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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」

はじめに

「税務調査に入られて困っているんです・・・助けてください」

「税務署から追徴税額は×××万円と言われてるんです。こんな

金額払えませんよ」

「調査官の指摘の内容にどうしても納得できないんです」

　私は税理士ですから、お客様（顧問先）から知人の経営者を

紹介されることも多いわけですが、税務調査に入られて困って

いる案件では、このような悲痛の叫びから始まることもありま

す。

　税務の知識はともかく、税務調査に対する正しい知識・見識

があれば、税務調査でここまで困ることもないでしょうし、す

でにこじれてしまっている税務調査を収束するのは本当に大変

なものです。

　本著はタイトルのとおり、中小企業の経営者の方々が【税務

調査を受ける前に読む】ことを目的としています。

　税務調査の概要はもとより、税務調査を実施する税務署の考

え方、さらには中小企業が税務調査でよく指摘され問題になる

項目まで、網羅的に執筆させていただきました。

　私は税理士として、多数の税務調査に立会いをしてきて、そ

の傾向があることはわかっていますし、日々の情報収集のなか

で、税務署の内情も把握しています。

　税務署というものは、「いきなり」「突然」やってきます。

　明日税務調査に入られても大丈夫だと言い切れる経営者の方

も少ないのが現実でしょう。

　税務調査を受けている経営者に、心理的負担が大きいのも知っ

ています。

　経営者の方々が、本著を読むことで、少しでも税務調査の金

額的・心理的負担が減るよう、祈るような気持ちで執筆しました。

　

本著が１人でも多くの経営者の皆さんにお役立ていただければ、

これ以上の喜びはありません。

２０１９年７月吉日
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」

第１章
税務調査の全体像と税務署の考え

　まず、税務調査の流れと、一般的なスケジュールについて解

説しておきましょう。

①税務署からの事前連絡

　税務調査は通常、税務署から事前に電話連絡があり、日程調

整することになります。

　顧問税理士がいない場合は、税務署から会社に連絡があり、

顧問税理士がいる場合、税理士に対して連絡が入ることになり

ます。

②日程調整

　税務署から税務調査の事前連絡があってから、具体的な日程

調整を行うことになるわけですが、通常は 2週間程度先の日程

を調査官から提示されることが多いでしょう。

　ただし、これもあくまでも調査官からの希望提示であって、

多忙な日程・時期などを調整し、さらに先日付で税務調査の日

程を調整することも可能です。

　税務調査に要する日数は、会社の規模によって相違しますが、

通常は連続した 2日間を指定されることが多いです。

税務調査の大きな流れ
～本書をお読みいただく前に～

　本書では解説をわかりやすく、かつ正確性を期すため、国税

庁のホームページを引用している箇所がありますが、本文中に

おいては読みやすさに配慮し、引用元のＵＲＬのみを明示して

いる場合があります。

　この場合について、ホームページを見る手間を省くため、本

書の巻末に引用元の全文を転載しておりますので、併せて参考

にしてください。

　なお、引用元の一部のみを参照している場合は、本文中の引

用で完結しておりますので、巻末には転載しておりません。引

用元の全文をお読みになりたい方は、ＵＲＬから、もしくはタ

イトルを検索していただき、引用元をご覧いただければ幸いで

す。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査の大きな流れ

③税務調査の開始

　上記のとおり、あらかじめ調整・決定した税務調査の日程・

時間で、会社に調査官が来ることになります。

　午前１０時から開始されることが多く、ランチタイムは休憩、

その日の終わりは夕方になります。

④追加・最終調整

　税務調査が予定していた日程で終わらないことも多く、調査

官から追加資料の提示や説明を求められる場合もあります。

　また、調査官からの指摘に対して主張・反論しなければなら

ないケースでは、税務調査の追加日程を求められることもあり

ます。

⑤税務調査の終了

　税務調査の結果として、誤り・問題等が何もなければそれで

終わりますが、誤り等があった場合は、修正申告を提出・納税

など、最終的な対応が必要となります。

　これが税務調査の全体的な流れとなりますが、上記はあくま

でも、税務署から事前連絡がある場合となります。

　税務調査では、事前連絡がない「無予告調査」もあり得ます

ので、その場合はその場で税務調査対応をしなければならない

ケースも実際にはあります。

　無予告調査の対応方法については、第３章で後述します。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で調査官は何を・どこを見ている？

　税務調査を何度も受けると、調査官はどのようなものを、ど

のような流れで見ていくのか、だいたいのところを把握するこ

とができるようになります。しかし実際のところ、そう何度も

税務調査を受けたことがある方は少ないでしょう。

　ここでは、税務調査において調査官が見ているものを解説し

ましょう。

　まず、税務調査の初日午前中は、「概況」のヒアリングから入

る場合が多いです。会社を設立した経緯や現在の事業内容など、

調査官はまず概略的な把握をしようとします。税務調査開始の

１～２時間は、顧問税理士ではなく、調査を受ける経営者の出

番ということです。

　調査官はこの時間帯で経営者の人柄・性格を把握しようとも

しています。税務調査は確かに、会社の数字をチェック・確認

するのですが、あくまでも「人対人」の関係性の中で行われる

ものなのです。税務調査を受ける方も調査官の人柄や性格によっ

て対応が変わるのと同じように、調査官もこちらのことをチェッ

クしているのです。

　さて次は、調査官が帳簿などのチェックを始めます。

税務調査で調査官は何を・どこを見ている？ 　調査官が持っている資料は、あくまでも会社が提出した決算

書や申告書。どのような計算過程でその申告書ができたのかは

わかっていません。これを帳簿から把握しようというわけです。

　帳簿は主に「元帳（もとちょう）」と呼ばれるものをチェック

されます。

　ここで普段から準備しておくべきことが２つあります。

①帳票類の整理

　調査官は帳簿を見ながら税務調査をしているのですが、ここ

で間違いなく提示を求められるのが帳票類です。帳票類とは「原

資資料（原資）」とも呼ばれるもので、請求書や発注書、領収書

や契約書のように、売上や経費を計上するもとになった資料の

ことです。

　取引先からの請求書や発注書・見積書などはメール等の電子

データの場合も多いですが、調査官に提示を求められたらすぐ

に提示できる状況にしておく必要があります。

　間違っても「探しましたがありませんでした」では、税務調

査で不利になることにつながります。

②経理処理の流れ

　どういう流れで売上を計上しているのか、たとえば、取引先

に見積りを提示し、先方から受注した段階で請求書を発行して
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で調査官は何を・どこを見ている？

から売上計上など、経理処理の流れを明確に説明できる資料が

あればいいでしょう。

　調査官が帳簿・帳票類のチェックをしながら、同時にチェッ

クしていることがいくつかあります。

〇経営者や従業員の発言

　数字・金額をいくら眺めても、調査官もそれだけで誤りや漏

れを発見することは難しいのです。そこで、経営者や従業員に

ヒアリングしながら、端緒（誤りのきっかけ）を見つけようと

してきます。

　調査官との会話も、余計なことを言うと痛い目にあうことも

ありますので注意が必要です。

〇会社に余計なものを置かない

　調査官は会社に置いているものをチェックしています。

　具体的には、銀行からの贈答されたカレンダーがあって、そ

の銀行口座が帳簿に載っていなければ、「その銀行に隠し口座が

あるのでは？」と疑われるわけです。

　また、ゴルフバッグを社内置いている経営者の方もいますが、

調査官からすれば格好のネタです。

　「社長、ゴルフ好きなんですか？」から始まり、プライベート

のゴルフ代が経費になっていないかチェックされることになり

ます。

〇辻褄が合わないことはやらない

　法人で所有する車を、役員等がプライベートでも使用してい

ると指摘されるケースが多くあります。

　実際には仕事での利用がほとんどで、たまにプライベート使

用であれば問題ないのですが、実態が主にプライベートと認定

されると経費になりません。

　ここでいくら「ほとんど仕事で使っています！」と主張しても、

車が常に自宅の駐車場にとめられているとか、仕事で使う理由

がない、となってくると厳しい状況に陥るわけです。

　誰が考えても辻褄が合わないようなことは、税務調査で指摘

されるものと考えておいた方がいいでしょう。

〇個人と法人を明確に区分しているか

　この点は、第４章で後述しますが、接待交際費などで指摘さ

れることが多いのが、経営者個人の支出が会社の経費に入って

いないか、混在していないか。これは絶対にチェックされるポ

イントです。

　「個人で負担している（法人で経費にしていない）飲み代・ゴ

ルフ代もあって、それはこういう基準なんです」と説明できれ
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で調査官は何を・どこを見ている？

　税務調査は、一般的に「任意調査」とも呼ばれています。一方で、

同じ税務署（または国税局）が行うものに、「強制調査」という

ものも存在します。

　税務調査が「任意調査」と呼ばれていることから、税務調査

というものを勘違いしがちですし、また「強制調査」との違い

がわからなくなってしまいます。

　ここでは、任意調査とも呼ばれる税務調査と、強制調査の違

いについて解説しましょう。

　税務調査とは、会社が所得（利益）や納付すべき税額を計算し、

税務署に毎年提出する確定申告書について、その内容が合って

いるのかどうかを（国税）調査官が調査する行為を指しています。

　日本では申告納税制度を採用していますので、あくまでも納

税者本人が税金の額を計算し、確定申告したうえでその税額を

納付することになっているのですが、国税としても、自己申告

をそのまま信じるわけにもいかないことから、税務調査を実施

して、申告内容の適否について確認する、ということです。

　「税務調査が好き」「ぜひ受けたい」という人はいないと思い

ます。

ば完璧でしょう。

　そこまではできなくても、どの取引先と行ったのかくらいは

説明できるようにしておきたいものです。

税務調査って「任意」じゃないの？
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査って「任意」じゃないの？

　だからこそ、ちょっと頭をひねってみて、「税務署から連絡が

あっても、税務調査を断わればいいのでは？」と考えてしまう

のも無理はないかもしれません。

　さて、結論から書くと、税務調査は断ることができません。

残念かもしれませんがこれが事実です。断ることができるので

あれば、誰でも断っているかもしれませんが・・・

　税務調査は「任意調査」とも呼ばれていますが、断ることが

できないという観点からすると、実質的に「任意」とは言えな

いでしょう。

　さて、国税が行う強制調査と、税務調査とは何が違うのでしょ

うか？

　強制調査とは、国税査察官（通称「マルサ」）が裁判所の発行

する「強制調査許可状」を持って実施されるもので、あくまで

も脱税検挙・摘発のために実施されるものになります。

　裁判所の令状を持っているくらいですから、強制調査に入ら

れる方は、脱税をしている可能性が高く、その証拠もほぼ揃っ

ている状況だと考えられます。

　税務調査は一般的に、事前に連絡があり日程調整のうえ実施

されることが多いのですが、強制調査は令状を持った国税査察

官が複数人で突然、自宅や会社に来ることになります。

　また、税務調査では、あくまでも自身で確定申告した内容を

国税が精査するものですから、関連する帳簿資料等を提示すれ

ばいいのですが、強制調査では令状がありますから、帳簿資料

のみならず、私物であっても検査の対象となり得ます。

　さらに、税務調査では顧問税理士などが一緒に立会うことに

なりますが、強制調査の場合、顧問税理士がいたとしても立会

うことは許されていません。

　「国税」という言葉を使うと、「マルサですか？」と言われる

ことも多いのですが、国税内には明確な区分があり、�

国税調査官：税務調査（任意調査）を行う担当

国税査察官（マルサ）：強制調査を行う担当

となっており、国税調査官が強制調査を行うことはありません

（そのような権限はありません）。

　ここまでで、税務調査（任意調査）と強制調査の違いをご理

解いただけたかと思います。では、断ることもできない税務調

査が、なぜ任意調査と呼ばれるのでしょうか？

　任意調査という言葉は、あくまでも強制調査との比較におい

て呼ばれている一般名称です。強制調査とは裁判所の令状があっ
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査って「任意」じゃないの？

て強制力がある、という意味合いです。

　一方で、税務調査はあくまでも、令状がないという意味合い

においては強制力はありません（納税者の理解と協力が必要で

す）から、任意調査ということなのです。

　税務調査が任意調査と呼ばれていることから、税務調査を拒

否できると思っている方が多いのですが、それは違うというこ

とです。この点は、ぜひ注意してください。

　税務調査を受けていると、調査官が「敵」のように思えてきて、

質問されたことに対して本当のことを言えず、ウソをついてし

まう方もいるようです。

　さて、税務調査でウソなどつかない方がいいわけですが、ウ

ソをついてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。考

えられるのは、３つのケースです。

①罰則規定がある

　税務調査を受けた方がウソをついた場合などは、下記のよう

に法律で「罰則」の規定が定められています。

国税通則法第１２８条

次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処する。

一　（省略）

二　第７４条の２、第７４条の３（第２項を除く。）、第７４条

の３（第３項を除く。）、第７４条の５（第一号ニ、第二号ニ、

第三号ニ及び第四号ニを除く。）若しくは第７４条の６（当該職

員の質問検査権）の規定による当該職員の質問に対して答弁せ

税務調査でウソをついたらどうなるのか？
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査でウソをついたらどうなるのか？

ず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、

採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しく

は忌避した者

三　第７４条の２から第７４条の６までの規定による物件の提

示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又

は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件（その

写しを含む。）を提示し、若しくは提出した者

�

　実際に「１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金」刑が科さ

れるかどうかは別にしても、この罰則規定では、「ウソをつく（偽

りの答弁）」ことのみならず、「調査官の質問に答えない（職員

の質問に対して答弁せず）」ことも、禁止されていることがわか

ります。税務調査では黙秘権もありません。

②反面調査

�

　質問に対してウソをつき、それを調査官が疑った場合、税務

署は「反面調査」を行うこともあります。

　反面調査とは、取引先や口座がある銀行に対して行われる「裏

取り」「証拠集め」の調査で、これによってウソがバレる可能性

もあります。

③重加算税

　税務調査でウソをついて、金銭的に損をするのは重加算税を

課されるケースでしょう。

　重加算税が課されると追徴税額が３５％増しになるのですが、

税務調査において嘘をつくという行為は、重加算税の要件であ

る「仮装」行為に該当すると認定されることもあります。

　税務調査でウソをついたがために、悪い結果を招くケースが

圧倒的に多いのです。この点はぜひ注意してください。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査における「ペナルティ」

　税務調査において漏れや誤りが発覚し、不足分の税金を納め

なければならないケースがあります。

　例えば、確定申告において１００万円の税金であると申

告・納税していた場合で、税務調査に入られた結果、正しくは

３００万円の税金とされた場合、不足額は２００万円となりま

す。この２００万円は「本税」と呼ばれています。

　一方で、税務調査においてこの本税だけ支払えばいいのかと

いうと、そういうわけにはいきません。

　なぜなら、税務調査で発覚した以上は、ペナルティとなるプ

ラスの追徴税額があるからです。これは全般的に「附帯税」と

呼ばれています。さて、このペナルティとなる附帯税がいくら

になるのか、解説しましょう。

　税務調査が入って誤りがあった場合、基本的には１０％のペ

ナルティとなる過少申告加算税が課されることになります。

　ただし、過小申告加算税は本税が「５０万円以下の場合

１０％」が課税され、「５０万円超から１５％」が課税となりま

すので、本税の額が多額になると、１０％を超えた過少申告加

算税が課されることになります。

税務調査における「ペナルティ」 　上記のように、２００万円の本税となった場合、少なくとも

２００万円×１０％＝２０万円のペナルティが課されるという

ことです。

　なお、これは税務調査によって誤り等が発覚した場合で、自

分で誤りに気付き、自主的に修正申告を提出した場合、過少申

告加算税は課されません。

　上記１０％の過少申告加算税は、あくまでも当初の確定申告

を期限内（法人は決算日から２ヵ月以内）にした場合の規定です。

期限に遅れて確定申告していた場合で、税務調査に入られ誤り

があった場合、１５％の無申告加算税が課されることになりま

す。

　ただし、過少申告加算税と同じように、無申告加算税は本

税が「５０万円以下は１５％」が課税され、「５０万円超は

２０％」が課税されることになっています。

　なお、無申告加算税の場合は免除要件もあります。それは「確

定申告期限から 1月以内に申告する」「期限後申告に関する所得

税を納税している」「過去５年間に無申告加算税・重加算税を受

けていない」の３つを同時に満たしている場合です。

　こうした申告の意思があった納税者に対しては、無申告加算

税が追加されないこともあります。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査における「ペナルティ」

　�

　さて、税務調査でもっとも怖いペナルティは重加算税の

３５％です。

　単純な誤りや漏れであった場合、上記のとおり１０％もしく

は１５％の加算税で済むわけですが、重加算税となった場合は、

本税に対して３５％ものペナルティが課されることになります。

　上記の例でいうと、本税が２００万円ですから、重加算税が

課された場合は、７０万円ものペナルティが上乗せになるとい

うことです。

　さて、ここまで加算税全般について解説してきましたが、こ

れ以外にも賦課されるペナルティは「延滞税」です。延滞税は

いわば、税金を遅れて支払うことになる利子・利息部分といえ

るでしょう。

　上記の本税２００万円は、本来は確定申告の期限内に納めな

ければならなかった税金ですが、税務調査になってから遅れて

支払ったわけですから、納付の期限から実際に納付した日まで

の利息分に相当するのが延滞税です。

　延滞税の税率は年によって変動し、かつ計算式も複雑ですか

ら、詳細を知りたい方は、下記国税庁のホームページを参考に

してください。

「No.9205　延滞税について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

osirase/9205.htm

　税務調査において誤りなどがあった場合、その納める税額を

一般的に「追徴税額」と呼んでいますが、大きくは「本税」と、

ペナルティ部分となる「附帯税」に分けて考えることができます。

あくまでも附帯税は本税の金額に、率を掛けた金額で算出され

るものです。

　そしてさらに分解すると、ペナルティとなる附帯税は、「加算

税（種類と金額によって異なる）」と「延滞税」の２種類という

ことです。

　ですから、全部をまとめると、追徴税額というのは「本税＋

加算税＋延滞税」の合計額になるということです。

　税務調査となると、本税の金額ばかりに注目しがちですが、

最終的に納めるべき追徴税額では、ペナルティとなる附帯税部

分も多額になりますので、ぜひ注意してください。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」中小企業が税務調査に入られる確率は？

