関する届出 

 補助金における財産処分申請 

 財産処分申請 
  



第 4 章 社会福祉法人における事業譲渡等の手引き 
4.3 事業譲渡等手続きの解説 

158 
 

 

 

定款の変更 

実施事項 

定款の変更における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 定款変更の決議 

（譲渡側、譲受側） 

譲渡法人では、譲渡事業について、「事業の廃止および基本財

産の処分」を評議員会で決議します。 

譲受法人では、譲受ける事業について、「事業および基本財産

の追加」を評議員会で決議します。 

(2) 定款変更申請 

（譲渡側、譲受側） 

所轄庁へ定款変更を申請します。 

実施内容 

（1） 定款変更の決議（譲渡側、譲受側） 

譲渡法人の場合 

事業を譲渡す法人は、譲渡事業に関して事業の廃止および基本財産の処分など定款変更に必要な

事項について評議員会で決議します。決議内容については議事録に記録を残すようにします。 

譲受法人の場合 

事業を譲受ける法人は、譲受事業に関して事業および基本財産の追加など定款変更に必要な事項

について評議員会で決議します。決議内容については議事録に記録を残すようにします。 
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なお、譲渡法人において「事業および基本財産の処分」の定款変更の決議が済んでいなければ、

譲受法人の「事業および基本財産の追加」の定款変更の申請ができません。スケジュールに留意す

る必要があります。 

（2） 定款変更申請（譲渡側、譲受側） 

譲渡法人、譲受法人ともに定款変更を所轄庁へ申請します。 

申請に必要な書類は以下のとおりですが、譲渡事業の内容や定款変更の内容によって添付する書

類に違いがありますので、事前に所轄庁へ照会・相談するようにして下さい。 

 社会福祉法人定款変更認可申請書 

 理事会議事録 

 評議員会議事録 

 現行の定款 

 変更後の定款 

 事業計画書 

 収支予算書（２か年） 

 事業譲渡契約書 

 施設⾧就任書・履歴書 

 

社会福祉法第 45 条の 36（定款の変更）  
第 45 条の 36 定款の変更は、評議員会の決議によらなければならない。 

２ 定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力
を生じない。 

３ 第 32 条の規定は、前項の認可について準用する。 

４ 社会福祉法人は、第 2 項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を所
轄庁に届け出なければならない。 

 

社会福祉法施行規則第 3 条（定款変更認可申請手続） 
第 3 条 社会福祉法人は、法第 45 条の 36 第 2 項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款

変更の条項及び理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。 

一 定款に定める手続を経たことを証明する書類 

二 変更後の定款 

２ 前項の定款の変更が、当該社会福祉法人が新たに事業を経営する場合に係るものであるときは、同項各号の
ほか、次に掲げる書類を添付して所轄庁に申請しなければならない。 

一 当該事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所属を明らかにすることがで
きる書類 

二 当該事業を行うため前号の書類に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用
の権限の所属を明らかにすることができる書類 

三 当該事業について、その開始の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う
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収支予算書 

３ 第 1 項の定款の変更が、当該社会福祉法人が従来経営していた事業を廃止する場合に係るものであるとき
は、同項各号のほか、廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類を添付して所轄庁に申請
しなければならない。 

４ 第 2 条第 3 項及び第 5 項の規定は、第 1 項の場合に準用する。 

 

注意点・留意すべきポイント 

 定款変更の認可を受けるまで一定の時間を要することがありますので、ゆとりを持ったスケジュ

ールを立てることが大切です。 
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会計・税務処理 

実施事項 
会計・税務処理における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

（1）会計処理（譲受側） 譲受資産・負債の結合時の公正な評価額に基づき、資
産・負債の受入処理を行います。支払対価が対象事業
の公正な評価額（純額）を上回る場合には、会計上の
借方差額が生じることになります。当該ケースにおい
ては、支払対価は、対象事業の不動産の時価と移転す
る他の資産及び負債をもとに事業計画（将来の損益予
測や設備投資）を加味して、合理的な価格に決定され
ている必要があります。また、逆に支払対価が対象事
業の公正な評価額（純額）を下回る場合には、会計上
の貸方差額が生じることになり損益として処理しま
す。 

（2）会計処理（譲渡側） 資産・負債の譲渡に準じた会計処理を行います。なお、
受取対価が対象事業の公正な評価額（純額）を下回る
場合には、会計上の借方差額が生じることになりま
す。その逆に受取対価が対象事業の公正な評価額（純
額）を上回る場合には、会計上の貸方差額が生じるこ
ととなり損益として処理します。 

