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Q1

A

定款には、どのような内容を記載する必要がありますか
定款に記載義務のある事項は、次の 15 項目です。【法第 29 条】

①事業、②名称、③事業を行う都道府県の区域、④事務所の所在地、⑤組合員たる資格に関する規定、⑥組合員の加入及び
脱退に関する規定、⑦出資一口の金額及びその払込みの方法、⑧剰余金の処分及び損失の処理に関する規定、⑨準備金の
額及びその積立ての方法、⑩就労創出等積立金に関する規定、⑪教育繰越金に関する規定、⑫組合員の意見を反映させる
方策に関する規定、⑬役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定、⑭事業年度、⑮公告方法

Q2

A

剰余金の配当方法に決まりはありますか。
組合は、損失を填補し、一定の準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金を控除した後でなければ剰余金の配当を
行うことができません。また、組合員への配当は、定款で定めるところにより、従事分量配当のみを可能としています。
【法第 77 条第 1 項及び第 2 項】

Q4

A

組合設立後に必要な手続きはありますか。

毎年度行う手続き

①決算関係書類等の提出
（対象組合：全ての労働者協同組合）

②組織変更時財産額に係る使用状況の報告
（対象組合：特定非営利活動に係る事業の確認を受けた
 組織変更後組合）

③報酬規程等の提出
（対象組合：特定労働者協同組合）

その他手続き
①役員の氏名又は住所に変更があった場合
②定款を変更した場合
③組合を解散した場合
④他の組合と合併した場合
⑤特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所
　を変更する場合
⑥特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名
　が変更した場合

主に次のような場合に、行政庁（東京都知事）への報告や届出が必要になります。時期や提出が必要な書類については、
専用ウェブサイトをご覧ください。

よくある質問

Q3

A

NPO法人などから組織変更する場合、注意点はありますか。
NPO 法人から労働者協同組合に組織変更した場合、剰余金のうち組織変更時財産額は原則、使用することができません。
ただし、行政庁の確認を受けた事業による損失の填補にのみ、使用できる場合があります。

POINT1
行政庁から特定非営利活
動に係る事業の確認を受け
る必要があります。

POINT2
確認後は、事業の区分経理
が必要です。

（法附則第 22 条）（法附則第 20 条第 21条）

POINT3
毎事業年度終了後、組織
変更時財産額の使用状況
を報告する必要があります。

POINT4
解散後は、特定残余財産
の帰属のための手続きが必
要です。

（法附則第23条） （法附則第24条）

Q5

A

特定労働者協同組合の税制上の措置とは、どのような内容ですか。
特定労働者協同組合等の税制は、下記一覧をご覧ください。 ※厚生労働省「労働者協同組合法に係る手引き」より引用

項 目

①根拠法

④法人税率

特定非営利活動促進法 労働者協同組合法 労働者協同組合法 中小企業等協同組合法

②法人税法上の
位置付け 公益法人等 公益法人等 普通法人 普通法人

⑤寄附金に
係る措置 あり なし なし なし

③法人税の
課税対象

法人税法上の収益事業
から生じた所得にのみ
課税

・年 800 万円以下の
  部分 15%
・年 800 万円超の
  部分 23.20%

法人税法上の収益事業
から生じた所得にのみ
課税

全ての所得に課税 全ての所得に課税

⑥法人住民税
（均等割） 最低税率 最低税率

資本等の金額や
従業者数に応じて
税額が増加。

資本等の金額や
従業者数に応じて
税額が増加。

NPO 法人 特定労働者協同組合 労働者協同組合 企業組合

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
  部分 15%
・年 800 万円超の
  部分 23.20%
○上記以外の法人　　　　
　23.20%

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
  部分 15%
・年 800 万円超の
  部分 23.20%
○上記以外の法人　　　　
　23.20%

○資本金１億円以下の法人
・年 800 万円以下の
  部分 15%
・年 800 万円超の
  部分 23.20%
○上記以外の法人
　23.20%

●お問合せ先 ( 平日 ( 祝日及び年末年始を除く)10時～17時 )

令和４年10月１日法律施行

●専用ウェブサイト

https://www.rodosya-kyodo-k.metro.tokyo.lg.jp/

 東京都 労働者協同組合のご案内

令和４年11月

法律や制度概要・届出手続きに関すること

東京都産業労働局雇用就業部調整課組合管理担当
東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第一本庁舎 21階

03-5320-6215
Rodosya-kyodo-k@section.metro.tokyo.jp

事業内容や組織運営に関すること

事業受託者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ
東京都豊島区東池袋 1-44-3　池袋 ISPタマビル

03-6626-6204
info-tokyo@roukyou.gr.jp

のご案内
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労働者協同組合とは1.