　税務調査に関するデータ資料は、毎年年末あたりに国税庁か

ら公表されています。

　本著執筆（令和元年７月）時点における最新の公表資料から、

法人に対する税務調査の実態について解説してみましょう。参

考にするのは、下記のデータです。

「平成２９事務年度法人税等の調査事績の概要」（平成３０年

１２月　国税庁）

ht tp s : / /www.n t a . go . j p / i n f o rma t i on / r e l ea se /

kokuzeicho/2018/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

の 7ページです。次ページではその抜粋を載せておきます。

中小企業が税務調査に入られる確率は？ 別表1：法人税の実地調査の状況
� 事務年度等
項�目

28 29
件 数 等 前年対比 件 数 等 前年対比

実 地 調 査 件 数 1
千件 % 千件 %
97 103.5 98 100.8

非 違 が あ っ た 件 数 2
千件 % 千件 %
72 103.7 73 101.3

うち不正計算があった件数 3
千件 % 千件 %
20 107.0 21 104.0

申 告 漏 れ 所 得 金 額 4
億円 % 億円 %
8,267 99.5 9,996 120.9

う ち 不 正 所 得 金 額 5
億円 % 億円 %
2,543 107.2 2,891 113.7

調 査 に よ る 追 徴 税 額 6
億円 % 億円 %
1,732 108.8 1,948 112.4

う ち 加 算 税 額 7
億円 % 億円 %
268 108.0 301 112.1

不 正 発 見 割 合　（3/1） 8
% ポイント % ポイント

20.4 0.7 21.0 0.6

調査１件当たりの申告漏れ
所　 得　 金　 額　（4/1） 9

千円 % 千円 %
8,534 96.1 10,235 119.9

不 正 １ 件 当 た り の
不 正 所 得 金 額　（5/3） 10

千円 % 千円 %
12,864 100.2 14,066 109.3

調 査 １ 件 当 た り の
追　 徴　 税　 額　（6/1） 11

千円 % 千円 %
1,788 105.1 1,995 111.6

（注）調査による追徴税額には地方法人税が含まれています。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」中小企業が税務調査に入られる確率は？

別表2：法人消費税の実地調査の状況
� 事務年度等
項�目

28 29
件 数 等 前年対比 件 数 等 前年対比

実 地 調 査 件 数 1
千件 % 千件 %
93 103.4 94 100.9

非 違 が あ っ た 件 数 2
千件 % 千件 %
55 104.8 55 100.6

うち不正計算があった件数 3
千件 % 千件 %
15 106.5 16 103.9

調 査 に よ る 追 徴 税 額 4
億円 % 億円 %
785 139.0 748 95.3

うち不正計算に係る追徴税額 5
億円 % 億円 %
292 190.0 233 80.0

う ち 加 算 税 額 6
億円 % 億円 %
135 150.2 125 92.5

調 査 １ 件 当 た り の
追　 徴　 税　 額　（4/1） 7

千円 % 千円 %
842 134.5 795 94.4

不 正 １ 件 当 た り の
追　 徴　 税　 額　（5/3） 8

千円 % 千円 %
1,915 178.5 1,474 77.0

（注）調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)が含まれています。

　この資料から、国税は全国で 1年間に、法人に対する税務調

査を約 98,000 件行っていることがわかります。

　また、別の公表資料によると、法人税の申告数は約２９０万

件となっていることから、１年間で法人が税務調査に入られる

確率は、

98,000 件÷２９０万件＝約３．４％

であることがわかります。

　ただし、これは単年度でみた割合であり、通常税務調査は 3

期（事業年度）分遡って行われることから、これを 3 倍にして

考えると、税務調査に選ばれる確率は約１０％程度ということ

になります。

　あくまでも全国の大企業を含めた全法人を平均した場合です

が、１０年に 1回程度は 3期分の税務調査が行われていると考

えていいでしょう。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」追徴税額の平均はいくらかご存知ですか？

　全国の法人における平均とはいえ、税務調査が「１０年に 1回」

と考えると、意外に「確率は低いな」と思う経営者が多いと思

います。

　では、同じ資料から、税務調査に入られた場合の追徴税額は

いくらになっているのか、読み解いていきましょう。

　まず、１年間で税務調査に入った法人 98,000 件のうち、

73,000 件が「非違があった件数」となっていますから、何らか

の誤り・漏れ等が見つかる確率は約７４％。4 件の税務調査が

行われると、3 件は間違いが見つかっているわけですから、か

なりの高確率であることがわかります。

　また、法人税の「調査１件当たりの追徴税額」が「1,995 千円」

ですから、約２００万円です。

　法人に対する税務調査は、法人税と同時に消費税も対象とな

ることから、消費税の方も確認しておくと、消費税の「調査１

件当たりの追徴税額」は「795千円」ですから、約８０万円。

　合計すると、税務調査に入られた場合の追徴税額平均額は

２８０万円にもなっていることがわかります。

追徴税額の平均はいくらかご存知ですか？ 　税務調査に入られる確率は低いと思われるかもしれませんが、

追徴税額の大きさから税務調査に入られた場合の怖さはおわか

りいただけると思います。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査における時期と傾向

　税務調査は秋が最盛期で、年明けから個人の確定申告時期（２

月～ 3月上旬）は税務調査の件数が少なく、また春になると急

激に増えるというサイクルを毎年繰り返しています。

　では、税務調査の時期はどのようにして決まっているのでしょ

うか。

　法人に対する税務調査は、原則として、国税は下記の基準で

税務調査の時期を決めています。

秋（７～１２月）の税務調査：２～５月決算法人

春（１～６月）の税務調査：６～１月決算法人

　つまり、会社の決算月によって税務調査の時期が違うのが原

則ということです（もちろん例外はあります）。日本は３月決算

法人が圧倒的に多く、すべての法人のうち約２割が３月決算法

人となっています。また、この影響で３月前後の決算月の法人

も多いため、税務調査の最盛期は２～５月決算法人となってい

るようです。

税務調査における時期と傾向 　一方、税務調査の受けやすさという観点から考えると、春に

行われる税務調査の方が楽であることは間違いありません。

　秋の税務調査は、そもそも実施される調査件数が多く、また

調査の期間も長くなる傾向があります。

　逆に、春の税務調査は、実質的に確定申告明けの３月下旬～

４月から開始されることがほとんどなので、調査の件数も少な

く、調査の期間も短くて済む傾向があるのです。

　経営者として会社の決算月を意識することは、ほとんどない

ように思います。法人を設立した当初、設立の前月末を決算日

にしがちですが、本来決算月（日）というのは自ら選択できる

ものです。例えば、４月に法人を設立すると、ほとんどの法人

は３月決算に設定しますが、なにも３月決算である必要性はな

く、１２月決算にしても問題ないのです。

　また、一度設定した決算月は、容易に変更することが可能です。

税務調査の時期という観点から、決算月の変更を考え直してみ

てもいいでしょう。

　ただし、決算月を変更すると、変更した事業年度は短くなる

ため、決算を締める手間は増えます（変更した時の１回だけで

すが）。

　上記の税務調査の時期というのは、あくまでも原則であって、
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査における時期と傾向

例外も存在します。

　例えば、１２月決算であれば本来、春に税務調査が行われる

のですが、秋に税務調査が実施されるような場合です。

　このようなケースは、税務署の原則から外れているのですか

ら注意が必要です。というのも、税務署側としては、原則を逸

脱するのですから、何か証拠・根拠があって、税務調査の時期

をズラしているわけです。

　こういうケースでは、税務署は何か手がかりをもって、税務

調査に来ると思って間違いないでしょう。

　時期がズレている場合で、税務調査の事前連絡があった場合

は、調査の初日までにしっかり申告内容を見直した方がいいと

言えます。この点については、第2章と第3章で別途解説します。

　「うちの会社は節税はしているけど、脱税はしていないから、

税務調査は怖くない」と言う経営者に出会ったことがあります。

　税理士の目線から考えると、「それって本当に節税ですかね」

「税務調査で否認されるリスクはありますよ」と思わざるを得な

いケースもあります。

　本章の最後となりますが、「脱税」「節税」「租税回避」の違い

を解説し、税務調査で否認されるリスクがある「節税」につい

て解説しましょう。

　「脱税」という言葉を知らない人はいないでしょう。マスコミ

などを賑わす、あれです。

　「節税」という言葉も知らない人はいないはずです。

　では、「租税回避」という言葉はご存知でしょうか？

　言葉は知っているという方でも、これら「脱税」と「節税」と「租

税回避」の違いを説明できる方は、かなり少ないと思います。

これら「脱税」「節税」「租税回避」について、わかりやすく違

いを説明したいと思います。

　まず一番わかりやすい「脱税」から。

　脱税とは、違法に税金を減らす行為を指します。法律違反で

脱税と節税の違いとその間
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」脱税と節税の違いとその間

あることが明らかである、というところが脱税のポイントです。

　例えば、売上を減らして申告をして、納税金額を減らした。

これは明らかな脱税ですが、それは本来の売上を少なく申告す

ることが法律違反（違法）だからです。

　「脱税」は法律上、「偽りその他不正の行為」という言葉で規

定されており、法人税法の規定により、脱税をして刑事事件と

なった場合は、10年以下の懲役または 1,000 万円以下の罰金

に処せられることになっています。

　ただし、税務調査で脱税が発覚しても、通常は刑事事件にな

りません。なぜなら、金額が小さいため、国税が脱税として刑

事事件にする労力をかけないためです。

　一般的には、税務調査で（あまり多額ではない）脱税が発覚

した場合、「重加算税」を課されることがほとんどでしょう。

　「節税」とは、法律の許された範囲内（合法）で、納めるべき

税金を少なくしようとする行為を指しています。

　法人税では数多くの特別償却や税額控除が認められています

が、これらを選択することは節税といえるでしょう。

国税庁ホームページ「特別償却・特別税額控除」

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/houji313.htm

　さて、ここまでをイメージで表すと、脱税は「黒」で、節税は「白」

といえるでしょう。

　そうだとすると、最後に解説する「租税回避」は「グレー」

といえるでしょう。まさしく、脱税と節税の間というわけです。

　租税回避とは、税法が想定していない手法・形式で税負担を

減少させようとする行為を指しています。

　租税回避は課税要件をくぐり抜けるためだけに、通常ではあ

りえない不自然、不合理な取引形態を採用するのです。つまり、

法の抜け穴を突いて、課税を逃れようとする行為と言えるでしょ

う。

　例えば、下記のような行為は租税回避といえるでしょう。

【租税回避の例】

〇今期、大幅な利益がでる法人がある

〇利益・税金を減らすために、法人が保有する不動産を売却す

る

〇不動産の帳簿上の価格（簿価）は１億円

〇損失を計上するために、社長の親族に 6,000 万円で売却した

〇 4,000 万円の売却損が計上され、納税額は約 1,500 万円減っ

た
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」脱税と節税の違いとその間

　この例で大事なことは、この法人は何も違法行為をしていな

い、ということです。

　不動産を安く売却してしまえば売却損が計上されますし、法

人が社長の親族に不動産を売ってはならない、という法律は存

在しません。

　しかし通常は、儲かることを目的にしている会社が、不動産

の売却で一方的に損をする取引をあえてすることはないはずで

す。

　上記の例では、あくまでも法人は税金を減らすことを目的に

していて、かつ社長の親族は安く不動産を手に入れることがで

きるのですが、法人は（不当に）安く不動産を売却しています

ので、税金を考えても損をしていることは間違いありません。

　租税回避は税務調査で否認されないかというと、非常に微妙

な部分であることは間違いありません。

　あくまでも、法律的には正しいことを組み合わせて、不自然

な行為をしているわけですから、合法といえば国税も否認でき

ないのですが、否認する方法は例えば、「同族会社の行為または

計算の否認（法人税法 132条）」などがあります。

　また国税は、グレー（租税回避）の中でも、黒（脱税）に近

いものほど、躍起になって否認してきますから注意が必要です。

　節税スキームを教える税理士やコンサルタントは昔から存在

しますが、最近はインターネット上で、節税方法が出回ってい

たりします。また、経営者仲間では、「うちはこういう方法で節

税したんだよね」という情報が飛び交ったりもするのでしょう。

　「節税」という言葉を使っている限りは、本来「合法」なので

すから、税務調査で絶対に否認されないはずなのですが、実際

はそんなことはありません。

　実は「節税スキーム」といいながら、その中身は「租税回避

スキーム」だったりするわけです。前項で取り上げたものとは

別の例を挙げてみましょう。

　（中小企業である）法人は、所得（利益）が８００万円までの

部分は税率が低くなります。

　ここに着眼して、たくさんの法人を設立して利益を分散する

ことで、全体として法人税の金額を下げようするスキームが存

在します。

　法人税で具体的に計算してみましょう。法人税の税率は以下

のようになっています（資本金１億円以下の場合で、平成 31年

（2019年）3月 31日までの間に開始する事業年度）。

税務調査で否認される節税・否認されない節税
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で否認される節税・否認されない節税

年間所得８００万円以下の部分……１５％

年間所得８００万円超の部分��２３．２％

　これにより、年間８，０００万円の所得（利益）がでている法

人の、法人税はこうなります。

８００万円×１５％＋（８，０００万円－８００万円）×

２３．２％＝約１，７９０万円

　一方でこの法人を、１社あたり利益８００万円の１０個に分

割できるとすれば、

８００万円×１５％×１０社＝１，２００万円

　なんと、法人税だけで考えても、年間に約６００万円もの差

になることがわかります。実際には、法人には法人税だけでは

なく、住民税や事業税もかかってきますので、分社化するだけ

で約１，０００万円もの税金が下がるわけです。

　さて、会社を分割することは、間違いなく合法です。しかし、

税務調査で否認されないかというと、否認される可能性はある

のです。１つ１つ行為は法律に則っているにもかかわらずです。

　上記の例を見ればおわかりのとおり、いくら法律的には正し

いとしても、全体としてみれば明らかに税金の額を減らそうと

いう不自然な行為なのです。このような行為を、税務署が税務

調査において、「確かに法律に違反しているわけではありません

が、税金上は問題がありますね」と追及してくるリスクはある

わけです。

　税務調査で認められる節税と、認められない節税＝租税回避

行為の区分は、「税金を減らすことが目的」であったかどうかが

判断基準となります。

　上記の例でいえば、分社化したことが税金を減らすことが目

的ではなく、（他の）「経済合理性」があったかどうかによります。

例えば、分社化した理由が、事業ごとに会社を分けることで、

・株主が相違する（させる）ため

・銀行からの借入をしやすくするため

・各事業の採算性を明確にするため

・将来的な事業売却をしやすくするため

・社員マネジメントをやりやすくするため

など、税金とは別の合理的な理由があれば、この例は税務調査

40 41



〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で否認される節税・否認されない節税

　税務調査に入られると、「なぜうちに税務調査が入ったんだ？」

と不思議に思う方も多いことでしょう。税務署は当然のことな

がら、税務調査に入る先をランダムに選んでいるわけではあり

ません。あくまでも、「怪しい」と考えているからこそ税務調査

に入るわけです。

　税務署が税務調査先を選定するポイントは多岐にわたります

が、もっとも税務調査に入られやすいパターンは、売上が上がっ

ている・増えているのに利益が下がっている・増えていないケー

スでしょう。

　経営者であれば、売上が上がっているからといって、それに

連動して利益が増えるわけではない、と思うのでしょうが、税

務署の見方はそうではありません。「利益を圧縮するために、何

か悪いことをやっているのではないか？」そう考えるのが税務

署なのです。

　また、税務署は「所得率」（利益率）を注視しています。「所得率」

（利益率）とは、「所得（利益）÷売上」で算出される割合ですから、

売上が上がったが利益が減った場合はこの割合が急落すること

になります。ここからも、税務調査に選定されやすくなる理由

はおわかりいただけると思います。

で租税回避行為とされない可能性が高くなります。

　節税と租税回避の境目は曖昧なのですが、税務調査では否認

される節税というものが存在する、ということは肝に銘じてお

くべきでしょう。

第２章
税務調査に入られる理由って何？

税務署が税務調査先を選ぶ理由・根拠
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務署が税務調査先を選ぶ理由・根拠

　本章では、「税務調査に入られる理由」「税務署がどういう会

社を税務調査に選定するのか」について、詳しく解説していき

ましょう。

　「うちの会社は赤字だから税務調査に入られないよ」という経

営者の方がいらっしゃいますが、それは明確に間違っていて、

赤字法人であっても税務調査には入られます。これを、国税庁

が発表している資料から解き明かしてみましょう。

「平成２８事務年度法人税等の調査事績の概要」（平成２９年

１１月　国税庁）

ht tp s : / /www.n t a . go . j p / i n f o rma t i on / r e l ea se /

kokuzeicho/2017/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

の１１ページです。次ページではその抜粋を載せておきます。

「うちは赤字だから税務調査は来ない」のウソ
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」「うちは赤字だから税務調査は来ない」のウソ

(1) 無所得申告法人に対する法人税の実地調査の状況
� 事務年度等
項�目

27 28
件 数 等 前年対比 件 数 等 前年対比

実 地 調 査 件 数 1
千件 % 千件 %
33 97.1 34 101.1

非 違 が あ っ た 件 数 2
千件 % 千件 %
24 97.7 24 101.3

うち不正計算があった件数 3
千件 % 千件 %
8 96.9 8 104.7

申 告 漏 れ 所 得 金 額 4
億円 % 億円 %
3,011 97.3 2,534 84.2

う ち 不 正 所 得 金 額 5
億円 % 億円 %
1,000 81.7 1,102 110.2

調 査 に よ る 追 徴 税 額 6
億円 % 億円 %
212 66.7 222 104.7

う ち 加 算 税 額 7
億円 % 億円 %
44 62.4 48 108.2

有 所 得 転 換 件 数 8
千件 % 千件 %
4 96.9 5 101.5

不 正 発 見 割 合　（3/1） 9
% ポイント % ポイント

24.1 0.0 24.9 0.8

調査１件当たりの申告漏れ
所 得 金 額　（4/1） 10

千円 % 千円 %
9,058 100.2 7,544 83.3

不 正 １ 件 当 た り の
不 正 所 得 金 額　（5/3） 11

千円 % 千円 %
12,507 84.3 13,169 105.3

有 所 得 転 換 割 合　（8/1） 12
% ポイント % ポイント

13.3 ▲�0.1 13.4 0.1

(2) 無所得申告法人に対する法人消費税の実地調査の状況
� 事務年度等
項�目

27 28
件 数 等 前年対比 件 数 等 前年対比

実 地 調 査 件 数 1
千件 % 千件 %
32 97.5 32 101.2

非 違 が あ っ た 件 数 2
千件 % 千件 %
19 98.1 19 102.4

うち不正計算があった件数 3
千件 % 千件 %
6 97.0 6 104.6

調 査 に よ る 追 徴 税 額 4
億円 % 億円 %
153 120.0 182 118.8

うち不正計算に係る追徴税額 5
億円 % 億円 %
59 135.4 56 94.9

う ち 加 算 税 額 6
億円 % 億円 %
27 125.7 29 108.5

調 査 １ 件 当 た り の
追　 徴　 税　 額　（4/1） 7

千円 % 千円 %
484 123.2 568 117.4

不 正 １ 件 当 た り の
追　 徴　 税　 額　（5/3） 8

千円 % 千円 %
951 139.6 862 90.6

（注）調査による追徴税額には地方消費税（譲渡割額）が含まれています。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」「うちは赤字だから税務調査は来ない」のウソ