（3）社会福祉充実計画及び社会福祉充実
残額（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等による社会福祉充実計画の変更及び事業
譲渡等後の社会福祉充実残額を確認します。 

（4）税務処理（譲受側） 事業譲渡等による税務処理が発生する場合は、税務処
理を行います。 

（5）税務処理（譲渡側） 事業譲渡等による税務処理が発生する場合は、税務処
理を行います。 

 ※公正な評価額とは、いわゆる時価のことです。  
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実施内容 

（1） 会計処理（譲受側） 

１ 資産・負債の評価 

譲受資産及び負債について、結合時の公正な評価額を付します。 

（なお、事業譲渡等は、ある法人が、他の法人を構成する事業の支配を獲得することと考えられま

す。したがって、会計上、事業譲渡等の経済的実態は原則として「取得」と解釈されます。） 

会計処理イメージ 

 
＜A 法人での事業譲受仕訳＞ 

 
※ なお、社会福祉法人間の事業譲受の場合は勘定科目体系が整合しており、従来の科目を引き継ぐことが想定

されます。一方で、社会福祉法人が他の形態の法人から、事業譲受する場合には勘定科目体系が異なるため、

事業譲受時に科目の検討を行う必要があります。 

  

A法人が支払対価300を支払い、B法人の一部事業を譲受けた場合

資産 600

（時価 700）

負債 200

（時価 200）

純資産400

（時価 500）

A法人：譲受法人 B法人：譲渡法人

資産 200

（時価 400）

負債 100

（時価 100）

Before

After

資産 700

（A法人簿価600 - 支払対価300 

+ B法人時価400）

負債 300

（A法人簿価200 + B法人時価100）

純資産 400

A法人：譲受法人

事業譲渡

300 純額 100

（時価 300）

諸資産 400 諸負債 100

預金 300

（借方） （貸方）
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２ 時価と支払対価の差額の処理 

譲受資産・負債の公正な評価額と支払対価の間に差額が生じる場合があります。（差額について

の会計処理の表示科目等の詳細については現在検討が行われています。） 

 

３ その他論点：国庫補助金等特別積立金の引継ぎ 

無償譲渡において、譲受事業に施設整備の補助金をうけた資産があり、補助金を返還せずに引き
継ぐ場合、国庫補助金等特別積立金の帳簿価額をそのまま引継ぎます。 

 
 

（2） 会計処理（譲渡側） 

会計処理イメージ 

譲渡事業の資産と負債の純額と受取対価の差額については、損益として処理します。 

 
 

＜B 法人での事業譲渡仕訳＞ 

 
※ 損益についての会計処理の表示科目等の詳細については現在検討が行われています。 

  

資産 600

（時価 700）

負債 200

（時価 200）

純資産 400

（時価 500）

A法人：譲受法人 B法人：譲渡法人

資産 200

（時価 400）

負債 100

（時価 100）

300 純額 100

（時価 300）

諸負債 100 諸資産 200

預金 300 損益 200

（借方） （貸方）
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（3） 社会福祉充実計画（譲渡側、譲受側） 

社会福祉充実計画について 

既存の社会福祉充実計画がある場合は、事業譲渡等による事業環境の変化に伴い、社会福祉充実計

画を変更する必要があるか検討します。検討の結果、社会福祉充実計画の変更が必要であると判断し

た場合は、所轄庁の承認又は届出が必要となります。 

＜所轄庁の承認または届出が必要な変更事由＞ 

 
*2017 年（平成 29 年）1 月 24 日発出通知 「社会福祉法第５５条の２の規定に基づく社会福祉

充実計画の承認等について」 

 

社会福祉法第 55 条の 3（社会福祉充実計画の変更） 
第 55 条の３ 前条第１項の承認を受けた社会福祉法人は、承認社会福祉充実計画の変更をしようとするときは、

厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、所轄庁の承認を受けなければならない。ただし、厚生労働
省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第１項の承認を受けた社会福祉法人は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、
厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。 

３ 前条第３項から第 10 項までの規定は、第１項の変更の申請について準用する。 

 

社会福祉法施行規則第 6 条の 18（承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請） 
第６条の 18 法第 55 条の３第１項に規定する承認社会福祉充実計画の変更の承認の申請は、申請書に、次の各
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号に掲げる書類を添付して所轄庁に提出することによって行うものとする。 

