
認定ＮＰＯ法人になるのって難しそう・・・

そもそも認定ＮＰＯ法人ってなに？

そんな不安や疑問にお答えする、

カンタンわかりやすい、ＮＰO法人向け超入門編



有効期間満了後も引き続き認定ＮＰＯ
法人として活動するためには、更新の
手続きが必要です。

事業にかかる法人税が軽減されます。

一般損金算入限度額＝（資本金等の額×  0.25％  ＋所得金額×  2.5％  ）×1/4
特別損金算入限度額＝（資本金等の額×0.375％＋所得金額× 6.25％ ）×1/2

＊本ページの計算例は一例です

＊2,000円を超える部分のみ対象になります



寄付金額のうち、一定割合を
税額から直接控除する方法

所得から寄付金を控除した後
に税率を掛ける方法

00
税額控除を選択

10,000円 - 2,000円 所得税
×40％

住民税
×10％

国税

地方税

3,200円

800円
4,000円

000
00

認定・仮認定ＮＰＯ法人
一般のＮＰＯ法人 12,500円

一般損金算入限度額 一般損金算入限度額 + 特別損金算入限度額

＊仮認定ＮＰＯ法人は対象外

相続財産1億円
000

＊仮認定ＮＰＯ法人は対象外

黒字ライン 黒字ライン

適用下限額

＝ 8,000円 寄付金の額の合計額は所得金額の
40％、税額控除額は所得税額の25％
相当額が限度です｡

収益事業から得た利益を一定の範囲
で寄付金とみなして、非収益事業に使
用することができます。結果的に収益
事業にかかる法人税が軽減されます。

一般損金算入限度額＝（資本金等の額×  0.25％  ＋所得金額×  2.5％  ）×1/4
特別損金算入限度額＝（資本金等の額×0.375％＋所得金額× 6.25％ ）×1/2

＊本ページの計算例は一例です

＊2,000円を超える部分のみ対象になります



□ 特定のグループや地域にのみ便益が及ぶ活動

□ 役員総数のうち、特定の役員とその親族関係者の割合、及び特定の法人の役員や従業員等の占める割合が1/3以下です
□ 公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し保存しています
□ 支出した金銭について使途が不明なものはなく、また、帳簿に虚偽の記載はしていません

□ 宗教活動、政治活動は行っていません
□ 役員や社員、職員、寄付者等に対して特別の利益を与えていません
□ 営利企業や、政治・宗教団体、公職の候補者（公職にある者）に寄付を行っていません
□ 実績判定期間において総事業費のうち、特定非営利活動に係る事業費の占める割合が80％以上です
□ 実績判定期間において寄付金のうち、特定非営利活動に係る事業費に充てた割合が70％以上です

□ 法で義務付けられた情報公開書類について、一般の人から閲覧の請求があった場合、適切に開示しています

公の機関への許認可等の申請において、認められない理由のことをいいます。認定ＮＰＯ法人制度にも「暴力団の統治下にある」
「税の滞納処分が執行されている」等の欠格事由が定められています。

□ 経常収入金額に占める寄付金等収入金額の割合が20％以上です 相対値基準

□ 各事業年度中の寄付金の額が3,000円以上である寄付者の数が年平均100人以上います 絶対値基準

□ 都道府県・市区町村から条例で個別指定を受けています 条例個別指定

□　会員等一部の限定したメンバーのみを対象とした物品の販売やサービスの提供

□　特定の人物や著作物に関する普及啓発や広報宣伝などの活動
□　特定の者の意に反した行為を求める活動

□　事業報告書や計算書類等を毎事業年度初めの３か月以内に所轄庁に適正に提出しています

□　法令や法令に基づいてする行政庁の処分に違反するような事実はありません
□　偽りや不正の行為によって利益を得た、あるいは得ようとした事実はありません
□　その他公益に反するような事実はありません