　ここにある「無所得申告法人」とは黒字ではないことを指し

ており、「赤字の法人」「利益が出ていない法人」という定義に

なります。

　この年の法人に対する税務調査件数は約 97,000 件となって

いますから、税務調査件数の中で赤字法人に対する税務調査を

実施する割合は、

34,000 件÷ 97,000 件＝約３５％

となることがわかります。法人の年間申告件数が約２９０万社、

そのうち赤字法人の割合が約６０％とされていますから、黒字

法人よりも税務調査の割合は低いものの、赤字法人にも税務調

査がきちんと行われていることがわかります。

　また、「赤字の状況で税務調査に入られても、追徴税額が発生

しないんだから心配はないよね」という方もいらっしゃいます

が、これもまた違いそうです。

　同じ公表資料には、「有所得転換割合」が載っています。これ

は、赤字で申告していた法人に対して実施した税務調査におい

て是正した結果、赤字から黒字になった法人の割合です。これ

が１３．４％になっています。

　さらに、赤字法人に対する税務調査での追徴税額は全体で、

222億円÷ 34,000 件＝約 652,000 円

の法人税が課されており、消費税の追徴税額が約 568,000 円と

なっていることから、赤字法人に対する税務調査であっても約

１２０万円もの追徴税額が課されているのです。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」赤字がなくなったら税務調査

　前項では、赤字であっても税務調査は一定割合実施されると

書きました。

　さらに、税務調査に入られるタイミングで気を付けていただ

きたいのは、赤字（繰越欠損金）がなくなり、黒字転換した時

期です。例えば、下記のようなタイミングですね。

過去からの赤字（繰越欠損金）：▲ 1,000 万円

3期前の所得（利益）：＋ 500万円（繰越欠損金：500万円）

２期前の所得（利益）：＋ 300万円（繰越欠損金：200万円）

１期前の所得（利益）：＋400万円（繰越欠損金を差し引いて＋200万円）

　ここで、３期分の税務調査で所得（利益）が増えると、追徴

税額は黒字のときと変わらずに発生することになりますし、税

務署もそれがよくわかっていることから、黒字化した直後のタ

イミングで税務調査に入ろうとします。

　事業の経営上、上記のように黒字が続き、過去の赤字まで解

消されるのは非常に喜ばしいことに違いありませんが、実際は

税務調査のタイミングでもあるということにも気を払っておく

べきでしょう。

赤字がなくなったら税務調査

　法人を設立した場合、法務局に登記することになり、その情

報は法務局から税務署に流れることになります。ですから税務

署は、法人が新設された事実や、法人が解散・清算されず現状

として残っていることは登記情報から把握していることになり

ます。

　一方で税務署も、法人が存在すること、決算書・税務申告の

内容を把握していながらも、その事業の実態をすべて正確に把

握できているわけではありません。

　そのため、設立してから一定年数を経過した法人に対しては、

「事業概況確認」として税務調査に入る動機が高まります。税務

署の意向としては、いったんは税務調査に入ることで、その法

人の

〇事業内容・実態を把握する

〇経営者の経理・会計に対する意識を把握する

ことがその目的となります。

　また、個人事業主から「法人成り」した場合は、法人成りか

ら３～５年目あたりがもっとも注意が必要な時期となります。

法人設立して一定年数経過すれば・・・
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」法人設立して一定年数経過すれば・・・

　個人事業主から法人成りするということは、法人設立直後か

ら事業規模も一定以上あるのでしょうし、また個人事業から法

人に対して事業を引継いだ際の会計処理に誤りが多いことから、

税務署は重点的に税務調査の対象としているのです。

　法人成りしたということは、個人事業主時代に購入・使用し

ていた在庫やパソコン・機械などを法人に引継ぎ、その対価が

適正に授受されることが前提となります。

　この点、個人事業から法人への移行時に、適切な会計・税務

処理をしていない・自信がない方は要注意となります。

　税務調査に入るきっかけとしてよくあるのが、顧客や取引先

などに税務調査に入ったパターンです。

　ある会社に税務調査が入ると、税務署はそこから得られた情

報をもとに、取引先が怪しくないかを確認することにつながり

ます。

○取引先の売上と、こちらの経費（仕入・外注費など）が一致

しているのか？

○お金のやり取りが一致しているのか？

○数量・単価などが一致しているのか？

　取引があるということは、「こちらとあちら」の数字が一致し

てるはずなのですが、実際のところはズレている場合もありま

す。これは、会計処理の問題である場合が多いのですが、税務

署としては不正な取引として疑ってくることも多くあります。

　また、税務署は常日頃から、脱税者（社）を捕まえるために、

あらゆる面から情報収集を行っています。例えば、税務調査を

行うと、その取引先や取引金額を情報として残しており、その

後の税務調査に生かしています。

取引先からの「芋づる」方式
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」取引先からの「芋づる」方式

　取引が大きい顧客や取引先に税務調査が入った後に、その情

報を持って税務調査に入られるケースも多いので、注意が必要

となります。 　前項のように、取引先に税務調査に入らなくても、税務署は

常日頃から情報収集をしています。

　雑誌・チラシの広告から情報収集したり、街を歩いていた際

に見かけた駐車場の台数から、駐車場の所有者が申告を適正に

しているのかまでチェックしているのです。

　このように収集した情報を、「資料せん」と呼ばれる税務署の

内部情報としてためており、この資料せんと照らし合わせて、

金額や取引内容が相違しそうな会社に税務調査に入ることにな

ります。

　税務調査に入られて、重点的にヒアリングされた・調べられ

たポイントがあるとすれば、それは調査官が資料せんを持って

いると思って間違いないでしょう。

　税務署が保有する情報や取引資料はかなり多く、大きくは下

記の分類と情報量となっています（国税庁公表の「最近 10年

間の動き (平成 11年 7月～ 21年 6月 )」などを参考）。

（１）法定資料

　税務署への提出が義務付けられている資料で、年間に約２億

枚あるといわれています。法定資料には下記のようなものがあ

税務署が持っている「情報」「取引資料」
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務署が持っている「情報」「取引資料」

ります。

・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

・不動産の使用料等の支払調書

・不動産等の譲受けの対価の支払調書

・上場証券投資信託等の償還金等の支払調書

・特定新株予約権等・特定外国新株予約権の付与に関する調書

・国外送金等調書

・国外財産調書

（２）法定外資料

　税務署への提出は義務付けられていない（任意）ものの、税

務署が独自に情報を収集しているもので、大きくは２つに分か

れます。

①お尋ね：年間約１億枚

　これについては、次項で詳しく解説しますが、税務署から会

社などに対する郵便書面がそのほとんどです。

②税務署独自の内部収集：年間約１４億枚

　これは上記のとおり、税務署が常日頃から情報収集している

ものです。数からしても、これがもっとも多い情報量となって

おり、ここから税務調査先を選定することが多いです。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務署からの郵送物（お尋ね）に回答しないとどうなるのか？したらどうなるのか？？

　税務署からの連絡は、税務調査の場合「電話」なのですが、

それ以外にも質問項目の郵便が送られてくる場合があります。

これは一般的に「お尋ね」（前項の「法定外資料」を参照）と呼

ばれるもので、質問の内容については、税務署や時期によって

異なりますので、特定のフォーマットはありません。

　さて、この「お尋ね」（質問状）に回答しないとどうなるのか、

また回答したらどうなるのかを解説しましょう。

　まず大事なことは、お尋ねというのは法的に「任意」という

ことです。つまり、お尋ねに対して、回答をするのも回答しな

いのも、あくまでも自由ということですね。お尋ねに回答・返

送しなかったからといって、罰則などは一切ありません。

　お尋ねには種類がたくさんありますが、お尋ねを郵送する税

務署・国税の意図は情報収集です。税務署は独自で情報収集を

常に行っていますし、法的にも例えば、銀行や証券会社・法務

局に至るまで、国税に資料・情報の提出が定められていますから、

それだけでも莫大な情報を保有しています。

　これらに加えて、（ある特定の条件で）対象となる納税者を抽

出して、郵便で質問を送り、それに返送してもらえれば、さら

税務署からの郵送物（お尋ね）に回答しないとど
うなるのか？  したらどうなるのか？？

に情報量が増えるということです。

　税務署は何も、特定の怪しい会社や個人を特定してから、郵

送物の発送をしているわけでもなく、単純な取引（相手や金額）

を把握しようともします。例えば、法人にお尋ねを郵送し、「売

掛金の月別明細（取引先名とその金額）」を質問します。このお

尋ねを受け取った会社からすれば、売掛金の残高を聞かれてい

るだけですから、何もやましいことがなければ、回答・返送し

ようとするでしょう。

　しかし・・・です。取引先に対して売掛金がある、ということは、

その取引先にはまったく同額の買掛金が計上されているはずで

す。自分の会社は真面目に会計・経理をしているので、売掛金

の金額は合っていると思っても、取引先が違う金額を税務署に

提出すれば、税務署からすればそれは当然「おかしい！」と思

うわけです。

　このように、税務署が保有する情報というのは、多くなれば

なるほど、自分・自社にとっては疑われる情報が増えるという

ことでもあります。ですから、お尋ねに対して回答・返送すれ

ばするほど、税務署が保有する情報が増えて、税務調査に入ら

れる確率が上がる、ということにもつながるのです。

　「真面目にやればやるほどバカをみる」ということが、本当に
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務署からの郵送物（お尋ね）に回答しないとどうなるのか？したらどうなるのか？？

起こるのがお尋ねへの回答・返送なのです。

　話をまとめると、

�

〇お尋ねを回答・返送しない　⇒　何も不利益はない

〇お尋ねを回答・返送する　⇒　税務調査に入られる可能性が

上がる

となります。�

　一方で、税務署からの郵送物はお尋ねだけではありません。

例えば、「税務署への呼び出し」などもあります。このように税

務署への連絡や来署依頼が郵便であった場合は、きちんと連絡

しないと税務調査に入られる可能性が上がることになります。

なぜなら、連絡依頼・呼び出しを郵便でするくらいですから、

提出した申告書等に誤りがある可能性が高いためです。

　税務署からの郵便が届き、対応の判断に迷った場合は、専門

家である税理士に相談されることをお勧めします。

　税務署が目をつけやすいポイントの１つに、親子会社間で取

引がある場合、また同じ株主がいる兄弟会社で取引がある場合

が挙げられます。

　通常、顧客・取引先が第三者（親族等の会社ではない）であ

る場合、当然ながら仕事上の取引をして損をだしたくない・利

益を最大化するように取引する、という考え方になります。

　一方で、関連会社間で取引がある場合、片方が得をして、も

う片方が損をする取引をあえてすることで、利益調整すること

ができるため、税務署は税務調査で利益調整していないかを確

認するケースが多いのです。

　税務調査で利益調整として着目されるポイントは、大きく２

つあります。

（１）関連会社に外注費を支払っている場合

①そもそも外注費を支払う・支払っただけの役務提供・作業を

しているのか

②役務提供・作業をしていたとして、外注費の額は一般相場並

みなのか・第三者の会社などに外注した場合と同じ程度の金額

設定か

関連会社がある場合の税務調査
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」関連会社がある場合の税務調査

（２）関連会社間で商品の売買をしている場合

①商品の取引単価は他社と同じ程度か

②時期によって取引単価や売買金額を変動させていないか

　これらに該当すると税務調査で指摘・否認された場合、利益

調整・利益移転とされた支出は、「寄付金」として経費（損金）

にならず、多額の追徴税額が発生するケースがあります。

　関連会社間取引は税務調査でよく狙われますので、関連会社

といえど第三者の会社と取引するのと同じ金額設定にするなど、

利益調整などはしないことが求められます。

　本書でも後述しますが、税務調査で最も気を付けなければな

らないのは、重加算税と指摘されることです。

　税務調査で重加算税を課された場合、税務署では「第３グルー

プ」として分類され、過去に不正を行った法人として、以後は

税務調査の頻度が高くなります。

　また、調査官も以前の税務調査で重加算税を課された会社だ

とわかったうえで税務調査に臨んできますから、厳しい調査に

なることが予測できます。

　過去の税務調査で重加算税を課されたことがある法人は、特

に税務調査対応には気を付けなければなりません。

　また、国税庁は毎年、不正発見割合＝税務調査で重加算税が

課される確率が高い業種を発表しています。これについては次

ページに公開情報を転載しておきますので、併せて参考にして

ください。

ht tp s : / /www.n t a . go . j p / i n f o rma t i on / r e l ea se /

kokuzeicho/2018/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf

の８ページ目「別表３」

以前の税務調査で重加算税を課されたことがある場合
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」以前の税務調査で重加算税を課されたことがある場合

別表３

(1) 不正発見割合の高い10業種(法人税)
項　目

不 正 発 見
割 合

不正 1件当たり
の不正所得金額

前
年
順
位

順
位 業 種 目

1 バ ー・ ク ラ ブ
%

66.4
千円

13,199 1

2 外 国 料 理 48.1 4,479 2

3 大 衆 酒 場、 小 料 理 41.8 5,128 3

4 そ の 他 の 飲 食 36.2 8,228 ―

5 土 木 工 事 30.0 14,006 6

6 その他の道路貨物運送 29.3 11,947 ―

7 パ チ ン コ 29.2 49,290 7

8 職 別 土 木 建 築 工 事 27.9 13,221 9

9 自 動 車 修 理 27.8 4,331 5

10 一 般 土 木 建 築 工 事 27.2 14,052 ―

(2) 不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種 (法人税)
項　目

不正 1件当たり
の不正所得金額

不 正 発 見
割 合

前
年
順
位

順
位 業 種 目

1 その他の飲食料品小売
千円

55,618
%

24.5 ―

2 パ チ ン コ 49,290 29.2 4

3 水 運 38,056 14.9 1

4 建 売、 土 地 売 買 34,863 23.0 ―

5 その他の繊維製品製造 30,423 18.9 ―

6 自動車・同付属品製造 28,731 12.4 10

7 電 子 機 器 製 造 27,592 14.1 ―

8 医 薬 品 27,207 15.1 ―

9 その他の飲食料品卸売 25,566 16.3 8

10 野 菜・ 果 物 卸 売 23,951 14.7 ―
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」「無予告調査」の正しい対応方法

　本章では、経営者として税務調査に臨む場合の心構えと、税

務調査に入られることになった場合の事前対策を解説しますが、

その前に非常に重要なことを知っていただきます。税務署（調

査官）が事前連絡もなく、突然会社に来た場合の対応方法です。

　税務調査は通常、１～２週間前に連絡があり、「〇〇日に税務

調査に行きたいのですが、ご都合はどうですか？」と事前に調

整があることは、すでに触れました。

　しかし、事前に連絡がある税務調査ばかりではありません。

何の連絡もなく、いきなり調査官がやってくることもあるので

す。これは「無予告調査」と呼ばれています。

　事前の連絡がない税務調査がなぜ行われるのか、と考えてみ

ると、飲食店などの現金商売のように、事前に税務調査の連絡

をしてしまうと、売上金額が正しく申告されているかどうか、

税務署が把握しにくいと考えているからです。

　しかし一方で、現金を取り扱っていない会社にも、無予告調

査が行われているのが実態です。税務署が持っている情報から、

「何かあやしい」「事前の連絡をすると税務調査がうまくいかな

い可能性が高い」と判断されると、無予告調査になるわけです。

　無予告調査は法律的にも認められているのですから、「税務署

第３章
税務調査での心構えと事前に確認すべき事項

「無予告調査」の正しい対応方法 （調査官）が突然会社に来た＝その場で税務調査を受けなければ

ならない」と考えがちなのですが、実はそうではありません。

　「税務調査は断ることができません」、これはすでに解説した

とおりです。税務署から事前に連絡があろうとなかろうと、こ

れは同じです。

　しかし、税務署（調査官）が提示してきた日時に、絶対に税

務調査を受けなければならないかというと、これは違います。

　他に予定があるなど、税務調査を受けることができない場合

は、他の日時にしてもらうことは単なる調整であって、許され

るのです。

　話が少しまわりくどくなりましたが、「税務調査をします」と

突然調査官が来ても、「他の日時にしてください」というのは「拒

否」ではないため可能なのです。

　ここで事前の連絡がなく、いきなり調査官が来た場合の正し

い対応方法を書いておきます。

①会社の中・オフィス内に入れない

「税理士に連絡しますのでそのままで少々お待ち下さい」

⇒

常識ある方なら、来客があれば社内に通すと思います。来客が
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」「無予告調査」の正しい対応方法

税務署の人間ということであればなおさらでしょう。しかし、

あえて会社内に入れない方が、事前にトラブルを防ぐことがで

きます。会社の中に入れてしまうと、そのままなし崩し的に税

務調査が始まってしまう可能性があります。

②今日は予定がある旨を伝える

「今日は今から別の予定が入って無理なのです」

⇒

社長としても今日１日何も予定がない、ということは少ないで

しょうし、顧問税理士としてもすぐに対応できるとは限りませ

ん。今すぐ、その場で税務調査を受ける必要はないのですから、

予定がある旨を伝えることが得策です。

③次の税務調査の日程を決める

「来週であれば○〇日が大丈夫なのですが」

⇒

繰り返しになりますが、あくまでも税務調査は拒否することは

できません。しかし、その場で受けなければならない、という

わけでもありません。税務調査を嫌がっているのではなく、「た

だ日程を変えて欲しい」という主旨を強調しましょう。

　無予告調査をそのまま受けてしまうことで、トラブルになる

ケースが多くあります。トラブルにならないよう、無予告調査

をその場で受けてしまわないよう、この３つの対応方法を徹底

していただきたいものです。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で税理士がいないリスク

「税理士に確定申告をお願いしている場合と、自分で確定申告を

して税理士を付けていない場合、どちらの方が税務調査に入ら

れる確率が高いのでしょうか？」

　この質問に確実に回答できるだけの資料は何も公開されてい

ませんので、断定的な答えはできませんが・・・おそらく、「ど

ちらでも税務調査に入られる確率は同じ」でしょう。

　税務署の調査官の立場になって考えれば、

○税理士がついていない・・・自分で確定申告をやっていて誤

りが多いはずだから追徴税額を見込める

○税理士がついている・・・大きなミスはないだろうが、事業

規模も大きいから税理士をつけているのだろうし、税理士がい

た方が税務調査で話が通じやすい

という、わりと単純な心理的比較になるものと考えます。

　さて、税理士をつけずに自身の確定申告や、法人の申告をす

ること自体は何ら問題ないわけですが、では、税務調査に入ら

れることになった場合、税理士がいないことで、どうなるので

税務調査で税理士がいないリスク しょうか。

　税務調査には法的な「手続き」（無予告調査や反面調査など）

が定められていますが、法律に反する税務調査をされても、知

識がなければ適正な対応ができないことになります。実際に、

不当な税務調査が行われても、そのこと自体に気付かないわけ

ですから、何も反論のしようがありません。

　また、税理士がいなければ、調査官が言っていること・否認

指摘してきたことが、本当に正しいことなのか、判断すること

もできません。もちろん、税理士と同レベルの会計・税務知識

を持ち合わせていれば問題ないのですが・・・

　ですから、税務調査を受けるという観点から考えると、税理

士に立会いを求めた方が、結果として税務調査がトラブルなく

終わる確率が高いはずです。

　一方で、顧問税理士がいる・付いている場合ですが、税務調

査が開始されると、通常は税務署との連絡は顧問税理士が行う

ものです。しかし、調査官の中にはあえて税理士に連絡せず、

会社に直接連絡したり、また突然会社に訪問したりするケース

もあります。

　税務調査の途中で、調査官が直接会社に連絡したり、突然訪

問したりする理由のほとんどは、顧問税理士がいないところで、

税務署に有利な発言を引き出したり、証拠を収集したいという、
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調査官の考えにあります。