一 変更後の承認社会福祉充実計画を記載した書類 

二 第６条の 13 第２号から第４号までに掲げる書類 

 

（4） 税務処理（譲受側） 

事業および法人形態によって、課税範囲は異なりますので、税務署等への確認を行いながら処理
を進める必要があります。 

事業譲渡等において、一般的には譲受側では以下の課税が生じる可能性があります。 
 不動産取得税 

 登録免許税 

 法人税 

 

（5） 税務処理（譲渡側） 

事業譲渡等において、譲渡側では以下の課税が生じる可能性があります。 
 消費税 

 法人税 

 所得税 

 

＜租税特別措置法第 40 条の規定の適用＞ 

なお、事業譲渡する資産が租税特別措置法第 40 条の規定の適用を受けた寄附財産である場合、有

償又は無償に関わらず、譲渡により原則として非課税承認が取り消され、譲渡した法人において納税

が必要となりますので、譲渡法人が所轄の税務署において事前相談を行う必要があります。 

法人における事業内容等によって、課税範囲は異なりますので、税務署等への確認を行いながら処

理を進める必要があります。また、事業譲渡等により事業規模が変化することで、消費税等の課税義

務の有無に変更が生じる可能性があることにも留意が必要です。 
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租税特別措置法第 40 条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税） 
第 40 条 １～５ （略） 

６ 第１項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈（以下この条において「特定贈与等」という。）を
受けた公益法人等が、合併により当該公益法人等に係る第３項に規定する財産等を合併後存続する法人又は合
併により設立する法人（公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。）
に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署⾧を経由して国税庁⾧官に提出したとき
は、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその
移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。 

７～20 （略） 

 

租税特別措置法施行規則 第 18 条の 19 第 13 項 
１３ 法第 40 条第６項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第 40 条第６項に規定する特定贈与等（以下この条において「特定贈与等」という。）を受けた公益法人
等の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号並びに合併予定年月日 

二 当該公益法人等が法第 40 条第６項に規定する公益合併法人に移転をしようとする同項に規定する財産等
の種類、所在地及び数量 

三 当該公益合併法人の名称、主たる事務所の所在地及び法人番号（法人番号を有しない法人にあっては、名
称及び主たる事務所の所在地）並びに当該公益合併法人が当該移転を受ける資産の使用開始予定年月日（法
第 40 条第 13 項において準用する同条第五項後段に規定する政令で定める事情がある場合には、その事情の
詳細を含む。）及び使用目的 

四 第２号に規定する財産等（当該財産等が、当該公益法人等が当該特定贈与等を受けた財産以外のものであ
る場合には、当該財産）を当該公益法人等に当該特定贈与等をした者の氏名及び住所又は居所並びに当該特
定贈与等に係る贈与又は遺贈をした年月日及び承認年月日並びに当該財産の種類、所在地及び数量 

五 その他参考となるべき事項 
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資産・負債等の移管 

実施事項 

資産移管における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 基本財産の譲渡（譲渡側、

譲受側） 

事業譲渡等の対象となる財産において、基本財産の所有権移

転を目的とした契約を締結します。 

(2) その他財産の譲渡（譲渡

側、譲受側） 

事業譲渡等の対象となる財産において、基本財産以外の譲渡

について、各資産の現状および現品の有無を確認し、移転の要

否を定めた上で、契約を取り交わします。 

(3) 負債の譲渡（譲渡側、譲

受側） 

譲渡事業に負債がある場合は、債権者に対して債務引受の手

続きを行います。 

(4) 不動産の登記移転（譲受

側） 

登記変更が必要な資産については、法務局へ登記の変更手続

きを行います。 

実施内容 

（1） 基本財産の譲渡（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等は、特定の事業を継続していくため、当該事業に関する組織的な財産を他の法人に譲

渡・譲受することであり、土地、建物などの単なる物質的な財産だけでなく、事業に必要な有形的・

無形的な財産のすべてを他の法人に譲渡・譲受することであり、利用者との契約や雇用契約の承継、

債務の移転を含みます。 

このため、各社会福祉法人間の合意を確認するため、書面をもって事業譲渡等にかかる契約を行



第 4 章 社会福祉法人における事業譲渡等の手引き 
4.3 事業譲渡等手続きの解説 

169 
  

うことが一般的です。事業譲渡等の合意形成でも触れていますが、法律上必ず作成しなければなら

ないものではありませんが、後々のトラブル防止にもなるため、事業譲渡等に関する契約を締結す

ることが望まれます。 

 