□　申請した年度の初日において、ＮＰＯ法人設立から１年を超える期間が経過しています
□　原則として２つの事業年度を終えています

（　　　）年度

｛（　　　　）人＋（　　　　）人　｝×12

（　　　）か月＋（　　　）か月

（　　　）年度
3,000円以上の
寄付者の数

月数

認定基準を満たしているかどうかを判定するため
の期間です。認定申請する直前の事業年度から５
年になります。ただし、初めて認定を受ける場合
は、２年になります。

寄付者には、役員からの寄付は含
みません。また、生計を一にする
ものからの寄付は１人とするなど、
制限があります。

３年の有効期間内に寄付者を確保
し認定に移行できるよう、しっか
り計画を立てて臨みましょう。



0

000 00

ー）Ｂ．国・地方公共団体からの補助金等
ー）Ｃ．資産売却による臨時収入
ー）Ｄ．1,000円未満の寄付金（同一者からの合計額）

ー）Ｅ．氏名又は名称が明らかでない寄付金

（ ）円
（ ）円
（ ）円
（ ）円
（ ）円

（ ）円

ー）Ｈ．同一者からの寄付金のうち、Ｇの10％を超える額
ー）Ｉ．1,000円未満の寄付金 （同一者からの合計額）

ー）Ｊ．氏名又は名称が明らかでない寄付金

（ ）円
（ ）円
（ ）円
（ ）円

（ ）円

＊実績判定期間中

仮認定の有効期間は仮認定の日から

までに申請した場合は、設立後５年を経過した法人も対
象になります。
＊通常はNPO法人設立5年以内の法人が対象
＊仮認定の場合は、認定ＮＰＯ法人と名乗ることはできません。「仮認定ＮＰＯ法人」または単に「ＮＰＯ法人」と
名乗ることになります。

ルート１、２、３以外にも「都道府県・市区町村から条例で個別指定を受けている」法人は、ＰＳＴを満たしたとされる制度が
あります。しかし、2014年２月末現在、兵庫県内で指定された法人はありません。

□　会員等一部の限定したメンバーのみを対象とした物品の販売やサービスの提供

□　特定の人物や著作物に関する普及啓発や広報宣伝などの活動
□　特定の者の意に反した行為を求める活動

□　事業報告書や計算書類等を毎事業年度初めの３か月以内に所轄庁に適正に提出しています

□　法令や法令に基づいてする行政庁の処分に違反するような事実はありません
□　偽りや不正の行為によって利益を得た、あるいは得ようとした事実はありません
□　その他公益に反するような事実はありません