　調査官が顧問税理士のいないところで行動を起こすというこ

とは、税務署の立場で考えてみると、顧問税理士がいない方が

ありがたい、ということです。つまり、顧問税理士がいた方が

困るというわけです。

　これを納税者の立場から考えてみると、顧問税理士がいない

と困る、と理解できるわけです。

　実例として、顧問税理士がいないところで、突然調査官が訪

問してきて、さまざまな事情を聞かれた挙句、「この書面にサイ

ンしてください」と言われ、言われるがままサインしたところ、

納税者にとって圧倒的に不利な書面だったというケースがあり

ます。

　このような調査官の行為が「違法か」と問われると、違法で

はありません。なぜなら、顧問税理士が不在の場合でも、税務

署は納税者と直接連絡・対面できるからです（あくまでも税理

士は、納税者の「代理人」という理解です）。

　しかし常識的に考えてみると、税務署との正しい対応方法が

わからないから顧問税理士を雇っているわけで、ここで顧問税

理士に不在の中、何か税務署に行為を求められたら、自分たち

によって有利か不利かもわからずに、対応してしまうというの

が現実でしょう。

　だからこそ、税務署からの連絡や訪問は対応すべきではなく、

すべて顧問税理士に任せてしまった方がいいのです。

　ここで大事なことは、税務調査の事前連絡のみならず、税務

調査の期間であっても、常に「顧問税理士にすべて任せている

ので、そちらの方に連絡してください」、「直接連絡されてもわ

かりません」という、一貫した対応を続けていただきたいとい

うことです。

　税務調査は最初から最後まで、（信用できる）税理士に任せて

しまうことが、もっともリスクヘッジになるということです。
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　前項では、税務調査において書面にサインを求められるケー

スに触れましたが、ここは非常に重要な税務調査の対応ですか

ら、掘り下げて注意喚起しておきましょう。

　税務調査を受けると、調査官から「質問応答記録書」という

書面に署名・押印を求められることがあります。質問応答記録

書とは、税務調査の中で判明した事実関係などを記載し、その

内容に間違いがないことを証するための書面です。

　なぜ、調査官が質問応答記録書に署名・押印を要請するかと

いうと、これが重要な証拠になるからです。

　税務調査では事実関係が不明確・不明瞭であることがよくあっ

て、調査官としては申告内容を否認、追徴税額を課すためには、

証拠がない（足りない）場合に、質問応答記録書を作成して署名・

押印を求めてくることになります。いわば、「自供」を書面にし

たものと考えればいいでしょう。

　質問応答記録書は通常、調査官が書面を作成し、印刷して持参。

税務調査の中で、それを読み上げたうえで、「この内容に間違い

ありませんか？間違いないなら、署名・押印してください」と

要請されることになります。

税務調査で書面に署名押印を求められたら・・・ 　調査官が書いた書面ですから、納税者にとって有利な内容で

あるはずがなく、あくまでも追徴課税の根拠・証拠として取り

扱われることになります。

　さて、この書面に対する署名・押印を調査官から求められた

場合、どのように対応すべきでしょうか。

　国税の内部規定に、下記のように記載があります。

「質問応答記録書作成の手引について（情報）」（国税庁　課税総

括課情報　第３号　平成２５年６月２６日）

問１５　「回答者が署名押印を拒否した場合は、どのようにすれ

ばよいのか」

（答）

読み上げ・提示の後、回答者から回答内容に誤りがないことを

確認した上で、その旨を証するため、末尾に「回答者」と表記

した右横のスペースに回答者の署名押印を求めることとなるが、

署名押印は回答者の任意で行うべきものであり、これを強要し

ていると受け止められないよう留意する。

　ここに明記されているとおり、質問応答記録書への署名押印

を要請されても、

〇署名押印するかしないかは納税者の自由（任意）
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〇調査官も強要はできない

ということです。

　「調査官のこのような要請を断ると、税務調査で不利になるの

では？」と考える方も多いようですが、それはまったくの逆です。

　このような書面に署名押印し提出してしまうからこそ、追徴

税額を課されるための証拠を国税に与えることになり、不利に

なってしまうのです。

　むしろ、逆の考え方をすれば、調査官が書面への署名押印を

求める、ということは、このような書面を提出しなければ、課

税する証拠がない、ということの証左でもあります。

　税務調査で書面への署名押印を求められた場合、上記の根拠

をもって明確に断るべきなのです。自らが不利になるようなこ

とをしないよう強くおすすめします。

　税務調査を受けたことがある経営者の方は経験上実感できる

でしょうが、税務調査を受けている最中というのは、意外にも

暇なものです。調査官がパラパラと帳簿をめくっている間、何

もすることがないのですから。

　たまに飛んでくる質問に回答するだけで、会計処理について

は税理士が回答するわけですから、１日中税務調査を受けて、

しゃべったのはほんの二言三言というのはよくある話です。

　そもそも顧問税理士がいるのですから、「経営者が税務調査に

同席する必要がないのでは？」と思う方も多いと思いますが・・・

実は、これが正解なのです。

　顧問税理士がいれば、税務調査に同席する必要性は、法的に

ないのです（もちろん、経営者が税務調査に同席することも法

的には何ら問題ありません）。

　そうはいっても現実的には、調査官は税務調査で納税者本人

の同席を求めてきますし、顧問税理士といえど最初から最後ま

で納税者不在で税務調査というのは困るというのも事実です。

これはなぜかというと、調査官は事業の概況などをヒアリング

してくるからです。

　税務調査では調査官もいきなり帳簿をめくり始めるわけでは

経営者は税務調査に同席する必要はあるのか？
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ありません。税務調査を始めるにあたって調査官は、その会社

がどうやって成り立ってきたか、業界の動向、今後の方向性な

どを社長から聞き、それら概況を知ったうえで細かい帳簿等の

チェックに入るわけです。

　事業の概況というのは、税理士が答えられるものでもなく、

やはりこのときに経営者本人が必要になります。逆にいえば、

事業概況さえ答えてしまい、調査官が帳簿の確認に移行してし

まえば、経営者の同席は不要で、本職である税理士に任せてし

まえばいいのです。

　経営者の方が同席していないと、税理士も答えられないポイ

ントが出るかもしれませんが、それは後日税理士が聞いて回答

すれば何ら問題ありません。

　経営者が税務調査から外れることを前提にすると、下記のよ

うな方法がいいでしょう（一般的に、税務調査は午前１０時か

ら始まることが多いです）。

１０時：調査官が来社（税務調査の開始）

その際に「１１時から仕事の都合で外出しなければなりません

ので、私（社長）に対する質問があれば、今のうちにまとめて

していただけますか？」と調査官に伝えます。

１０～１１時：事業の概況などを回答する（できるだけ談笑）

１１時前後：外出して、あとは税理士に任せる

　ちなみに、予定がないのに「予定がある」というのはウソ（虚

偽答弁）になりますから、実際に仕事の予定を入れなければな

りませんので、そのことだけは気を付けてください。

　また、税務調査を受ける場所、というのも考慮されることが

あります。

「税務調査は受けなければならないことはわかる、しかし弊社は

店なので、調査官が座ったりする場所がないのですが、どう対

応すればいいですか？」

　店舗ではなくても、「弊社は壁がある会議室・応接室がなく、

社内で税務調査を受けると、社員などに声が聞こえてしまう・・・」

というのも、同じ悩みです。

　確かに、税務調査となったら経営者が悩むのは、税務調査を

受ける場所の問題です。会議室が１つしかなければ、そこを占

拠されてしまうと、お客様・取引先が来社したときに対応でき

78 79



〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」経営者は税務調査に同席する必要はあるのか？

ない、という事態にもなります。特に店舗を経営されていると、

そもそも会議室なんて無いわけで、どこで税務調査を受ければ

いいのか途方に暮れるときもあります。

　税務調査を受ける場所は、法律上明確に定めがありません。

ですから法律上は、どこで税務調査を受けてもいいことになり

ます。

　しかし、税務調査とは会社の帳簿類を見てもらうことが必要

になりますから、実際上は帳簿類を保管している場所＝税務調

査を受ける場所になります。

　会社で帳簿類を保管しているのだが、会社で税務調査を受け

ることが実質的にできないような場合には、帳簿類を税理士事

務所に移送して、そちらで税務調査を受ける、また帳簿類を持

参して税務署で税務調査を受けるということが考えられます。

「会社で税務調査を受けることが実質的にできないような場合」

とは、具体的に下記のような場合が考えられます。

・会社が店舗で、税務調査を受けるような場所がない

・お客様の出入りが多く、税務調査を見られたくない（飲食店な

ど）

・帳簿類の保管も税理士（事務所）に任せている

　調査官も当然ながら、上記のような事情があるのであれば、

会社内で絶対に税務調査をしたい、という特別な事情がない限

り、場所の変更は受入れてくれるものです。

　事情があるなら、申し訳ないと思わずに、きちんと調査官に

伝えれば場所の変更などは問題ないのです。
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　税務調査について、「お土産」という言葉を聞いたことがある

方も多いのではないでしょうか。

　昔からまことしやかに語られる「お土産」とは、調査官にわ

ざと誤り・間違いを見つけさせ、それによって税務調査を早く

終わらせよう、という行為を指します。

　調査官が税務署に持って帰るもの（否認項目）がある、とい

うことで「お土産」と呼ばれているのですが、さて、本当に税

務調査でお土産は有効なのでしょうか。

　社長たちの飲み会などで税務調査が話題になると、「お土産」

の有効性について話されることが多いようなのですが、これは

まったくもって「都市伝説」といえます。

　確かに税務署の調査官は、わざわざ税務調査に出向いて、何

も誤りが見つけられなかった（申告是認といいます）という状

況は、良いとは思っていないでしょう。調査官にとって税務調

査とは、追徴課税を課すことが目的となっていますから、この

ような心情が本音かとは思います。

　一方で、調査官の立場になって考えてみれば理解いただける

と思いますが、「わざと」誤りを提示するような税務調査先であっ

た場合、調査官からすれば、「叩けばホコリが出る」という状況

税務調査で「お土産」は本当に有効か？ ですから、軽微な誤り程度で税務調査を終わらせる可能性は低

いはずです。

　お土産を提示したがために、さらに深く調査をされてしまう、

というケースも多くあるのです。

　たとえお土産を提示したところで、税務調査が少ない追徴税

額で終わったとしても、次回以降の税務調査が待っていること

になります。

　税務署としては、一度税務調査に入って、誤りがなかった納

税者に再度税務調査に入るよりは、以前追徴税額を課したこと

がある納税者に税務調査が入りやすくなります。

　税務調査が一回だけで終わるのであれば、お土産という手段

もあり得るのかもしれませんが、以後に税務調査が入られやす

くなるということを考えると、お土産を提示することで、むし

ろ将来的に税務調査で苦労する状況を自ら招いているだけ、と

もいえます。

　また、お土産を提示したところで、金額としては少額でしょ

うから、調査官はその金額に満足しない・できないことも想定

されます。調査官が本当に求めているものは、「高額な追徴税額」

もしくは「重加算税」です。

　税務調査で重加算税を課すということは、調査官にとってみ
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れば「不正を発見した」ということですから、自らの評価が上

がるためです。

　ですから、あえて調査官に提示するお土産が、重加算税とい

うことであれば、調査官も喜んでその税務調査を終わらせるこ

ともあるかと思います。

　しかし、重加算税を一度でも賦課されるということは、税務

署から「過去に不正をやったことがある」という認定を受ける

のと同じ意味合いですから、今まで以上に税務調査に入られや

すくなることは間違いありません。

　この点は、第２章でも解説しましたが、重要な点ですので第

４章でも後述します。

　以上のように、一般的に税務調査における「お土産」の効果

については、逆に理解されていることが多く、税務調査対応・

対策としては明らかに間違っています。まさに、「都市伝説」と

いうわけです。

　税務調査でお土産を考慮することは、百害あって一利なしと

理解してください。

　税務調査を実際に受けてみると、人によって受けた感想が違

うようです。

　税務調査を受けるたびに多額の追徴税額を課せられ、「もう税

務調査にコリゴリ」と思う人もいれば、「みんなが怖がる税務調

査もたいしたことないな」と思う人もいるのかもしれません。

　ここで気を付けていただきたいのは、「１回の税務調査で何も

判断できない」ということです。

　以前こう言っていた経営者がいました。

「税務調査なんてたいしたことないよ。前の税務調査ではゴネた

ら税務署は何も言わなくなったんだから」

　そしてこの会社に２回目の税務調査が入りました。担当の調

査官が相当なやり手だったらしく、あらゆる税務処理の誤りを

指摘されました。追徴税額を見たら社長の顔色が変わるくらい

の額だったのです。

　税務署は全国に５２４あり、国税職員は約５６，０００人いま

す。これだけの組織ですから、一概に税務調査を担当している

調査官といっても、やる気や知識にバラつきがあるのが事実で

す。これは普通の会社をとってみても同じでしょう。

税務署とケンカして得になることは１つもない！
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　最近急速に増えたのですが、調査官の中には「嘱託（しょく

たく）」の人もいます。６０歳で定年退職して、期限付きで再雇

用されている調査官です。嘱託の調査官は昇進・昇格などがな

いため、それほどやる気があるタイプの人間ではないことがほ

とんどです。

　また逆に、若手の調査官の中でも、昇進・昇格にこだわりがあっ

たり、やる気があったりすれば、トコトン税務調査をするタイ

プの人間もいるのです。

　

　また、税務調査は時期によっても、ある程度対応が変わります。

　すでに解説しましたが、税務署は７月から１２月までを上期、

１月から６月までを下期としていますので、たとえば１１月か

ら始まる税務調査があるとすると、年内（上期中）に税務調査

を終わらせようとする調査官がほとんどなのです。つまり、税

務調査に時間をかけられない事情が存在する場合もあるという

ことです。

　これらはあくまでも税務署の都合ではあるのですが整理をす

ると、税務調査にバラつきがあるのは下記のような理由です。

〇調査官（人）によって対応が違う

〇税務調査の時期によって対応が違う

　だからこそ、税務調査というのはいつでも緊張感をもって臨

まなければならない、ともいえるのです。

　税務署職員はあくまでも公務員であって、給料は税金から払

われているのですが、だからといって調査官を卑下する理由に

はなりません。経営者の中には税務調査で、調査官に対して感

情的に主張する方がいるのですが、これは税務調査の結果を良

くすることにはなりません。

　こんな例えはいかがでしょうか。駅を歩いていたら肩がぶつ

かりました。相手方の対応は大きく２つに分けることができま

す。

①「すみません！」

②「おい、何ぶつかってんだよ！」

　本当はこっちが腹をたてていても、相手が①の対応だったら、

こちらもつられて謝ってしまいます。「こちらこそすみませんで

した」と。一方で、②だったらどうでしょうか。

　肩ぐらいぶつかるだろうと、本当は腹をたてていなくても、

わざわざケンカを売ってくる相手には、こちらも腹がたって当

然だと思います。

　税務調査もまったく同じだということです。調査官は確かに
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公務員ですが、人間なのです。感情論で言われたら調査官も感

情的になっても当然のことでしょう。

「お前らの仕事は貧乏人から税金を持っていくことか！」

　こんな勢いで調査官に言ったらどうなるでしょうか。調査官

も感情的になればこう反論してくるはずです。「間違っているも

のを指摘しているだけでしょう！」「ちゃんと税金を払ってから

言ってくださいよ！」「本当はこの辺で税務調査を終わらせても

よかったのに、もっとイジワルしてやろうか！」�

　調査官がこうなってしまえば、税務調査を受ける側として得

することなどあるでしょうか。調査官をけしかけることにしか

ならないのです。

　では、税務調査をどう対応すればいいのでしょうか。

　これは、常に理論的に話すことです。法律だけが論理ではあ

りません。業界の商習慣や、過去の経緯などは経営者の方しか

知らない重要な情報であることが多いのですから、その点を主

張することが重要なのです。

　感情的になるくらいであれば、税務調査から席を外した方が

いいでしょう。感情的になったらこちらが負けなのです。

　税務調査は通常、税務署から事前の連絡があります。税務調

査をいつにするのか、日程調整して決めるわけですが、この事

前連絡から税務調査の当日までにすべきことがあります。

　まず、税務調査で誤りなどが見つかり、修正申告した場合を

説明しておきましょう。

　当初の申告で１００の税金を申告・納付していた会社が、税

務調査において正しい税金の額が１５０になったとします。こ

の差額の５０を「本税」と呼びます。

　しかし、税務調査で５０を支払えば済むわけではありません。

本来納めるべき税額よりも少ない税額で申告していたわけです

から、遅れて納付したことに対する利息がつきます。これを「延

滞税」と呼びます。

　延滞税は、２ヶ月以内に本税を納付すれば年率約３％（時期

によって若干ですが利率は変動します）となっていますが、２ヶ

月を超えた部分については、年率１４．６％をベースにして計算

されます。

　さらに、です。本税５０に対して一定率の罰金が課されます。

これを「加算税」と呼んでいます。

　加算税は、通常１０％（過少申告加算税）なのですが、会社

税務調査の事前連絡から調査初日までに何をすべき？
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査の事前連絡から調査初日までに何をすべき？

が不正行為などをして税金をごまかしていた場合には３５％（重

加算税）の罰金になります。

　これら「本税＋延滞税＋加算税」を合計した金額を追徴税額

と呼んでおり、これを修正申告した日に納めなければならない

のです。

　しかし、これには例外が１つだけあります。それは、「自分で

誤りに気付いて、自分で修正申告したら、加算税が課されない」

というものです。

　つまり、税務調査で指摘されて修正申告を提出するから罰金

が課されるのであって、税務調査の前に、自ら誤りを認めたも

のには罰金を課す必要がない、という趣旨なのです。

　話を戻すと、事前の調査連絡から税務調査の当日までにすべ

きことは、この例外を利用することです。つまり、税務調査の

前日までに、税務申告書を見直して、誤りなどがないかどうか

をチェックすることが重要なのです。

　この事前チェックで、もし誤りが見つかっても、税務調査の

前日までに自ら修正申告をすれば、罰金である加算税がかから

ないのです。なお、平成２９年１月１日以降に法定申告期限を

むかえる期に関しては、事前に修正申告を提出しても、加算税

はゼロにはならず、５％分だけ課されることになっています。

　加算税が１０％であれば、それほど痛みは感じないかもし

れません。しかし、会社内で誰かが不正などをしていた場合、

３５％もの重加算税がかかってくるのです。さらにです。実は

重加算税になる場合は、延滞税も高くなるという規定がありま

す。税務調査の前に税務申告書を見直しておいて、誤りがなけ

ればそれでいいわけです。

　しかし、誤りがあったとすると、事前チェックをしておくだ

けで、最低でも本税の１０％、高ければ５０％程度の余計な追

徴税額を減らすことができるのです。この対応策は知らない人

が多いので、ぜひ活用していただきたいと思います。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査対象期間の最後だけはチェック！