（2） その他財産の譲渡（譲渡側、譲受側） 

その他財産の資産（基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産）の処分等に特別

の制限はありませんが、社会福祉事業の存続要件となるものはみだりに処分しないこととされてい

ることから、各資産の現状及び現品の有無などを確認の上、譲渡対象についても事業譲渡契約にお

いて十分に考慮することが望まれます。 

 

（3） 負債の譲渡（譲渡側、譲受側） 

債務引受とは、譲渡法人から譲受法人に債務を移転すること（免責的債務の引受*の場合）になり

ます。したがって、債権者からの承認を得る必要があります。 

例として、独立行政法人福祉医療機構からの借入金がある場合の提出資料をまとめました。ただ

し、ケースによって違いがありますので、担当窓口に照会・相談するようにして下さい。 

 債務引受申込書 

 譲渡法人における施設廃止申請書（写）及び認可証（写） 
／譲受法人における施設設置認可申請書（写）及び認可証（写） 

 債務引受申込者と現債務者との譲渡契約書（写） 

 譲渡法人及び譲受法人それぞれの定款／法人登記簿謄本／決算書（財産目録含む） 

 譲渡法人及び譲受法人それぞれの事業譲渡等を行うことを協議した理事会議事録 

 債務引受後の譲受法人の財産目録、収支予算書 

 債務引受後担保物件の登記簿謄本（写） 
 

(*)免責的債務の引受 
債務が同一性を保ちつつ新債務者（譲受法人）に移転し、元の債務者（譲渡法人）が債権債務関係から離脱する
債務引受のこと。 

（4） 不動産の登記移転（譲受側） 

土地、建物の不動産の所有者の登記名義人は、譲渡法人となっていることから、譲渡契約により

所有権が移転した段階で、法務局へ所有権の移転の登記の申請を行う必要があります。 

債務とともに不動産（抵当権が設定されている場合等）を譲受けた場合は、債務引受手続きと併
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せて当該抵当権の債務者の変更の登記の申請も必要になります。 

 

抵当権の解除 

譲渡資産の中に、譲受ける事業とは別の借入金に対する抵当権が設定されている場合があります。

その取扱いについては、相互の法人で協議することになりますが、通常は譲渡法人にて当該抵当権

を解除し、法務局へ抵当権の抹消の登記の申請を行う必要があります。 

 

事例における取組み・工夫点 

 調査事例では、事業譲渡契約の代わりに、基本財産については財産無償譲渡契約を締結し、そ

の他資産については財産無償譲渡契約に付帯する形で書面を取り交わしました。 

 流動資産については、移転の要否を明確に線引きすることが困難なものがあり、特に現預金の

移管金額については幾度も協議を重ねることになりました。移管資産の協議については、十分

な協議時間の確保が必要と考えられます。 

 流動負債は一切引き受けず、固定負債は譲渡事業における⾧期設備投資金借入金および退職給

与引当金のみ引き受けたため、債務引受手続きは独立行政法人福祉医療機構、その他金融機関

１行となり効率的に進められていました。 
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人事・労務関連 

実施事項 
人事・労務関連における実施事項は以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 職員の引継ぎ（譲渡側、譲受側） 譲受法人は転籍対象職員の雇用条件などを検討し、譲
渡法人と基本合意を行います。 

（事業譲渡等に伴う転籍においては、既存の労働条件
を維持したまま移籍するのが原則となります） (2) 雇用条件の検討（譲受側） 

(3) 職員説明会の実施（譲渡側） 法人間の基本合意を受け、転籍対象職員向けに説明会
を実施し、転籍の承諾を得るようにします。 

(4) 雇用契約の締結（譲受側） 転籍に承諾した職員と雇用契約を締結します。 

実施内容 

（1） 職員の引継ぎ（譲渡側、譲受側） 

事業譲渡等の場合、合併の場合と異なって、職員が譲受法人に当然に引き継がれるわけではあり

ません。そのため、対象事業における職員の引継ぎを行うためには、譲受法人へ転籍することを職

員から承諾を得る必要があります。事業譲渡等に伴う転籍においては、既存の労働条件を維持した

まま移籍するのが原則となります。 
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（2） 雇用条件の検討（譲受側） 

事業譲渡等においては、既存の労働条件を維持したまま移籍するのが原則となるため、労働条件

を変更する場合には、転籍承諾とは別に、労働条件変更の同意をとる必要があります。このような

場合においても、各種手当を含めた賃金等が大きく変動しないよう調整が必要になります。また、

転籍後の職位を従前の職位と比べて著しく下げたり、安易に人員を減らしたりしないよう配慮する

ことが必要です。雇用条件については譲渡法人と基本合意を行うようにします。 

 