労働者協同組合とは、労働者協同組合法（令和 2 年法律第 78 号）に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見
を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合の主な特色2.

労働者派遣事業を除くあらゆる事業を行うことが可能です。介護・福祉関連（訪問介護等）、子育て関連（学童保育等）、若者・
困窮者支援（自立支援等）など地域における多様な需要に応じた事業を実施することができます。ただし、許認可等が必要な事業に
ついては別途その規制を受けます。

①地域における多様な需要に応じた事業ができる

行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定められた要件を満たした上で、登記をすれば法人格が付与されます（準則主義）。
組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。

②簡便に法人格を取得でき、契約などができる

組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による
労働者として保護されます。

③組合員は労働契約を締結する必要がある

都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます（「よくある質問」Q４参照）。
⑤都道府県知事による監督を受ける

剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
④出資配当はできない

項 目

根拠法 労働者協同組合法 中小企業等協同組合法 特定非営利活動促進法

設立方式 準則主義 認可主義 認証主義

最少人数 3人 4人 10人

出資 〇 〇 ×

事業 労働者派遣事業を除いて
制限なし 制限なし 特定非営利活動

（法に定める20 分野）

剰余金配当 できる
( 従事分量による ) 

できる
( 出資額及び従事分量による ) できない

労働者協同組合 企業組合 NPO 法人

労働者協同組合の設立手続き3.

労働者協同組合は、法務局に「設立の登記」をすることで成立します。また、設立の登記から２週間以内に、
行政庁（労働者協同組合の担当窓口）に「組合成立の届出」をすることが必要です。

定款の作成 創立総会
の開催

事務引継ぎ・
出資の払込み

設立の登記 成立の届出

1 2 3 4 5
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特定労働者協同組合の認定制度5.

○労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された
　労働者協同組合を行政庁が認定する制度です。
○認定を受けた労働者協同組合 ( 特定労働者協同組合 ) は、公示されるとともに、税制上の措置を受けることができます。税制上の措置
　については、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とされるほか、公益法人等の軽減税率及び
　寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いが適用されます（「よくある質問」Q５参照）。
○労働者協同組合が特定労働者協同組合の認定を受けるには、次の認定基準に適合する必要があります。なお、認定基準に適合して
　いても法律で定められた欠格事由に該当する場合は、認定を受けることができません。

≪認定の基準≫

（ア） その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。

（イ） その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは
　　 地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属する旨の定めがあること。

（ウ） （ア）及び（イ）の定款の定めに反する行為（（ア）、（イ）及び（エ）の基準の全てに該当していた期間において、
　　 剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを
　　 含む。）を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

（エ）各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者で
　　 ある理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、３分の１以下であること。 

労働者協同組合への組織変更手続き4.

企業組合又は NPO 法人は労働者協同組合に組織変更することができます。組織を変更するためには、まず組織変更計画を作成
します。組織変更計画で定める効力発生日に労働者協同組合となります。効力発生日から2週間以内に法務局に「組織変更の登記」
（解散登記＋設立登記）をするとともに、労働者協同組合の担当窓口へ「組合成立の届出」を行う必要があります。また、効力発生
日から遅滞なく、企業組合又は NPO 法人の担当窓口へ「組織変更の届出」を行います。
　なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。

※ NPO 法人については、NPO 法人時代から保有する財産に特別な制限があります（「よくある質問」Q３参照）。組織変更時の財
産額を確定するため、組織変更の登記から3 箇月以内に、労働者協同組合の担当窓口まで組織変更時財産額の確定関係書類の提
出が必要です。

①企業組合から労働者協同組合へ組織変更する場合

組織変更計画
の作成 総会の開催 議決の公告等 出資の割当て 組織変更の登記・

行政庁への届出

1 2 3 4 5

②NPO法人から労働者協同組合へ組織変更する場合

組織変更計画
の作成

社員総会
の開催 議決の公告等 出資の払込み 組織変更の登記・

行政庁への届出
組織変更時財産額

の確定※

1 2 3 4 5 6

提出方法・提出書類6.

○提出書類や提出方法、提出先の詳細は専用ウェブサイトに記載していますのでそちらをご覧ください。
○各手続きに必要な書類の様式も専用ウェブサイトに電子ファイルを掲載しています。
○書類の提出方法は、①電子メール、②東京共同電子申請・届出サービスの利用、③郵送、④来庁、のいずれかです。
※企業組合又は NPO法人の「組織変更の届出」については、各担当窓口へお問い合わせください。
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