　税務調査は通常、３期分がその対象となるのですが、税務署

から調査の事前連絡があってから、調査初日までの間にすべて

の会計処理を見直すのは難しい・その時間がないという経営者

の方も多いでしょう。

　そのような場合、最低でも「直近分だけ」は見直しておくべ

きでしょう。

　３月決算の会社で「１２期～１４期分」の３年分が税務調査

の対象となった場合、特に注意すべきは「１４期の 3 月」にな

ります。

　税務調査において、売上の計上時期が 1ヶ月ズレている（遅

れている）と指摘された場合、

①１２期分：１３期４月分の売上を繰り上げて計上しなければ

ならない

②１３期分：１４期４月分の売上を繰り上げて計上しなければ

ならないが、①の分だけ売上は減る

③１４期分：１５期４月分の売上を繰り上げて計上しなければ

ならないが、②の分だけ売上は減る

となって、全体的に考えると売上が１ヶ月繰り上がっているだ

けですから、このような場合は税務調査で、③の売上だけを増

やして修正申告（誤りの是正）をすることが多いのです。

　つまり、調査官が税務調査でどこにもっとも重点をおいて確

認・チェックをするかというと、「直近期の最終月」ですから、

裏を返すと、税務調査を受ける納税者としてはそこを重点的に

見直しておくことがもっとも重要となるわけです。

税務調査対象期間の最後だけはチェック！
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」契約書・議事録・社内規程などは要確認

　税務調査で調査官に確認される項目として、契約書や議事録・

社内規程などの書面があります。

　まず契約書ですが、売上に関するものが特に精査されること

になります。

〇売買契約書

〇請負契約書

〇代理店契約書

など、顧客・取引先と締結した契約内容と、実際の取引内容や

売上計上金額・時期に差がないか、事前に確認しておく必要が

あります。

　顧客・取引先との間に契約書がない場合であっても、請求書・

納品書・領収書などを発行・受領している場合は、契約書と同

じく売上計上金額が正しいか、計上している時期は適切かを確

認されることになりますから、併せて注意が必要となります。

　また、議事録ですが、株主総会・取締役会議事録も事前に見

直しておく必要があります。

　「うちは中小企業だから、議事録なんてないよ」「議事録なん

契約書・議事録・社内規程などは要確認 て紙っぺらでしょ」とおっしゃる経営者の方も多いのですが、

議事録がない、もしくは内容が誤っていたために、税務調査で

大きな指摘につながるケースもあります。

　役員報酬の額は法律上、株主総会でその上限を設定しなけれ

ばならないとされています（法人の定款に限度額の記載がある

場合を除きます）。

　ですから例えば、以前の株主総会で「役員報酬は年間

１２００万円を上限とする」と決議しながら、それを改定して

いないにもかかわらず、年間１２００万円を超える役員報酬を

支給したときは、その超えた分の役員報酬の額が損金（経費）

にならない、と税務調査で否認されるわけです。

　このような形式的な否認リスクを避けるため、議事録の内容

確認は必須となります。

　また、就業規則などの社内規程についても、その内容と現実

に相違がないのかを確認しておく必要があります。

　次章で、社内の福利厚生費が否認されないために確認してお

くべきことを解説しますので、詳細はそちらをお読みいただく

として、人間ドックの費用などを会社が負担している場合、社

内規程に記載がない、もしくは記載されている限度額を超えて

いる場合は、税務調査で否認されるリスクがありますので、注

意が必要となります。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」契約書・議事録・社内規程などは要確認

　社内にある書類と、現実の処理・額などが違うことは実務上

よくありますが、この点を税務調査で指摘された場合、証拠が

明確であることから反論は難しくなります。

　このように、事前に確認できる点はしっかり対策しておく方

が得策です。

　ビジネスをするにあたって必須となっているパソコン。顧客

や取引先とのやり取りにおいて、メールを利用するのは当たり

前となっていますし、見積書や請求書を紙で発行・郵送せず、デー

タで送ることも一般化しています。

　税務調査では、会計帳簿のみならず、その元資料となる請求

書や領収書・契約書も確認されることになるのですが、それら

がデータの場合、調査官から「パソコンを触らせてください」

と要請されることがあります。

　パソコン内のデータに、メールのやり取りや請求書などがあ

ることは確かであっても、一方で、そのパソコンはプライベー

トでもメールなどを使用していることがほとんどでしょうから、

調査官にパソコンを直接触られると、何を見られるのかわから

ない、と誰しもが思うところでしょう。

　税務調査において調査官から、「パソコンを触らせてください」

と要請された場合、それに応じる義務があるのでしょうか。

　この点、国税庁のホームページに、下記のＱ＆Ａが公開され

ています。

税務調査で「パソコンを触らせてくれ」と言われ
たどう対応すべきか？
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」税務調査で「パソコンを触らせてくれ」と言われたどう対応すべきか？

「税務調査手続に関するＦＡＱ（一般納税者向け）」

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/

nozeikankyo/ippan02.htm

　この中に、下記のＱ＆Ａがあります。

問５����提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が電磁的記録

である場合には、どのような方法で提示・提出すればよいので

しょうか。

（答）

帳簿書類等の物件が電磁的記録である場合には、提示について

は、その内容をディスプレイの画面上で調査担当者が確認し得

る状態にしてお示しいただくこととなります。一方、提出につ

いては、通常は、電磁的記録を調査担当者が確認し得る状態で

プリントアウトしたものをお渡しいただくこととなります。ま

た、電磁的記録そのものを提出いただく必要がある場合には、

調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保存（コピー）

をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。

　最後の「調査担当者が持参した電磁的記録媒体への記録の保

存（コピー）」については、法的には税務署にその権限がないか

らこそ、「お願い」「ご協力」と記載していることに注意してく

ださい。

　このように、調査官から「パソコンを触らせてくれ」と要請

されても、「必要なものがあればパソコンの画面で見せます」「必

要があればプリントアウトして提出します」と答えればいい、

ということになります。

　調査官にパソコンを直接触られると、プライベートの内容は

ともかくとしても、顧客・取引先とのやり取りメールや、ファ

イルのプロパティから作成日付をチェックされ、揚げ足を取る

ように否認指摘を受けることがあります。

　税務調査において調査官がパソコンを直接触る権限はありま

せんから、明確に断るのが得策といえるでしょう。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」売上の計上漏れは致命的！

　税務調査において、調査官が最も着目するのは「売上の漏れ」

です。実際にほとんどの税務調査では、経費ではなく、まず売

上が適正に計上されているかを確認されることになります。

　売上の計上が漏れている会社というのは、調査官からすると

「売上を（わざと）抜いて脱税している」と疑ってきますし、少

なくとも経理状況がずさんな会社と見做されますので、もっと

も注意が必要なポイントといえるでしょう。売上の計上漏れが

１件でもあると、調査官は「他にもあるのだろう」として、税

務調査が長引くことも多くなります。

　特に、現金での売上計上には注意が必要です。

　預金口座に入金があれば、通常売上の計上が漏れることはな

いはずですが、現金売上の場合は、売上の認識を忘れがちにな

りますし、調査官もそれがわかっているからこそ、現金売上に

より着目してきます。

　現金売上については普段から注意が必要となります。下記は

実施するようにしてください。

〇現金を受領した際には領収書を発行する

⇒

第４章
中小企業における税務調査で注意すべき論点

売上の計上漏れは致命的！ 領収書など、現金を受け取った事実が明確になるものを残す

〇領収書の控え、もしくはデータを残しておく

⇒

相手方に渡した領収書とまったく同じものがなければ検証でき

ない

〇手書きの領収書の場合、書き損じがあっても破棄しない

⇒

ここは特に注意が必要で、税務調査では領収書綴りの合計枚数

を確認され、数枚足りないなどの場合は、「現金を受け取ったの

に領収書を破棄して売上を除外している」と疑われることにな

りますので、書き損じがあった場合、「×」などとして、使わな

いまま保管しておきましょう。

〇現金を受け取った際には現金出納帳などに記帳し、照合でき

る状況を作る

⇒

領収書だけがあっても、（手元の）現金が増えたことがわからな

ければ照合できませんので、帳簿への記載は同時に行うように

しましょう。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」売上の計上漏れは致命的！

　また、現金売上ではなくとも、売上の計上については精査さ

れますので、下記の点について税務調査の前に確認が必要とな

ります。

〇請求漏れはないか？

⇒

依頼があって仕事はしたが、請求が漏れていた場合も注意が必

要です。納品書や作業日報等の売上関係資料等と照合する必要

があります。

〇原価から売上計上を確認したか？

⇒

商品（物）の販売や建設工事など、売上と原価が紐づく業種に

おいては、原価は計上されているのに対応する売上は計上され

ないことがよくありますので注意してください。

〇値引き・返品した場合の処理漏れ・誤りはないか？

⇒

請求書・納品書・見積書などと、実際の入金金額に相違がある

場合は税務調査で問題となります。請求書発行後に値引きした、

納品した後に返品があったなど、その処理を明確にしておくこ

とも大事です。

　税務調査でよく問題になるポイントとして、売上以外の「雑

収入」があります。

　典型的な雑収入としては、建築・工事施工会社などにおける

廃材・スクラップの売却収入が挙げられます。

　建築会社や電設工事を施工する会社は、顧客から依頼を受け、

工事が終わった段階で発生した廃材・スクラップについては、

別工事などに転用するか、もしくは売却することが多く、買取

業者に持ち込んで売却している場合は現金の受領となることが

多いことから、この雑収入が計上されていないことが税務調査

で問題になりやすいわけです。

　税務署からすると、買取業者に税務調査に入った際に買取り

先の情報収集していることから、雑収入があることが明確になっ

ていることも多く、いわば「バレバレ」の状況で税務調査に入

られるケースもあります。

　このように雑収入が漏れていた場合、「重加算税」と指摘され

る可能性も高いポイントですから、ぜひ注意してください。

　また、雑収入は廃材・スクラップの売却だけではなく、他に

よくあるのが、飲食店など店舗営業をしている場合の自動販売

機収入もあります。

雑収入はありませんか？
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」雑収入はありませんか？

　自動販売機の契約名義が法人であって、法人口座に入金され

ていれば雑収入の計上が漏れることはないと思いますが、契約

名義が社長個人になっている場合など、入金状況を把握できて

いない場合は、同じく雑収入の漏れが生じやすいのです。

　どのような業種・業態でも、本業ではないが付随する収入と

いうのがあり得ますので、雑収入が現金回収、もしくは社長個

人の口座になっている場合は、特に注意が必要となります。

　商品を仕入れ販売する業種・業態の法人で注意が必要なのは

「在庫」です。

　仕入額がそのまま経費（損金）になるわけではなく、在庫は

翌期に繰り越して販売するものですから、在庫となっている商

品の仕入額分を除いた分だけが（売上）原価として経費にする

ことができます。つまり、販売して売上になった商品分だけが

経費になるわけです。

　これも裏を返せば、在庫を過少に評価・計上すれば、経費に

できる金額が大きくなることから、税務調査では特に、直近の

在庫が適正かどうかを確認されることになります。

　本来は日々、在庫の数量と金額確認をすべきですが、税務調

査では最低でも、期末（事業年度末）の在庫額だけは確認され

ることから、棚卸を適正にしていることのプロセスはきちんと

説明できる資料を残しておくべきでしょう。

　一方で、わかりにくいのが「仕掛（しかかり）」でしょう。こ

ちらは、商品などのモノを扱っていないサービス業であっても

発生する考え方で、その期の経費にできないことから税務調査

ではよく問題になります。

　市場調査を請け負うコンサルティング会社で具体的に考えて

在庫や仕掛は要確認
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みましょう。

　顧客からの依頼で、ある商品に需要があるかどうか、アンケー

ト調査を行うことになりました。依頼期間は３ヶ月で受注金額

は３００万円、２月から受注を受けて４月に調査結果を報告す

るのですが、３月に決算を迎える会社とします。

　売上はアンケート調査の結果を報告・納品した４月に計上さ

れるわけですが、一方で、アンケート調査を行った従業員の給

与や、その仕事に直接かかった外注費や経費は、売上に対応す

る原価として取り扱うことになります。

　ですから、２～３月にかかった経費は「仕掛」としていった

ん計上することになり、売上に対応する４月になってから経費

になる、という考え方なのです。

　経営者の考え方としては、「支払った経費は当然その期の経費

になるはず」となりがちですが、実際にはそうならないことから、

税務調査では指摘されやすい項目なのです。

　受注した仕事・役務と完全に紐づく経費は、売上と対応した

ときにしか経費にできませんので、仕掛は注意が必要なのです。

　どんな会社の税務調査でも論点になるのは、社長の私的な・

プライベートの支出なのか、会社が仕事を行ううえで本当に必

要な経費なのか、という点でしょう。特に、「交際費」に計上さ

れている支出が論点になりやすいです。

　社長の「会食」。これは、顧客や取引先と飲食した、というこ

とであれば当然に経費になるわけですが、家族・友達と飲みに

行ったでは経費にならないことは、誰でもわかる論理です。

　税務調査で「誰と飲食したかわからない」「覚えていない」で

は調査官も納得できないのは仕方ない状況になってしまい、不

利になるはこちらです。

　領収書の裏に誰と行ったか記載しておく、スケジュールを見

返せば誰と行ったのか説明することができる、ということは、

税務調査対策になりますから、常日頃から心がけておくべきで

しょう。

　また、会社の経費なのか私的な支出なのかを区分することが

明確にできないケースも多いでしょう。

　このような支出について税務調査で質問された場合、「事業を

するうえで必要な支出である」「売上を上げるための経費である」

「個人的な支出ではない」ことを説明する必要があることは、理

社長の「私的経費」は切り分けが大事
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解しておく必要があります。

　調査官に対して真っ当に説明できない支出は最初から経費に

すべきでなく、個人的な支出と捉えられれば、「会社と個人の切

り分けもない」ずさんな会社として、税務調査がきつくなるケー

スも多いので注意しましょう。

　「交際費」といえば、お客様や取引先と飲み会で支出した費用

（接待交際費）を指すと考えるのが、一般的な考え方だと思いま

す。しかし、税金（法人税）でいう「交際費」というのは、か

なり違う概念を持っています。

　まず交際費の税務処理を簡単に説明しておくと、原則損金（税

金計算上の経費）にならないと定められています。ただし、資

本金１億円以下の中小企業の場合は、８００万円以下の部分は

損金になります。決算書上、毎年８００万円弱まで交際費が計

上されている会社は要注意といえるでしょう。

　さて、税金上の交際費の概念なのですが、飲み食いだけでは

ありません。

　例えば、自社の社名を入れたゴルフボールを作成し、取引先

に渡した場合は「広告宣伝費」になりますが、取引先の社名を

入れたゴルフボールであれば、「交際費」と処理することになり

ます。

　この違いは、自社の名前を入れるのは、自社の名前を広めた

いという目的なので広告なのですが、相手方の名前を入れると

いうのは、「相手方の歓心を買うような行為」に該当するため、

飲み食いと同じで交際費と判断されるわけです。これは、飲み

税務調査でもっとも怖い「交際費」という否認指摘
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食いがゴルフボールに形を変えただけだろうという論理です。

　実は、支出が交際費になるかどうかは非常に微妙な判断をと

もなう場合が多くあり、税の専門家である税理士であっても、

判断に迷うことが多くあります。

　ここで知っておいていただきたいのは、交際費と指摘される

可能性のあるケースです。注意しておかなければ同じ支出でも、

税務調査で交際費と指摘されるだけで、追徴税額が発生してし

まうケースがあるのです。

　税務調査でよくモメる交際費との区分に、「情報提供料」があ

ります。簡単にいえば、顧客や案件を紹介してもらい、ビジネ

スが成立した場合に謝礼（キックバック・リベート）を支払う

ような場合です。このような支出する業種としては、建築業や

不動産業・保険代理店業を筆頭に、一般的に行われている行為

といえます。

　では、なぜこのような謝礼（情報提供料）が、交際費と指摘

される可能性があるのでしょうか？

　すでに解説しましたが、交際費は税制上どのようなものかと

いうと、「相手方の歓心を買うような行為」、つまり相手方に対

してお金を使うことで、相手が自分のことを気に入って仕事を

まわしてくれるような行為に対する支出全般を指すわけです。

　このように広く定義すると、情報提供料も特定の相手方に支

出し、かつ相手の歓心を買うような行為と言えなくもない、と

いうわけです。

　そこで税制上は、下記３つの要件をすべて満たしている場合

は、情報提供料として全額損金にしていい、裏を返せば、これ

らの要件を１つでも満たさなければ、交際費と判断するという

ルールを作っています。（租税特別措置法関係通達 61 の 4(1)

－ 8）

(1)　その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくもの

であること。

(2)　提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明ら

かにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受

けていること。

(3)　その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に

照らし相当と認められること。

　さて、いかがでしょうか。実務の現場では、支払う相手方と

締結した「契約書がない」、何に対する情報提供料なのか説明で

きる状態にない、などの問題が生じている場合が多いのです。

　情報提供料は、ビジネスで必要であることを考えると、経費

（損金）になって当然かと考えがちです。しかし上記の要件を満
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たさないために、税務調査で交際費と否認指摘されるケースが

多いのです。契約書を準備するなど、事前に準備しておくことで、

税務調査での否認リスクは下がります。リベートなどの支払い

がある場合は、十分注意してください。

　情報提供料（リベート・キックバック）以外にも、「福利厚生費」

「広告宣伝費」など、交際費と混同しやすい支出は数多くありま

すが、全般的に知りたい場合は、国税庁の下記ホームページを

参考にしてください。

「第 1款　交際費等の範囲」

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/

sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

　ビジネス上、相手方に便宜を図ってもらい仕事を得たため、

もしくは仕事を振ってもらった謝礼として、いわゆるリベート

を渡すケースがあります。リベートに関しては、税務調査でよ

く問題になりますので、その論点について解説しましょう。

　リベートを支払っている場合、原則として「交際費」として

経費に計上することになります。なお、交際費は税務上、（中小

企業の場合）８００万円までは経費（損金）になりますが、そ

れを超える部分は経費（損金）になりませんから注意が必要です。

　リベートは、取引先や顧客と飲食した場合と同じで、相手方

に仕事の便宜を図ってもらうことが目的となっていますから、

現金で渡した場合のみならず、商品券で渡した場合であっても、

交際費として計上されることになります。

　さて、税務調査でリベートが問題になるのは、実は支払った

方の問題ではなく、リベートを受け取った方の問題であること

がほとんどです。リベートを受け取った会社・個人は、それを

収益として計上する必要があるわけですが、実際のところ収益

として計上していないケースが多いのです。

　さらに問題になるのは、リベートを受け取ったのが会社勤務

謝礼などのリベートは税務調査でどう問題になるのか？
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の方の場合です。会社員が取引先から個人的に金銭を受け取り、