□　申請した年度の初日において、ＮＰＯ法人設立から１年を超える期間が経過しています
□　原則として２つの事業年度を終えています

（　　　）年度

｛（　　　　）人＋（　　　　）人　｝×12

（　　　）か月＋（　　　）か月

（　　　）年度
3,000円以上の
寄付者の数

月数

認定基準を満たしているかどうかを判定するため
の期間です。認定申請する直前の事業年度から５
年になります。ただし、初めて認定を受ける場合
は、２年になります。

寄付者には、役員からの寄付は含
みません。また、生計を一にする
ものからの寄付は１人とするなど、
制限があります。

３年の有効期間内に寄付者を確保
し認定に移行できるよう、しっか
り計画を立てて臨みましょう。



Q1 Q2

Q4Q3

認定を取得した団体の事業規模をみる

と、大きいところでは１億円超のところ

もありますが、小さいところでは、150万

円弱のところもあります。

また、設立後３年以内に取得している法人も複数あります。まだスタートしたばかりで事業規模が小さ

くても、あきらめるのは早い！ぜひお近くの相談窓口（裏表紙参照）にご相談ください。

＊神戸市の申請書類は神戸市のホームページからダウンロードできます



Step1

□ 私たちの団体は、今後どんな方向を目指すか

□ そのために、認定ＮＰＯ法人を目指すかどうか

□ 認定を取得するのはいつ頃がよいか

□ 認定ＮＰＯ法人を目指すためにはどんな準備が必要か、誰がどんな準備をするのか

□ 仮認定制度を活用するのかどうか

Step2

□ 会計の帳簿類・証憑類などは整っているか

□ 寄付金の領収書類、寄付者名簿等は整っているか

□ 各種規程は整備されているか

□ 人を雇用している場合、労働基準法を順守できているか

□ 変更登記等は期日を守って申請しているか

Step3

□ 実績判定期間がどの期間にあたるのかを確認

□ 実績判定期間中の各事業年度の活動計算書の数字を合算

□ パブリックサポートテストを計算

□ 寄付者名簿を作成

□ 申請書類を作成
申請書類はWEBサイト「県民ボランタリー活動の広場」からダウンロードできます

□ どのルートで申請するかを決定

検索県民ボランタリー活動の広場

WEBサイト｢県民ボランタリー活動の広場」からもダウンロードできます。

ＵＲＬ：http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/v-hyogo/

＊詳しくは4ページへ

認定を取得した団体の事業規模をみる

と、大きいところでは１億円超のところ

もありますが、小さいところでは、150万

円弱のところもあります。

また、設立後３年以内に取得している法人も複数あります。まだスタートしたばかりで事業規模が小さ

くても、あきらめるのは早い！ぜひお近くの相談窓口（裏表紙参照）にご相談ください。

＊神戸市の申請書類は神戸市のホームページからダウンロードできます



一般財団法人明石コミュニティ創造協会
NPO法人あしやＮＰＯセンター
NPO会計支援センター
NPO法人北播磨市民活動支援センター
NPO法人神戸まちづくり研究所
NPO法人こうべユースネット
NPO法人コミュニティアートセンタープラッツ
認定NPO法人コミュニティ・サポートセンター神戸
NPO法人コミュニティ事業支援ネット
認定NPO法人コムサロン21

三田市市民活動推進プラザ
NPO法人シミンズシーズ
認定NPO法人市民活動センター神戸
NPO法人しみん基金KOBE
NPO法人市民事務局かわにし
NPO法人しゃらく
NPO法人シンフォニー
NPO法人ソーシャルデザインセンター淡路
認定NPO法人宝塚ＮＰＯセンター
NPO法人にしのみやＮＰＯ協会

一般社団法人ノオト
NPO法人場とつながりの研究センター
NPO法人阪神・智頭ＮＰＯセンター
NPO法人ひと・まち・あーと
姫路市市民活動・ボランティアサポートセンター
公益財団法人ひょうごコミュニティ財団
NPO法人ひょうご・まち・くらし研究所
ひょうごボランタリープラザ
（2014年2月28日現在28団体）

〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県庁1号館3階
T E L 078-362-9102 FAX 078-366-0167

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館24階 (協働と参画のプラットフォーム)

T E L 078-322-6836 FAX 078-322-6037

尼崎市御園町5 尼崎土井ビルディング3階
TEL 06-6412-8448 FAX 06-6412-8444

宝塚市栄町2-1-1 ソリオ1-3階
TEL 0797-85-7766 FAX 0797-85-7799

三田市三田町29-14
TEL 079-553-2521 FAX 079-553-2522

西宮市高松町20-20
TEL 0798-65-2251 FAX 0798-65-2252

西宮市櫨塚町2-20西宮商工会館本館3階
TEL 0798-23-3738 FAX 0798-23-3748

神戸市東灘区住吉東町5-2-2ビュータワー住吉館104
TEL 078-841-0310 FAX 078-841-0312

神戸市中央区元町通 6-7-9 秋毎ビル3階
TEL 078-367-3336 FAX 078-367-3337

姫路市下寺町43姫路商工会議所新館4階
TEL 079-224-8803 FAX 079-224-1553

加古川市加古川町寺家町天神木97-1
東播磨生活創造センター「かこむ」内
TEL 079-422-0402 FAX 079-421-0407
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