（3） 職員説明会の実施（譲渡側） 

転籍対象職員へ転籍後の処遇について説明会を実施します。既存の労働条件を維持したまま移籍

するのが原則となります。ただし、対象職員が転籍に承諾しない場合は、当該職員を引き継ぐこと

はできません。このため不安や不満を払拭するよう意識調査を行ったり、相談会を設けたりするな

ど、細やかに対応することが望まれます。 

なお、労働組合が組織されており、労働条件が変更される場合は、労使合意の手続きが必要です。

合意書を労使間で取り交わします。 

（4） 雇用契約の締結（譲受側） 

転籍に承諾した職員と雇用契約を個別に締結します。転籍承諾書があれば、雇用契約書を別途締

結する必要はありませんが、監査等において雇用契約書が必要とされることがあるため、個別に雇

用契約書を締結しておくことが望まれます。 
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注意点・留意すべきポイント 

事業譲渡等において、譲渡法人から譲受法人へ職員を転籍させる場合、事業譲渡等においては、

既存の労働条件を維持したまま移籍するのが原則となります。 

労働条件を変更する際には、転籍対象者に転籍後の労働条件を記載した同意書を提示し、同意を

とっておく必要があります。また、退職・雇用として取り扱う場合は、譲渡会社では退職届を受領

し、譲受会社では雇用契約を締結するなどの手続きが必要になります。 

なお、労働条件が変更される場合は、就業規則と労働契約等との関係に注意し、所轄労働基準監

督署への届出と、届出をしたうえで、職員への周知を行う必要があります。なお、就業規則の労働

基準監督署への届出を行う際には、過半数労働組合がない場合、事業ごとに過半数代表者を選出し

て、就業規則に関する意見を聴取しなくてはなりません。 

 

労働基準法第 89 条（作成及び届出の義務） 
第 89 条 常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に

届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2 組以上に分けて交替に就業させる場合にお
いては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及
び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の
方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これ
に関する事項 

 

事業譲渡等指針 

事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針（平成 28 年厚生労働

省告示第 318 号）がまとめられておりますので、参照ください。 
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社会福祉施設職員等退職手当共済の手続き 

事業譲渡に伴う職員の転籍に関して、独立行政法人福祉医療機構が行っている社会福祉施設職員

等退職手当共済では、譲受法人が共済契約を機構と締結する者であるとき又は既に共済契約を締結

している者であるときは、譲渡法人との共済契約は解除となりますが、被共済職員は、共済制度上、

退職とはならず被共済職員期間の通算が認められます。共済契約の承継関係及び新規加入施設の追

加等の諸手続が必要であるため、手続き漏れにより、共済契約者及び被共済職員が不利益を被るこ

とがないよう、独立行政法人福祉医療機構によく相談してください。 

 

事例における取組み・工夫点 
調査事例では以下の取組を行い、対象職員のほぼ全員を円滑に転籍することができました。 

 職員について個別面談を丁寧に実施し、賛同を得るよう努めました。 

 半年間出向期間を設けて譲受法人の考え方や文化に馴染んでもらってから、転籍を決めてもら

うにしたため、ほとんどの職員が十分納得の上、転籍を承諾してくれました。 
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利用者や利用者家族、

地域への説明  
 

実施事項 
利用者や利用者家族、地域への説明を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとおりです。 

項目 説明 

(1) 利用者や利用者家族への事業譲渡
等の説明（主に譲渡側） 

施設の利用者や利用者家族へ事業譲渡等の説明を行
い、個別承諾を得ます。 

(2) 利用者との再契約の締結（譲受側） 各利用者と改めて契約締結手続が必要な場合には、
契約を締結します。 

(3) 地域への事業譲渡等の説明（主に
譲渡側） 

地域へ事業譲渡等の説明を行い、理解を得ます。 

実施内容 

（1） 利用者や利用者家族への事業譲渡等の説明（主に譲渡側） 

譲渡法人・譲受法人の両者は、利用者や利用者家族に動揺を与えないよう、事業譲渡等の目的や

背景、譲渡後の運営などについて、家族会などを通じて全ての利用者家族へ説明し、承諾を得るよ

うにします。説明会で出された意見などは議事録として記録を残すようにします。 

（2） 利用者との再契約の締結（譲受側） 

事業譲渡等の場合は、相互の法人間で定めた範囲の財産が個別に移転するにすぎませんので、そ

れに伴って利用者との契約が当然に引き継がれる訳ではありません。そのため、譲受ける施設の利

用者や利用者家族から承諾を得るとともに、契約締結手続が必要な場合には、改めて譲受法人と個

別に契約を締結する必要があります。 
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ちなみに、合併の場合は、消滅する法人の権利・義務の一切を存続法人が引き継ぐことになるた