勤務先の会社の仕事に関して便宜を図るということは、コンプ

ライアンス上の問題とする会社が多いでしょうし、個人的に受

け取った金銭は、確定申告によって別途税金を支払うべき対象

となりますが、実際のところは、バレないと思っているのか、

確定申告までして納税している人は少ないでしょう。

　このような事情については、リベートを支払った側も認識し

ていますから、税務調査では税務署（調査官）に対して、リベー

トの相手方を明かせないという問題に陥るわけです。

　もちろん実際にリベートを支払っているわけですから、経費

（交際費）になるのは当然なのですが、相手方を明かしてしまう

と、相手方に課税されるなどの問題が生じることになり、これ

を明るみにしてしまうと、以降は仕事の便宜を図ってもらえな

いなど、実務上問題を引き起こすこともあり得るわけです。

　実際にリベートを支払っており、それを交際費として計上し

ていても、税務調査でその相手方を明かせない以上は、「経費（損

金）にならない」として、自ら課税を受けるしか対応はありま

せん。

　自ら課税を受け入れても、それを超えるだけのビジネスメリッ

トがリベートにあるのであれば仕方がない、という判断でしょ

う。

　リベートの相手方を明かすと、問題になりやすいのは「反面

調査」です。税務署が反面調査に行くと、取引先は不審に思うケー

スが多く、また反面調査をきっかけに波及して課税される場合

もありますので、反面調査をきっかけに取引を停止されるなど、

実務上の被害が予想できるのです。

　反面調査に行かれても困らない相手方・支払い先ということ

であれば、税務署に堂々と相手方を明かしていただいて構いま

せん。

　一方で、どうしても相手方を明かせないのであれば、自ら課

税を受け入れることで、反面調査に行かせない配慮、というの

が現実的な対応でしょう。
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　謝礼・リベートなどのように、金銭を支払ったにもかかわらず、

相手方から領収書をもらえないケースは実際に存在します。こ

のような場合に、税務調査ではどのように対応すべきなのでしょ

うか。

　銀行振込や、現金手渡しであっても支払ったことが明確であ

る場合、税務調査においては経費として認められることになり

ます。なぜなら、法人税における経費については、領収書がある・

ないで判断が変わらず、支払った事実があるのであれば、領収

書がなくても経費は経費と考えるからです。

　一方で、問題になるのは消費税です。例えば、経費で１０万

円を支払った場合、その１０万円に含まれる消費税額（８％で

考えると 7,407 円）は、納税すべき消費税から差し引いて計算

することができます（消費税は受け取った消費税の合計から、

支払った消費税を差し引いて計算します）。

　しかし、支払った消費税を差し引くには要件があり、「領収書

を保存していること」、さらに領収書に下記の４つが記載されて

いる必要があります。

①課税仕入れの相手方の氏名又は名称

税務調査で領収書がない場合の対応 ②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産又は役務の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

ですから、領収書がない時点で消費税は差し引けないことにな

り、ここが税務調査で問題になるわけです。

　ただし、どんな経費でも領収書が必要かというとそうでもな

く、「税込３万円未満」の経費については、領収書が要らないと

されています。

「No.6496　仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保

存」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

shohi/6496.htm

　これは、自動販売機など、領収書が出ないケースを想定した

規定なのですが、どちらにしても３万円未満の経費であれば、

領収書がなくても消費税の問題は起こりません（税務調査で指

摘されません）。

　ですから、３万円以上の経費であって、相手方から領収書が

もらえないなどの場合が税務調査で問題になるわけです。
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　税務調査において調査官から「領収書がないのであれば消費

税は差し引けませんよ」と否認指摘を受けた場合、いくつかの

対応方法が考えられます。

　まず、支払った相手方の名前・店舗名などを調査官に明示し、

間違いなく支払ったことを主張することです。

　その上で、相手方から領収書をもらえない・もらっていない

理由を述べることになります。こちらとしては間違いなく支払っ

ているわけですから、「領収書がないのは相手方のせい」という

主張です。

　また、税務調査の際に領収書がなくて問題になった後であっ

ても、経費を支払った相手方から領収書をもらう、というのも

現実的な対応方法です。

　税務署としては領収書さえあれば消費税を否認できないわけ

ですから、後付けになってしまっても、相手方から領収書を発

行さえしてもらえれれば認めざるを得ない、というスタンスで

す。

　領収書がない取引はもちろん無い方がいいのですが、相手方

によっては領収書を発行してくれない場合もあります。

　税務調査では消費税の問題になりますので、上記の対応方法

をぜひ実践してください。

　税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合

の処理方法を教えましょう。

　税務調査でリベート・キックバックを追及されたくない場合、

社長が受け取った役員報酬の手取り額（社会保険・源泉所得税

差引き後）からリベート・キックバックを支払うことです。

　このように処理すると、「えっ！？それって社長の個人的なお

金から支出しているから、会社の経費（損金）になっていない

よね？」と思われるのですが、そうとも言えません。

　これに関して、具体的に説明します。

　まず、役員報酬の手取り額からリベートを支払った場合、税

務調査でその相手方を追及されることはありません。なぜなら、

リベートの支払い自体が法人の帳簿に載らないからです。

　役員報酬の手取り額から支出するということは、あくまでも

個人的な支出という取扱いになりますので、役員報酬の金額・

支払いは帳簿に載りますが、そのあとに社長個人がリベートを

取引先に支払ったことまで、税務署はわかるはずがないのです。

　次に、金銭的に具体的に考えてみましょう

税務調査でリベート・キックバックを追及された
くない場合の処理方法
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　年間に発生する支払いリベートを１００万円とした場合、役

員報酬の金額によって税率はかわりますが、それほど高い設定

でないのであれば、役員報酬を年間１５０万円程度上げます。

役員報酬は（過大でない限り）損金になります。

�

〇役員報酬：８００万円

〇役員報酬の手取り額（社会保険・源泉所得税差引き後）：

６００万円（概算です）

⇒

〇増額後の役員報酬：９５０万円

〇増額後の役員報酬の手取り額（社会保険・源泉所得税差引き

後）：７００万円（概算です）

　役員報酬を１５０万円増額させた結果として、社長の手取り

額は１００万円増えました。この１００万円を原資に、リベー

トやキックバックを取引先に支払うということです。

　一方で、増額後の役員報酬９５０万円は経費（損金）になり

ますから、支払うリベートが経費になっていないわけではあり

ません。取引全体としてみれば、

〇役員報酬増額分の１５０万円分が追加で経費になる

〇リベート１００万円は経費にしない

〇社長個人の手取り額は変わらない

〇ただし、役員報酬増額分の社会保険料や源泉所得税は増える

となっているわけです。

　このシミュレーションは、あえて単純化して解説しています。

もちろんこの方法をとっても、社会保険料や源泉所得税が増え

ていますので、支払ったリベートが全額経費（損金）になるわ

けではありません。

　しかし、「相手方を明かしたくない」ということを最優先で考

えるのであれば、この方法をとることがもっとも現実的ですし、

かつ税務調査でモメる・追及されることがなくなるというメリッ

トがあります。

　また、交際費が８００万円を超えている法人では、この方法

によって、実質的な実効税率が下がる可能性があります。

　ここで大事なのは「何を優先するか？」です。会社としては

税務リスク（税金が多少増えること）よりも、取引先に対する

リベート・キックバックを追及されることの方が困る、取引を

停止されたらもっと困る、というのが本音でしょう。

　事業・経営上はリベートが必要であって、かつ相手方を明か

せない、という優先順位をつけるのであれば、ある程度の課税

を受けても、役員報酬から支出した方がいいことになります。

120 121
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　業種・業態に関係なく、税務調査でよく問題になるケースと

して、「外注費」なのか「給与」なのかという問題があります。

　単純にいえば、従業員（社員やアルバイト）に支払うお金は

給与で、外部の業者に払うお金は外注費となるわけですが、実

際にはこの判別が明確にできない場合があるのです。

�

　会社としては、基準が明確でないのであれば、外注費として

処理したいケースがほとんどです。なぜなら、給与ではなく外

注費にできれば、

①消費税が減る（給与だと消費税は減らない）

②社会保険料が不要になる（給与なら社会保険料を会社が負担

することになる）

の２点が大きく違うポイントなのです。

　しかし税務調査では、外注費として処理したものを疑ってき

ますし、実際に判別が難しいので頭が痛いところでもあります。

　例えば、このような例で考えてみましょう。

　雑貨を販売する店舗を営んでいる会社ですが、最近はホーム

税務調査の最重要論点・・・外注費か給与か ページを作成して、インターネットでも雑貨の販売をしていま

す。当初、ホームページは外部の業者に作ってもらい販売を開

始しましたが、予想以上にホームページから売上があがりまし

た。しかし実際にホームページでの販売をしてみると、楽天な

ど他のサイトでも販売しようと考えたり、新製品などを追加し

てもらうなどの作業が都度発生することもあり、社内にネット

通販に詳しい人間を置きたくなりました。そこでたまたま、知

人の紹介でネット販売に詳しい人が見つかったのです。彼はま

だ若いのですが、会社に勤めているわけではなく、いわゆる「フ

リーランス」として１人で働いています。この方に依頼して、

社内に週３～４日常駐してもらい、ホームページの改修をお願

いしました。

　さて、この方に支払うお金は給与でしょうか？それとも外注

費でしょうか？

　非常に単純化して書きましたが、実はこれらの情報だけでは

明確な判別できません。

　会社側がパソコンを用意し、インターネット回線も会社のも

のを使用して作業をした場合、外注費ではなく給与と税務署に

言われる可能性が高くなります。なぜなら、仕事をする道具・

材料を会社が提供しているのだから、従業員と変わらないでは

ないか？という論理です。
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　では外注費と給与を判別する基準はどこにあるのでしょうか。

　外注費なのか給与なのかは非常に難しい問題ではありますが、

判別するための基準を列挙すると、下記のようになります（あ

くまでも総合的に判断することにご留意ください）。

①会社への属性

その会社の仕事を行う場合、その会社の承諾を要するかどうか

②業務の裁量権

個々の作業について指示を受けるか、その人の代わりに他人へ

のアウトソーシングが許容されているか

③勤務形態

勤務時間、勤務場所の拘束を受けるか

④支払形態

・定期の月額払い等によるものか、または完成従量によるものか

・定期昇給・退職金の支給等の取り決めの有無

・残業手当等、賞与支払いの取り決めの有無

・タイムカード、出勤簿管理の有無

・請求書発行の有無

・支払日が会社の従業員への給与支払い日と同じか、外注先に支

払う日と同じか

⑤福利厚生面

・社会保険の加入・厚生施設の利用など、従業員との取扱いに差

があるか

・忘年会などに出席して会社負担になっているのか、自己の負担

によるか

⑥その他

・原材料・作業用具の支給状況、経費の負担状況

・引渡し未済品の不可抗力により滅失の場合の、その報酬請求権

　外注費として処理していることに悪意はなくとも、税務調査

では上記の基準から判別され、否認指摘を受けることもありま

す。

　もし、税務調査で外注費として処理していた金額が給与と指

摘されて否認された場合、消費税がかなり多額になり、従業員

扱いとして源泉所得税、さらには社会保険料まで課されてしま

いますので、これはまさに「税務調査の最重要論点」となります。

　外注費としたいのであれば、上記の基準をチェックし、給与

だと言われないよう準備しておく必要があるのです。
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　最後に、東京国税局が税務署職員用に出している、外注費と

給与を区分する項目の一覧がありますので、次ページ以降に転

載しておきます。細かい内容となってはいますが、調査官が確

認している項目がわかりますので、併せてご覧ください。

給与所得及び事業所得の判定検討表
判　　定　　項　　目 給　与 事　業 判定理由 根拠資料

実
　
務
　
上
　
の
　
判
　
定

当該契約の内容が他人の代替
を容れるか ＮＯ ＹＥＳ

仕事の遂行に当たり個々の作
業について指揮監督を受ける
か

ＹＥＳ ＮＯ

まだ引渡しを終わっていない
完成品が不可抗力のため滅失
した場合等において、その者
が権利として報酬の請求をな
すことができるか

ＹＥＳ ＮＯ

材料が提供されているか ＹＥＳ ＮＯ

作業用具が供与されているか ＹＥＳ ＮＯ

判
　
例
　
に
　
よ
　
る
　
判
　
定

雇用契約又はこれに準ずる契
約等に基づいているか ＹＥＳ ＮＯ

使用者の指揮命令に服して提
供した役務か ＹＥＳ ＮＯ

使用者との関係において何ら
かの空間的、時間的な拘束を
受けているか

ＹＥＳ ＮＯ

継続的ないし断続的に労務の
又は役務の提供があるか ＹＥＳ ＮＯ

自己の計算と危険において、
独立して営まれているか ＮＯ ＹＥＳ

営利性、有償性を有している
か ＮＯ ＹＥＳ

反復継続して遂行する意思が
あるか ＮＯ ＹＥＳ

社会的地位が客観的に認めら
れる業務か ＮＯ ＹＥＳ
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判　　定　　項　　目 給　与 事　業 判定理由 根拠資料

そ
　
　
の
　
　
他

判　　定（総合勘案）

※「その他」欄は事案に応じて次ページの項目を参考にして記入する。
　〇の多少で判定せず、総合的に判定する。

その他の判定事項の例
要　　　　　　　　　　件 給　与 その他

労働基準法の適用を受けるか ＹＥＳ ＮＯ

支払者が作成している組織図・配席図に記載
があるか ＹＥＳ ＮＯ

役職（部長、課長等）があるか ＹＥＳ ＮＯ

服務規程に従うこととされているか ＹＥＳ ＮＯ

有給休暇制度はあるか ＹＥＳ ＮＯ

他の従集員と同様の福利厚生を受けることが
できるか（社宅の貸与、結婚祝金、レクリェー
ション、健康診断等）

ＹＥＳ ＮＯ

通勤手当の支給を受けているか ＹＥＳ ＮＯ

他の従業員と同様の手当を受けることが可能
か（住居手当、家族手当等） ＹＥＳ ＮＯ

時間外（残業）手当、賞与の制度はあるか ＹＥＳ ＮＯ

退職金の支給の対象とされているか ＹＥＳ ＮＯ

労働組合に加入できる者であるか ＹＥＳ ＮＯ

支払者からユニフォーム、制服等が支給（貸与）
されているか ＹＥＳ ＮＯ

名刺、名札、名簿等において支払者に帰属し
ているようになっているか ＹＥＳ ＮＯ

支払を受ける者の提供する労務が許認可を要
する業務の場合、本人は資格を有しているか
（例　運送業）

ＮＯ ＹＥＳ

その業務に係る材料等の在庫を自己で保管し
ているか ＮＯ ＹＥＳ
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要　　　　　　　　　　件 給　与 その他

報酬について値引き、値上げ等の判断を行う
ことができるか ＮＯ ＹＥＳ

その対価の支払者以外の顧客を有しているか ＮＯ ＹＥＳ

以前にも他の支払者のもとで同様な業務を
行っていたか ＮＯ ＹＥＳ

店舗を有し一般客の求めに応じているもので
あるか ＮＯ ＹＥＳ

その対価の支払者以外の者からの受注を受け
ることが禁止されているか ＹＥＳ ＮＯ

同業者団体の加入者であるか ＮＯ ＹＥＳ

使用人を有している者であるか ＮＯ ＹＥＳ

支払を受ける者がその業務について自己の負
担で損害保険等に加入しているか ＮＯ ＹＥＳ

業務に当たって、支払者側のマニュアルに従
うこととされているか ＹＥＳ ＮＯ

支払者の作ったスケジュールに従うこととさ
れているか ＹＥＳ ＮＯ

業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が
行うか ＮＯ ＹＥＳ

本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令
により、他の業務を行うことがあるか ＹＥＳ ＮＯ

勤務時間の指定はあるか ＹＥＳ ＮＯ

勤務場所の指定はあるか ＹＥＳ ＮＯ

旅費、交通費を会社が負担しているか ＹＥＳ ＮＯ

報酬の最低保障があるか ＹＥＳ ＮＯ

要　　　　　　　　　　件 給　与 その他

遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が
支払われないほか罰金（報酬の減額）がある
か

ＮＯ ＹＥＳ

その対価に係る請求書等の作成がされている
か ＮＯ ＹＥＳ

その対価が材料代等の実費とそれ以外に区分
して請求されるか ＹＥＳ ＮＯ

その対価が経費分も含めて一括で請求されて
いるか ＮＯ ＹＥＳ
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」会社が社内旅行の費用負担をしたら税務調査では？

　昨今は従業員の採用がどんどん難しくなっており、「働き方改

革」を含め、会社としても従業員に対する満足度をいかに上げ

るかが課題になっています。

　そうした中で、社内旅行に行く会社もあると思いますが、で

は社内旅行の費用を会社が全額負担した場合はどうなるので

しょうか。

�

　社内旅行の課税関係を説明する前に、原則となる税務の考え

方を解説します。

　会社は従業員に給与を支払うと、所得税を源泉徴収する義務

があります。さらに、会社が従業員に対して、実質的に金銭を

支給したのと同じと認められるケースには、給与の上乗せとし

て計算することになります。これを「経済的利益」と呼びます。

　例えば、給与が３０万円の従業員に対して、会社が借上げた

マンション（家賃１０万円）を無償で住ませている場合、この

従業員に対する所得税は３０万円のみならず、１０万円を含め

た４０万円を額面給与として所得税が課されることになります

（一部従業員から家賃を徴収している場合は、このような課税が

なされない場合があります）。

会社が社内旅行の費用負担をしたら税務調査では？
　この「経済的利益」の考え方は、社内旅行にも当てはまります。

　社内旅行の費用を会社が負担するということは、従業員各自

に対して旅行代をプレゼントしているのと実質的には同じです

から、本来であれば、各従業員に旅行代金を給与額に上乗せして、

所得税を支払うことになります。

　従業員からすれば、会社の企画で社内旅行に行ったばかりに、

税金を多く払うことになりますから、手取り額が少なくなりま

す。

　ここで、社内旅行に課税しない（経済的利益がなかったもの

とする）基準が国税庁から公表されています。

「No.2603　従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

gensen/2603.htm

　ここに明記されているように、社内旅行の費用を従業員に対

して課税しないためには、原則として、下記２つの要件を満た

す必要があります。

①旅行の期間が４泊５日以内であること。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」会社が社内旅行の費用負担をしたら税務調査では？

②旅行に参加した人数が全体の人数の５０％以上であること。

　少なくとも、この 2つの要件を満たしていないと、税務調査

では否認されてしまい、給与に上乗せした所得税を支払うこと

になります（会社が源泉徴収漏れとして課税されます）ので、

注意が必要です。

　また、国税庁のサイトには明記されていませんが、高額な社

内旅行の負担も、課税されることになるので注意が必要です。

　「高額とはいくらか？」という話になるのですが、これは非常

に難しい問題です。なぜなら、法律などに「いくらならOK」と

は書かれていないからです。

上記の国税庁サイトを見ると、認められる（非課税になる）金

額として、「旅行費用２５万円（内使用者負担１０万円）」とあ

りますから、会社負担額が１５万円であれば大丈夫（高額では

ない）ことはわかります。

　過去の裁判（判決）などを参考にすると、会社負担額が従業

員１人あたり２０万円程度であれば課税されていませんが、そ

れを超えると課税されるケースが多いようです。

　このように、社内旅行の費用に課税されないためには、「旅行

の期間」「従業員の参加割合」「１人当たりの費用負担額」に配

慮しなければ、税務調査において否認・課税されてしまうので

注意が必要になります。

　「会社が社内旅行代を全額負担して何が悪いのか？」「年に１

回くらい豪華な旅行に行ってもいいだろう」と考える経営者も

多いとは思いますが、思わぬ課税を受けないためには、上記の

要件を守る、もしくは、高額になる場合は従業員に一部費用を

負担してもらうなど、配慮が必要ということになります。
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〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」会社負担の福利厚生費が否認されないために

　社内規程を設けて、法人が負担する福利厚生を実施している

会社も多いでしょう。その典型的なものは「人間ドック」の費

用負担です。

　人間ドックの費用負担については、（原則として）福利厚生費

として会社負担にしても問題ない（課税しない）ことは、下記

の国税庁ホームページでも明記されています。

「人間ドックの費用負担」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm

【照会要旨】

A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、

全員について春秋 2回定期的に健康診断を実施しているほか、

成人病の予防のため、年齢 35歳以上の希望者の全てについて

2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、

会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保で

きる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することと

していますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、

会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。

【回答要旨】

給与等として課税する必要はありません。

会社負担の福利厚生費が否認されないために 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担す

るような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の

健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている

人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることな

どから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、

かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する

場合には、給与等として課税する必要はありません。

　さて、この国税庁の解説を読むと、人間ドックの費用について、

どんな場合でも福利厚生費とすることが認められているわけで

はなく、あくまでも「一定年齢以上の希望者は全て検診を受け

ることができ」などの条件が付けられていることがわかります。

　この点は勘違いされている経営者が多いので、しっかりと解

説しておきましょう。

　まず、税務調査で人間ドックの費用が否認されてしまう事例

を挙げておきましょう。

【税務調査で否認される例】

〇役員（２人・親族ではない）が受けた人間ドックの費用を福

利厚生費として計上していた
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〇人間ドックの費用は約７万円／人

〇福利厚生規程が存在し、その中には「取締役は定期的に人間

ドックを受診し、その費用は会社が負担するものとする」と記

載あり

〇役員以外の社員は法定の健康診断のみ受診しており、人間ドッ

クは受診していない（規程には役員のみの記載があり、従業員

に関する規定はない）

〇調査官は「全従業員が受診できない以上、役員に対する経済

的利益の供与となり給与課税」として否認指摘をした

　さて、このような税務調査でよくある反論は、「社内規程通り

にしているわけだから、問題ないはず・認められるはず」とい

うものですが、この反論内容は間違っており、調査官の言い分

が正しいことになります。

　人間ドックの費用を会社の経費（福利厚生費）にするには、

まず全従業員が受診できることが条件になります。特定の者だ

けが認められる権利・行為は、その者に対する経済利益とする

考え方です。これを「水平的公平性」と呼びます。

　上記の例でいえば、全従業員が受診できるという規程であれ

ば、経費として認められることになります（実際に受診してい

るかは別問題）。

　もちろん、受診者にある一定の条件を課すこと自体は（公平

性があれば）認められています。

　例えば、「雇用期間が３年以上経過した従業員を対象とする」

「事業年度開始日において４０歳以上の従業員を対象とする」な

どです。

　一方で、「垂直的公平性」という考え方もあります。人間ドッ

クの費用負担でいうと、規程上

役　員：５万円以内

従業員：３万円以内

など、役員と従業員に差があったとして、その差が通常考え得

る範囲内であれば認められるものです。

　これは、出張において役員だけがグリーン車・ビジネスクラ

スに乗れるということと、解釈上は何ら変わりません。

　この水平的公平性と垂直的公平性の両方を適正に満たしてい

る場合に限って、経費として認められるということになります。
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これは人間ドックの費用のみならず、会社が負担する従業員の

費用について全てに共通する考え方です。

　特に、社労士などの専門家に社内規程の作成を任せており、

その社内規程どおりに運用していれば大丈夫なはず、というの

は税務調査では通りませんので、注意が必要なポイントです。

　税務調査でもっとも問題になりやすい項目の１つが、重加算

税です。

　実際のところ、国税庁が公表している統計によると、法人に

対する税務調査のうち、約２０％に重加算税が課されているの

が実態なのです。

　重加算税の法的要件は簡単にいうと、「仮装」または「隠ぺい」

と認定される行為をしたこと。「仮装」とは、請求書の数字を書

き換えるなど、何かをねつ造したり偽造したりすること。また「隠

ぺい」とは、本来ある請求書を隠したりすることです。

　ただし、これらはあくまでも例示であって、１つの行為を「仮

装または隠ぺい」に該当するのかどうかを判断・判別するのは

殊のほか難しいのもまた事実です。

　例えば、毎月払っている外注先に対する支払い。これがたま

たま、ある月だけ帳簿に２重に計上されていたとしましょう。

つまり、一部の経費が２倍になっていたわけです。

　この事実を調査官が見つけた場合は、こう言うでしょう。

「経費の２重計上ですね。これは仮装行為になりますので重加算

税ですよ！」

なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか？

140 141



〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」なぜ税務調査で重加算税を課されたらダメなのか？

　しかし、実際のところはどうなのでしょうか。経費を増やし

て税金を減らしたければ、そんなバレバレのことを本当にする

ものでしょうか。おそらく、真相はこうでしょう。

「取引先からの請求書を誤って２回入力してしまった。そして、

決算のときに気付かずにそのまま申告してしまった。」

　これが真実なのだとすれば、ただのミスなわけです。ミスに

重加算税という罰則が課されるのはおかしいとは思いませんか。

　確かに法律上は「仮装または隠ぺいの場合は重加算税」と規

定されているのですが、何が「仮装」で、何が「隠ぺい」では

ないのかの線引きは、もはや言葉の定義によるわけです。

　ここでわかりやすい線引きは、「わざとやったかどうか」だと

覚えておいてください（あくまでもわかりやすく説明していま

す）。

　言葉の意味合いを考えてみてください。「わざとじゃない仮装」

というのはあり得ませんよね。「うっかり隠ぺい」もないわけで

す。「仮装」や「隠ぺい」と認定するためには、「わざとやった

こと＝故意」が要件となるわけです。

　上記の例でいうと、調査官が重加算税だと主張してきた場合、

こう反論することです。

「ちょっと待ってください。これはどう考えても、ただのミスで

しょう。本当に脱税したければ、同じ日に同じ金額で同じ取引

先に対して支払った入力しないですよ！」

　つまり、ミスであることを主張すれば重加算税は課されない

のです。

　税務調査において重要なのは「駆け引き＝交渉」です。税務

署とモメることがいいわけではありません。税務調査が長引く

のは誰でも嫌ですし、モメて得することがないのもまた事実で

すから。

　しかし、税務調査において譲れないポイントがあるとすれば、

それは重加算税です。なぜなら、重加算税には３つの大きなデ

メリットがあるからです。

①３５％の重加算税

　税務調査の結果として誤りが見つかり、修正申告になったと

すれば、通常１０％の加算税が課されます。これを過少申告

加算税といいます。つまり、誤っていたのだから、罰則的な

１０％を追加的に払わなければならない、というわけです。

　しかし、重加算税となると、１０％ではなく「３５％」の税
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率に上がります。つまり、重加算税だと追徴税額が２５％増し

になるのです。

②延滞税

　ここは気付いていない人が多いのですが、重加算税になると

実は延滞税が一気に高くなります。延滞税は税金の納付が遅れ

たという意味合いで、利子と同じ効力をもつものなのですが、

実際は計算上１年分のみ課される（特例）ことになっています。

　しかし、重加算税の場合はこの特例計算ができないため、延

滞税が非常に高くなるのです。

③以後の税務調査に影響する

　支払う追徴税額は①②を合わせた分だけ多くなるのですが、

さらに、重加算税を課されると、それ以降税務調査に入られや

すくなります。

　これは税務署が、過去に重加算税を課した会社や個人事業主

をマークしているからに他なりません。

　重加算税を課されたということは、過去に税金を「わざと誤

魔化していた」という事実の認定なのですから、当然といえば

当然の顛末かもしれません。

　税務調査が早く終わるからといって、安易に重加算税を受け

入れるべきではない理由がおわかりいただけたかと思います。

このようなデメリットをきちんと知ったうえで、税務調査に臨

む必要があるというわけです。
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　前項では、税務調査において重加算税を課されてはならない

理由について解説しましたが、最近の税制改正において厳しい

規定が追加されましたので、さらに注意が必要となります。

　この改正の目的は、加算税率を加重することで、「悪質な行為

を防止する」こととされています。

　具体的な改正内容は下記となっています。

○過去５年以内に税務調査において重加算税を賦課されていた

法人

○再び税務調査において重加算税を課された場合

○加算税を１０％加重する

　つまり、５年以内に重加算税を賦課された事績があれば、今

回の重加算税は、３５％ではなく４５％になるものです。次ペー

ジでは、「改正後の加算税割合」として、加算税の税率について

一覧表として載せておきます。

　この加重措置によってさらに、税務調査では重加算税を安易

に受け入れてならない理由が増えたことになります。

さらに以降の重加算税が加重される 【改正後の加算税割合】（太線枠部分が改正箇所となります。）

加算税の区分

期限後申告等があった日前 5年以
内に同じ税目に対して無申告加算
税又は重加算税を課された（徴収
された）ことの有無

無 有

無申告加算税 15%
〔20%〕

25%
〔30%〕

重加算税（過少申告加算税に代えて課さ
れるもの又は不納付加算税に代えて徴収
されるもの）

35% 45%

重加算税（無申告加算税に代えて課され
るもの） 40% 50%

（注）〔　〕書きは、加重される部分（50万円を超える部分）に対する加算税割合を表します。
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「No.9205　延滞税について」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

osirase/9205.htm

[ 平成 31年 4月 1日現在法令等 ]

　税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則と

して法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利

息に相当する延滞税が自動的に課されます。

　延滞税のあらましは次のとおりです。

　また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページで

ご確認ください。

1　延滞税がかかる場合

　例えば次のような場合には延滞税が課されます。

（1）　申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないと

き。

（2）　期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しな

ければならない税額があるとき。

（3）　更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければなら

【本書で引用した国税庁ホームページ】（本書掲載順）
ない税額があるとき。

　いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日

数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

　なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、

加算税などに対しては課されません。

2　延滞税の割合

　法定納期限（注 1）の翌日から納付する日までの日数に応じ

て次の割合により延滞税が課されます。

（1）　納期限（注 2）の翌日から 2月を経過する日まで

　原則として年「7.3％」

　

　ただし、平成 12年 1月 1日から平成 25年 12月 31日まで

の期間は、「前年の 11月 30 日において日本銀行が定める基準

割引率+4％」の割合となります。

　また、平成 26年 1月 1日以後の期間は、年「7.3％」と「特

例基準割合（注 3）+1％」のいずれか低い割合となります。なお、

具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年2.6％
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平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7％

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8％

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9％

平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3％

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5％

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7％

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4％

平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1％

平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5％

（2）　納期限の翌日から 2月を経過した日以後

　原則として年「14.6％」

　ただし、平成 26年 1月 1日以後の期間は、年「14.6％」と

「特例基準割合＋ 7.3％」のいずれか低い割合となります。なお、

具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、年8.9％

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0％

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1％

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2％

（注 1）　法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税

を納付すべき期限をいいます。

（注 2）　納期限は次のとおりです。

期限内に申告された場合には法定納期限

期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日

更正・決定の場合には更正通知書を発した日から 1月後の日

（注 3）　特例基準割合とは、各年の前々年の 10月から前年の 9

月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合

計を 12で除して得た割合として各年の前年の 12月 15日まで

に財務大臣が告示する割合に、年 1％の割合を加算した割合を

いいます。

3　延滞税の計算期間の特例

偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の

場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例

があります。

（1）　期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後 1年を

経過してから修正申告又は更正があったとき。

（2）　期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後 1年
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を経過してから修正申告又は更正があったとき。

（3）　確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに

修正申告又は更正があったとき（平成 29年 1月 1日以後に法

定納期限が到来する国税について適用されます。）。

4　延滞税の端数計算

（1）　本税の額に 10,000 円未満の端数があるときは、これを切

り捨てて計算します。

（2）　計算した延滞税の額に 100 円未満の端数があるときは、

これを切り捨てて納付することになります。

延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署

にご相談ください。

（通法 35、60、61、118、119、措法 94）

「第 1款　交際費等の範囲」

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/

sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

（交際費等の意義）

61の 4（1）－ 1　措置法第 61条の 4第 4項に規定する「交

際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人

がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、

供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する

ものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有す

るものは交際費等には含まれないものとする。（昭 57年直法 2

－ 11「十一」、平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 26年課法 2－

6「三十二」により改正）

（1）　寄附金

（2）　値引き及び割戻し

（3）　広告宣伝費

（4）　福利厚生費

（5）　給与等

（寄附金と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 2　事業に直接関係のない者に対して金銭、物

品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費
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等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でし

た贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは

交際費等に含まれないものとする。（平 6年課法 2－ 5「三十一」

により改正）

（1）　社会事業団体、政治団体に対する拠金

（2）　神社の祭礼等の寄贈金

（売上割戻し等と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 3　法人がその得意先である事業者に対し、売

上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額

ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほ

かに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金

銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。（平 6

年課法 2－ 5「三十一」、平 30年課法 2－ 8「一」により改正）

（注）

1　「得意先である事業者に対し金銭を支出する」とは、得意先

である企業自体に対して金銭を支出することをいうのであるか

ら、その金額は当該事業者の収益に計上されるものである。

2　得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産とし

て販売し若しくは使用することが明らかな物品（以下「事業用

資産」という。）又はその購入単価が少額（おおむね3,000円以下）

である物品（以下 61の 4（1）－ 5までにおいて「少額物品」

という。）を交付する場合（その交付の基準が上記の売上割戻し

等の算定基準と同一である場合に限る。）におけるこれらの物品

を交付するために要する費用についても同様とする。

（売上割戻し等と同一の基準により物品を交付し又は旅行、観劇

等に招待する費用）

61の 4（1）－ 4　法人がその得意先に対して物品を交付する

場合（61の 4（1）－ 3（注）2の場合を除く。以下 61の 4（1）

－ 4において同じ。）又は得意先を旅行、観劇等に招待する場合

には、たとえその物品の交付又は旅行、観劇等への招待が売上

割戻し等と同様の基準で行われるものであっても、その物品の

交付のために要する費用又は旅行、観劇等に招待するために要

する費用は交際費等に該当するものとする。ただし、物品を交

付する場合であっても、その物品が少額物品であり、かつ、そ

の交付の基準が 61の 4（1）－ 3の売上割戻し等の算定基準と

同一であるときは、これらの物品を交付するために要する費用

は、交際費等に該当しないものとすることができる。（昭 54年

直法 2－ 31「十九」、平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 30年課

法 2－ 8「一」により改正）

（景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費

用）
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61 の 4（1）－ 5　製造業者又は卸売業者が得意先に対しいわ

ゆる景品引換券付販売又は景品付販売により交付する景品につ

いては、その景品（引換券により引き換えられるものについて

は、その引き換えられる物品をいう。）が少額物品であり、かつ、

その種類及び金額が当該製造業者又は卸売業者で確認できるも

のである場合には、その景品の交付のために要する費用は交際

費等に該当しないものとすることができる。（昭 54年直法 2－

31「十九」、平 6年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（注）　景品引換券付販売に係る景品の交付に要する費用を基本

通達 9－ 7－ 3により未払金に計上している場合においても、

当該費用が交際費等に該当するかどうかは、実際に景品を交付

した事業年度においてこの通達を適用して判定することとし、

交際費等に該当するものは当該事業年度の交際費等の額に含め

て損金不算入額を計算する。

（売上割戻し等の支払に代えてする旅行、観劇等の費用）

61 の 4（1）－ 6　法人が、その得意先に対して支出する 61

の 4（1）－ 3に該当する売上割戻し等の費用であっても、一定

額に達するまでは現実に支払をしないで預り金等として積み立

て、一定額に達した場合に、その積立額によりその得意先を旅行、

観劇等に招待することとしているときは、その預り金等として

積み立てた金額は、その積み立てた日を含む事業年度の所得の

金額（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該

連結事業年度の連結所得の金額）の計算上損金の額に算入しな

いで、旅行、観劇等に招待した日を含む事業年度において交際

費等として支出したものとする。（昭 54年直法 2－ 31「十九」、

平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 15年課法 2－ 7「五十七」に

より改正）

（注）　この場合に、たまたまその旅行、観劇等に参加しなかっ

た得意先に対し、その預り金等として積み立てた金額の全部又

は一部に相当する金額を支払ったとしても、その支払った金額

は交際費等に該当する。

（事業者に金銭等で支出する販売奨励金等の費用）

61の 4（1）－ 7　法人が販売促進の目的で特定の地域の得意

先である事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資

産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。ただし、

その販売奨励金等として交付する金銭の全部又は一部が 61の 4

（1）－ 15の（5）に掲げる交際費等の負担額として交付される

ものである場合には、その負担額に相当する部分の金額につい

てはこの限りでない。（昭 54年直法 2－ 31「十九」、平 6年課

法 2－ 5「三十一」、平 19年課法 2－ 3「三十七」により改正）

（注）　法人が特約店等の従業員等（役員及び従業員をいう。以

下同じ。）を被保険者とするいわゆる掛捨ての生命保険又は損害

156 157



〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」【本書で引用した国税庁ホームページ】（本書掲載順）

保険（役員、部課長その他特定の従業員等のみを被保険者とす

るものを除く。）の保険料を負担した場合のその負担した金額は、

販売奨励金等に該当する。

（情報提供料等と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 8　法人が取引に関する情報の提供又は取引の