め、消滅する法人の利用者との契約は、当然に存続法人に引き継がれ、存続法人はそれら利用者と

改めて契約を締結する必要はありません。 

 

（3） 地域への事業譲渡等の説明（主に譲渡側） 

事業譲渡等の際に、必ず地域へ説明しなければならないわけではありません。施設設置の経緯や

背景、地域の事情などを勘案し、必要に応じて地域の不安を解消するために、地域に対して説明会

を実施することが望まれます。 

説明会対象者は施設運営に関わる方たちや地域の代表者（地区会⾧）などが想定されますが、両

法人間で協議し、対象者を選定するようにしてください。説明会では、譲渡法人・譲受法人両者で

事業譲渡等の目的や背景、譲渡後の運営などを説明し、質疑応答を交えながら、理解を得るように

努めます。説明会で出された意見などは念のため議事録として記録を残すようにします。 

注意点・留意すべきポイント 

利用者等への事前説明と理解の醸成 

事業譲渡等の利用者については、契約主体の変更になるため、利用者や利用者家族への説明及び

個別承諾を得るとともに、契約締結手続が必要な場合には、改めて譲受法人と個別に契約を締結す

る必要があります。 

事業譲渡等によって、利用契約の再締結の手続（例：高齢者施設における入所契約及び重要事項

説明書等）、サービス内容や利用料金の変更の有無等についてあらかじめ十分に説明した上で、承

諾を得るようにしてください。 

地域住民への事前説明 

事業譲渡等によって、特に地域における福祉サービスについて変更等が生じる場合には、地域住

民や自治会への説明を行うことが望まれます。社会福祉法人の事業譲渡等及び今後の実施事業計画

に関して理解を得ておくようにしてください。 
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規程・マニュアル類、

システムなどの整備
 

実施事項 
規程・マニュアル類、システムなどの整備を行う場合に実施事項と考えられるものは以下のとお

りです。 

項目 説明 

(1) 各種規程・マニュアル類の整合性
の確保（譲受側） 

必要に応じて、各種規程・マニュアル類の整理・統合
を図ります。 

(2) 委員会などの運営検討（譲受側） 必要に応じて、委員会などの運営について検討しま
す。 

(3) 各種システムの整合性の確保（譲
受側） 

必要に応じて、情報システム、経理システムなどの各
種システムの統合を図ります。 

(4) 名義変更（譲受側） 必要に応じて、各種名義変更を行います。 

実施内容 

（1） 各種規程・マニュアル類の整合性の確保（譲受側） 

事業を譲受けた後に、業務遂行に支障が生じないよう、譲受法人の理念に基づいた運営方針およ

び規程、あるいは運営マニュアル類の整備を行います。 

これらは事業譲渡等を推進するプロジェクトチームの中に個別テーマを検討する「○○規程検討

ワーキング」などを設けて、相互の法人から実務責任者、実務担当者が参画して検討、作業を行う

とよいでしょう。 

（2） 委員会などの運営検討（譲受側） 

譲受ける施設内で「事故防止検討委員会」など、個別テーマの検討委員会を設けている場合、譲



第 4 章 社会福祉法人における事業譲渡等の手引き 
4.3 事業譲渡等手続きの解説 

179 
  

受け後の委員会運営について、譲受法人の既存委員会と整合性を図り、必要に応じて規程類を修正

します。 

 

（3） 各種システムの整合性の確保（譲受側） 

譲受ける施設で経理システムや情報システムなどＩＴを活用したシステムが導入されていれば、

譲受け後の業務運営に支障が生じないよう、譲受法人のシステムと整合性を図ります。これら作業

には一定の時間を要することが想定されますので、システム会社を活用し、前広に検討・作業に着

手することが必要です。 

ホームページなど外部への情報発信媒体を作成している場合は、それらの変更も必要です。 

（4） 名義変更（譲受側） 

名義変更が必要なものを洗い出し、事業譲渡後の法人名に変更します。 

（例） 

 保険契約 

 委託契約 

 リース契約 

 保守契約 

 など 
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