媒介、代理、あっせん等の役務の提供（以下 61の 4（1）－ 8

において「情報提供等」という。）を行うことを業としていない

者（当該取引に係る相手方の従業員等を除く。）に対して情報提

供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の

交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の

交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付

に要した費用は交際費等に該当しない。（昭 54年直法 2－ 31

「十九」、平 6年課法 2－ 5「三十一」により追加、平 19年課

法 2－ 3「三十七」、平 23年課法 2－ 17「三十」、平 28年課

法 2-11「三十一」により改正）

（1）　その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくもの

であること。

（2）　提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明ら

かにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受

けていること。

（3）　その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に

照らし相当と認められること。

（注）　この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は

外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受

ける金品に係る所得が所得税法第 161 条第 1項各号又は法第

138条第 1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当する

ときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義

務が生ずることがあることに留意する。

（広告宣伝費と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 9　不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図

するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなも

のは交際費等に含まれないものとする。（昭 52年直法 2－ 33

「34」、昭 54年直法 2－ 31「十九」、平 6年課法 2－ 5「三十一」

により改正）

（1）　製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し

金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇

等に招待するために要する費用

（2）　製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般

消費者に対し金品を交付するために要する費用

（3）　製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般

消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、

その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のた
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めに要する費用

（4）　小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付

するために要する費用

（5）　一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用（こ

れらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。）

（6）　得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用

（7）　製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に

関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般

消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼

として金品を交付するために通常要する費用

（注）　例えば、医薬品の製造業者（販売業者を含む。以下 61

の 4（1）－ 9において同じ。）における医師又は病院、化粧品

の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業

者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資

材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における

鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者

には当たらない。

（福利厚生費と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 10　社内の行事に際して支出される金額等で次

のようなものは交際費等に含まれないものとする。（昭 52年直

法 2－ 33「35」、昭 54年直法 2－ 31「十九」、平 6年課法 2

－ 5「三十一」、平 19年課法 2－ 3「三十七」により改正）

（1）　創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等に

おおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費

用

（2）　従業員等（従業員等であった者を含む。）又はその親族等

の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要す

る費用

（災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等）

61 の 4（1）－ 10 の 2　法人が、災害を受けた得意先等の取

引先（以下 61の 4（1）－ 10の 3までにおいて「取引先」と

いう。）に対してその復旧を支援することを目的として災害発生

後相当の期間（災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開す

るための復旧過程にある期間をいう。以下 61の 4（1）－ 10

の 3において同じ。）内に売掛金、未収請負金、貸付金その他こ

れらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免

除したことによる損失は、交際費等に該当しないものとする。

　既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る

賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を

行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び

災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する

場合も、同様とする。（平 7年課法 2－ 7「二十八」により追加）
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（注）　「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、

特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格

交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引

関係にあると認められる者が含まれる。

（取引先に対する災害見舞金等）

61 の 4（1）－ 10 の 3　法人が、被災前の取引関係の維持、

回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対し

て行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務

の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとす

る。（平 7年課法 2－ 7「二十八」により追加、平 10年課法 2

－ 7「四」、平 19 年課法 2－ 3「三十七」、平 23 年課法 2－

17「三十」により改正）

（注）

1　自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失

又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償でほてんした場

合も、同様とする。

2　事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から

購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、

当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与さ

れるものを含むものとする。

3　取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額

に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、

受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与す

る物品並びに令第 133条に規定する使用可能期間が 1年未満で

あるもの及び取得価額が 10万円未満のものについては、この

限りでない。

（自社製品等の被災者に対する提供）

61 の 4（1）－ 10 の 4　法人が不特定又は多数の被災者を救

援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、交

際費等に該当しないものとする。（平 7年課法 2－ 7「二十八」

により追加）

（協同組合等が支出する災害見舞金等）

61の 4（1）－ 11　協同組合等がその福利厚生事業の一環とし

て一定の基準に従って組合員その他直接又は間接の構成員を対

象にして支出する災害見舞金等は、協同組合等の性格にかえり

み、交際費等に該当しないものとする。（昭 54年直法 2－ 31

「十九」により追加、平 6年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（給与等と交際費等との区分）

61の 4（1）－ 12　従業員等に対して支給する次のようなもの

は、給与の性質を有するものとして交際費等に含まれないもの
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とする。（平6年課法2－5「三十一」、平19年課法2－3「三十七」

により改正）

（1）　常時給与される昼食等の費用

（2）　自社の製品、商品等を原価以下で従業員等に販売した場合

の原価に達するまでの費用

（3）　機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したものの

うち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないも

の

（特約店等のセールスマンのために支出する費用）

61の 4（1）－ 13　製造業者又は卸売業者が自己又はその特約

店等に専属するセールスマン（その報酬につき所得税法第 204

条の規定の適用を受ける者に限る。）のために支出する次の費用

は、交際費等に該当しない。（昭 54年直法 2－ 31「十九」、平

6年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（1）　セールスマンに対し、その取扱数量又は取扱金額に応じて

あらかじめ定められているところにより交付する金品の費用

（2）　セールスマンの慰安のために行われる運動会、演芸会、旅

行等のために通常要する費用

（3）　セールスマン又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基

準に従って交付する金品の費用

（注）　（1）に定める金品の交付に当たっては、同条第 1項の規

定により所得税の源泉徴収をしなければならないことに留意す

る。

（特約店等の従業員等を対象として支出する報奨金品）

61 の 4（1）－ 14　製造業者又は卸売業者が専ら自己の製品

等を取り扱う特約店等の従業員等に対し、その者の外交販売に

係る当該製品等の取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ明

らかにされているところにより交付する金品の費用については、

61の 4（1）－ 13の（1）に掲げる費用の取扱いの例による。

（昭 55年直法 2－ 15「十三」により追加、平 6年課法 2－ 5

「三十一」、平 19年課法 2－ 3「三十七」、平 20年課法 2－ 1

「二十七」により改正）

（交際費等に含まれる費用の例示）

61の 4（1）－ 15　次のような費用は、原則として交際費等の

金額に含まれるものとする。ただし、措置法第 61条の 4第 4

項第 2号の規定の適用を受ける費用を除く。（昭 52年直法 2－

33「36」、昭 54年直法 2－ 31「十九」、昭 55年直法 2－ 15

「十三」、平6年課法2－5「三十一」、平7年課法2－7「二十八」、

平 19年課法 2－ 3「三十七」、平 20年課法 2－ 1「二十七」、

平 23 年課法 2 － 17「三十」、平 26 年課法 2 － 6「三十二」

により改正）
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（1）　会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通

費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、

起工式、落成式等におけるこれらの費用（これらの費用が主と

して61の4（1）－10に該当するものである場合の費用を除く。）

（注）　進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要

する費用は、交際費等に該当しない。

（2）　下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための

運動費等の費用

（注）　これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対

して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費

等に該当しない。

（3）　得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金

品等の費用（61の 4（1）－ 10の 2から 61の 4（1）－ 11まで、

61の 4（1）－ 13の（3）及び 61の 4（1）－ 18の（1）に

該当する費用を除く。）

（4）　得意先、仕入先その他事業に関係のある者（製造業者又は

その卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸

売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。）等を旅行、観劇

等に招待する費用（卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から

受け入れる（5）の負担額に相当する金額を除く。）

（5）　製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対

し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用

の全部又は一部を負担した場合のその負担額

（6）　いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対

して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出す

る金品に係るもの

（7）　建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周

辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、

観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけ

るこれらの行為のために要した費用

（注）　周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による

損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に

該当しない。

（8）　スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商

店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために

支出する運動費等（営業補償等の名目で支出するものを含む。）

の費用

（注）　その進出に関連して支出するものであっても、主として

地方公共団体等に対する寄附金の性質を有するもの及び令第 14

条第 1項第 6号イに掲げる費用の性質を有するものは、交際費

等に該当しない。

（9）　得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として

支出する金品の費用（61の 4（1）－ 14に該当する費用を除く。）

（10）　建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談
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合金その他これに類する費用

（11）　（1）から（10）までに掲げるもののほか、得意先、仕

入先等社外の者に対する接待、供応に要した費用で 61の 4（1）

－ 1の（1）から（5）までに該当しない全ての費用

（飲食その他これに類する行為の範囲）

61の4（1）－15の2　措置法第61条の4第4項に規定する「飲

食その他これに類する行為」（以下「飲食等」という。）には、

得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応の際の飲食の他、

例えば、得意先、仕入先等の業務の遂行や行事の開催に際して、

得意先、仕入先等の従業員等によって飲食されることが想定さ

れる弁当等の差し入れが含まれることに留意する。（平 19年課

法 2－ 3「三十七」により追加、平 26年課法 2－ 6「三十二」

により改正）

（注）　例えば中元・歳暮の贈答のように、単なる飲食物の詰め

合わせ等を贈答する行為は、飲食等には含まれない。ただし、

本文の飲食等に付随して支出した費用については、当該飲食等

に要する費用に含めて差し支えない。

（旅行等に招待し、併せて会議を行った場合の会議費用）

61の 4（1）－ 16　製造業者又は卸売業者が特約店その他の販

売業者を旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明、販売技

術の研究等の会議を開催した場合において、その会議が会議と

しての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要す

ると認められる費用の金額は、交際費等の金額に含めないこと

に取り扱う。（平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 19年課法 2－

3「三十七」により改正）

（注）　旅行、観劇等の行事に際しての飲食等は、当該行事の実

施を主たる目的とする一連の行為の一つであることから、当該

行事と不可分かつ一体的なものとして取り扱うことに留意する。

ただし、当該一連の行為とは別に単独で行われていると認めら

れる場合及び本文の取扱いを受ける会議に係るものと認められ

る場合は、この限りでない。

（現地案内等に要する費用）

61の 4（1）－ 17　次に掲げる費用は、販売のために直接要す

る費用として交際費等に該当しないものとする。（昭 50年直法

2－ 21「41」、昭 52年直法 2－ 33「37」、昭 54年直法 2－

31「十九」、平 6年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（1）　不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧

客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のため

に通常要する費用

（2）　旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをす

るに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特
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定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食

事若しくは宿泊のために通常要する費用（旅行先の旅館業者等

がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含

む。）

（3）　新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合

の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用

（4）　自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得

意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交

通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用

（下請企業の従業員等のために支出する費用）

61 の 4（1）－ 18　次に掲げる費用は、業務委託のために要

する費用等として交際費等に該当しないものとする。（昭 52年

直法 2－ 33「38」により追加、昭 54年直法 2－ 31「十九」、

平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 7年課法 2－ 7「二十八」、平

19年課法 2－ 3「三十七」により改正）

（1）　法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等

がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災

害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて

見舞金品を支出するために要する費用

（2）　法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達

成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的

に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業

員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要

する費用

（3）　法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている

企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者（例えば、

検針員、集金員等）の慰安のために行われる運動会、演芸会、

旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額

（4）　法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従

業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従っ

て支給する金品の費用

（商慣行として交付する模型のための費用）

61 の 4（1）－ 19　建物、プラント、船舶等の建設請負等を

した建設業者又は製造業者が、その発注者に対して商慣行とし

て当該建設請負等の目的物の模型を交付するために通常要する

費用は、交際費等に含まれないものとする。（昭 52年直法 2－

33「38」により追加、平 6年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（カレンダー、手帳等に類する物品の範囲）

61 の 4（1）－ 20　措置法令第 37 条の 5第 2項第 1号に規

定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付すること

を目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額
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が少額であるものとする。（平 6年課法 2－ 5「三十一」、平 19

年課法 2－ 3「三十七」により改正）

（会議に関連して通常要する費用の例示）

61の 4（1）－ 21　会議に際して社内又は通常会議を行う場所

において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待

に要する費用は、原則として措置法令第 37条の 5第 2項第 2

号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類

する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するもの

とする。（昭54年直法2－31「十九」、平6年課法2－5「三十一」、

平 19年課法 2－ 3「三十七」により改正）

（注）

1　会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。

2　本文の取扱いは、その 1人当たりの費用の金額が措置法令

第 37条の 5第 1項に定める金額を超える場合であっても、適

用があることに留意する。

（交際費等の支出の相手方の範囲）

61の 4（1）－ 22　措置法第 61条の 4第 4項に規定する「得

意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法

人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の

利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含む

ことに留意する。（昭 57年直法 2－ 11「十一」、平 6年課法 2

－ 5「三十一」、平 26年課法 2－ 6「三十二」により改正）

（交際費等の支出の方法）

61 の 4（1）－ 23　措置法第 61 条の 4第 4項に規定する法

人の支出する交際費等は、当該法人が直接支出した交際費等で

あると間接支出した交際費等であるとを問わないから、次の点

に留意する。（昭 57年直法 2－ 11「十一」、平 6年課法 2－ 5

「三十一」、平 19年課法 2－ 3「三十七」、平 26年課法 2－ 6

「三十二」により改正）

（1）　2以上の法人が共同して接待、供応、慰安、贈答その他こ

れらに類する行為をして、その費用を分担した場合においても

交際費等の支出があったものとする。

（2）　同業者の団体等が接待、供応、慰安、贈答その他これら

に類する行為をしてその費用を法人が負担した場合においても、

交際費等の支出があったものとする。

（3）　法人が団体等に対する会費その他の経費を負担した場合に

おいても、当該団体が専ら団体相互間の懇親のための会合を催

す等のために組織されたと認められるものであるときは、その

会費等の負担は交際費等の支出があったものとする。

（注）　措置法令第 37条の 5第 1項に規定する「飲食費として

支出する金額」とは、その飲食等のために要する費用の総額を
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いう。したがって、措置法第 61条の 4第 4項第 2号の規定の

適用に当たって、例えば、本文の（1）又は（2）の場合におけ

るこれらの法人の分担又は負担した金額については、その飲食

等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で

除して計算した金額が 5,000 円以下であるときに、同号の規定

の適用があることに留意する。ただし、分担又は負担した法人

側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する

1人当たりの費用の金額がおおむね 5,000 円程度に止まると想

定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定し

て差し支えない。

（交際費等の支出の意義）

61 の 4（1）－ 24　措置法第 61 条の 4第 1項に規定する各

事業年度において支出した交際費等とは、交際費等の支出の事

実があったものをいうのであるから、次の点に留意する。（平 6

年課法 2－ 5「三十一」により改正）

（1）　取得価額に含まれている交際費等で当該事業年度の損金の

額に算入されていないものであっても、支出の事実があった事

業年度の交際費等に算入するものとする。

（2）　交際費等の支出の事実のあったときとは、接待、供応、慰

安、贈答その他これらに類する行為のあったときをいうのであ

るから、これらに要した費用につき仮払又は未払等の経理をし

ているといないとを問わないものとする。
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「No.6496　仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

shohi/6496.htm

[ 平成 30年 4月 1日現在法令等 ]

　

　仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実

を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。

　また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉

鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から 2か月を

経過した日から 7年間保存することとされていますが、6年目

と 7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととさ

れています。

　なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。

①　税込みの支払額が 30,000 円未満の場合には、請求書等の

保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこ

ととされています。

②　税込みの支払額が 30,000 円以上であっても請求書等の交

付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には

請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場

合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び

相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされ

ています。

（注）平成 31年（2019年）10月 1日から平成 35年（2023年）

9月 30日までの仕入税額控除の要件として、一定の事項を記載

した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります。

　また、平成 35年（2023 年）10月 1日以降の仕入税額控除

の要件として、一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書等の

保存が必要となります。詳しくは、特設ページ「消費税の軽減

税率制度について」をご覧ください。

（消法 30、消令 49、50、消規 15の 3、消基通 11-6-2 ～ 7）
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「No.2603　従業員レクリエーション旅行や研修旅行」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

gensen/2603.htm

[ 平成 30年 4月 1日現在法令等 ]

　従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用

者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどう

かは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

1　従業員レクリエーション旅行について

　従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従

業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税

しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認め

られ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものである

ときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給

与としなくてもよいことになっています。

（1）　旅行の期間が 4泊 5日以内であること。

　海外旅行の場合には、外国での滞在日数が 4泊 5日以内であ

ること。

（2）　旅行に参加した人数が全体の人数の 50％以上であること。

　工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の

50％以上が参加することが必要です。

（注 1）　上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自

己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、

参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭

の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。

（注 2）　次のようなものについては、ここにいう従業員レクリ

エーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給

与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

（1）　役員だけで行う旅行

（2）　取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行

（3）　実質的に私的旅行と認められる旅行

（4）　金銭との選択が可能な旅行

（参考）

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

（注）　実際に従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った

場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税

178 179



〜中小企業経営者のための〜「税務調査を受ける前に読む本」【本書で引用した国税庁ホームページ】（本書掲載順）

されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定す

ることとなります。

［事例 1］

イ　旅行期間 3泊 4日

ロ　費用及び負担状況　旅行費用15万円（内使用者負担7万円）

ハ　参加割合 100％

・・・　旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいず

れも満たすと認められることから原則として非課税

［事例 2］

イ　旅行期間 4泊 5日

ロ　費用及び負担状況　旅行費用 25万円（内使用者負担 10万

円）

ハ　参加割合 100％

・・・　旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいず

れも満たすと認められることから原則として非課税

［事例 3］

イ　旅行期間 5泊 6日

ロ　費用及び負担状況　旅行費用 30万円（内使用者負担 15万

円）

ハ　参加割合 50％

・・・　旅行期間が 5泊 6日以上のものについては、その旅行は、

社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから

課税

2　研修旅行について

　研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、そ

の費用は給与として課税されません。

　しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与と

して課税されます。

　また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な

部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部

分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

　例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を

行うために直接必要なものとはなりません。

（1）　同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅

行

（2）　旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行

（3）　観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

（所基通 36-30、36-50、37-17 ～ 19、昭 63・5直法 6-9 外）
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株式会社KACHIEL
電話０３-５４２２-６１６６　FAX０３-５４２２-６９９２

※本書の内容に関するお問い合わせは下記までお願いします。
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	 著　者	 久保憂希也
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※各社名および各商品名・サービス名などは各社の登録商標または商標です。

本書では説明の便宜のためにその商標または登録商標などを記載しておりますが、そちらの商標

権の侵害を行う意志、目的はありません。

・落丁本、乱丁本は弊社まで着払いでお送りください。お取替えいたします。

・本著の無断転写（コピー）は法律による例外を除き禁止されています。

・		本書の電子化は私的使用に限り、著作権法上認められています。ただし、代行業者等の第三者による電

子データ化および電子書籍化は、いかなる場合も認められておりません。

・		弊社の刊行物は旧字体で表示（変換）できない漢字はすべて新字体で表示することを基本としております。

旧字体の重要性や歴史的経緯は十分に尊重しておりますが、書籍制作の都合上やむを得ない処置である

ことをご理解いただき、予めご了承いただければと思います。皆様のご理解、ご協力に感謝いたします。


