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   日本税理士会連合会 

会長 神 津 信 一 
 

税理士の業務は、国民・納税者との信頼関係のうえに成り立っています。 

 日本税理士会連合会の「登録時研修」は、新入会員を対象に、税務の専門家として活動

していくうえで必要不可欠な知識・技能を修得するため実施しています。 

 周知のとおり、わが国の経済・社会構造は、急激な変容を遂げつつあります。その要因

は、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能等の技術の飛躍的な進歩や経済

取引ないし企業活動の国際化にあり、それに伴って国民・納税者のニーズも広範多岐に及

び、税理士の専門家としての責任も従来にも増して厳しく問われています。 

 税理士法第１条では「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場にお

いて、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規

定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。税理士

法は、税理士業務が、社会的、公共的な性格を有するものであることを前提として、税理

士業務を税理士のみに認められた無償独占業務とすることにより、税理士に対し、職業上

の特権を与え、同時に、これに伴う義務を課しています。したがって、税理士は、単に税

法を解釈し適用するだけでなく、税法以上に広く、さらに実務上の適用判断を加えながら、

納税者に対する援助を行う税務の専門家であり、その根底には極めて高度な職業倫理の保

持が求められています。それにより、納税者との間に健全かつ強固な信頼関係を育成する

ことになり、また、税理士に対する社会的評価もより高いものとなっていきます。 

 また、平成26年10月に会則が変更され、研修受講が義務化されました。そして令和元年10

月より、前年度の受講時間等が公表されることとなりました。これらの措置は、税理士制度

が社会における有用な職業専門家の制度として今後も継続・発展していくための整備です。 

本書は、このような意図のもとに「登録時研修」用テキストとして編纂したものです。

その構成・内容は、税理士として当然に修得しておかなければならない知識や技能、具体

的には、税理士制度をはじめ税理士業務に関連する公法・私法、租税法概論といった幅広

い分野に及んでいます。 

 ここに、新入会員の自覚と弛みない研鑽を期待いたします。 

 なお、本書の編纂に当たって、公益財団法人日本税務研究センター及び研修部の皆様か

ら多大なご協力をいただいたことに謝意を表します。 

令和２年８月 



凡   例 

 

 本書では、かっこ書きで根拠条文等を示す場合は、原則として、次のような略号を使用して

いる。 

 ただし、例えば、冒頭の『税理士制度』で「税理士法」の条文を引用するケースのように、

一目で分かる場合は法律等の名称を省略して、単に（法）と表示した。 

 また、施行令、施行規則については、法律の略号の後に「令」「規」を付した。 

 なお、条項号の表示は次のように略した。 

   法人税法第37条第４項第２号 → 法税37条④二 

 

 

◆法律等の略号（50音順） 

 

印税 印紙税法 消税 消費税法 

会 会社法 消基通 消費税法基本通達 

家審 家事審判法 所基通 所得税基本通達 

関税 関税法 所税 所得税法 

行書 行政書士法 整備法 会社法の施行に伴う関係法律 

行審 行政不服審査法  の整備等に関する法律 

行組 国家行政組織法 税徴 国税徴収法 

行訴 行政事件訴訟法 税通 国税通則法 

行手 行政手続法 税理士 税理士法 

刑 刑法 相税 相続税法 

計規 会社計算規則 租特 租税特別措置法 

刑訴 刑事訴訟法 地価税 地価税法 

憲 憲法 地税 地方税法 

公会 公認会計士法 電波 電波法 

戸籍 戸籍法 破 破産法 

国公 国家公務員法 評基通 財産評価基本通達 

裁 裁判所法 弁護 弁護士法 

自治 地方自治法 法基通 法人税基本通達 

社労 社会保険労務士法 法税 法人税法 

酒税 酒税法 民 民法 

商 商法 民訴 民事訴訟法 

商登 商業登記法 民調 民事調停法 

 

 

 

 



◆裁判所名・判例出典の略号 

 

最判     最高裁判所判決 

最(大)判   最高裁判所大法廷判決 

最一小判   最高裁判所第一小法廷判決 

最決     最高裁判所決定 

○○高判   ○○高等裁判所判決 

○○地判   ○○地方裁判所判決 

 

民集     大審院民事判例集・最高裁判所民事判例集 

刑集     大審院刑事判例集・最高裁判所刑事判例集 

集民      最高裁判所民事裁判集 

集刑     最高裁判所刑事裁判集 

高民集    高等裁判所民事判例集 

行裁例集   行政事件裁判例集 

訟月     訟務月報 

判時     判例時報 

税資     税務訴訟資料 

 

   （例） 最高裁判所昭和35年10月７日判決 

 出典 最高裁判所民事判例集14巻12号2420頁 

 →   最判昭和35年10月７日・民集14巻12号2420頁 

 

 

本 書 の 構 成 

 

本書は次のような構成で編集している。 

 

 第１部 税理士制度 

 第２部 関連法規 

       Ⅰ．憲法、  Ⅱ．行政法、  Ⅲ．民法、  Ⅳ．商法・会社法、 Ⅴ．争訟法 

 第３部   租税法概論 

 第４部 会計参与制度及び中小企業の会計に関する指針・中小会計要領 

 税理士法及び関係法令 

 参考文献 

 

なお、各部門の目次は各部門の冒頭に表示した。 

 





第１部  税理士制度 

目  次 

Ⅰ 税理士制度概論  ················· 1 

１． 税理士制度の成立 1 

２． 税理士の使命 5 

Ⅱ 税理士の業務範囲  ·············· 8 

１． 税理士業務 8 

２． 付随業務 13 

３． 補佐人としての出廷陳述 14 

４． 税理士の知見・識見の活用 15 

Ⅲ 税理士の登録と権利・義務 ·· 17 

１． 登録 17 

２． 税理士法人 23 

３． 税理士の権利・義務  26 

４． 税理士業務の制限  38 

Ⅳ 税理士の責任  ··················· 40 

１． 税理士の税理士法上の責任 40 

２． 税理士の民事上の責任 44 

３． 税理士の刑事上の責任 48 

Ⅴ 税理士会の組織  ················ 51 

１．税理士会の設立 51 

２．税理士会の会則と運営 53

３．日本税理士会連合会 58

４．一般社団法人及び一般財団法人法 

に関する法律の準用 59 





 

Ⅰ 税理士制度概論 

１．税理士制度の成立 

 

(１) 税務代理士法の制定 

(ア) 職業としての起源 

（納税者）

（明治29年） （明治32年）

(イ) 税務代理士法 

（税理士法）

（２月23日）
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(ａ) 業務の独占 

（行政

訴訟を除く）

（有償独占）

(ｂ) 資格の限定 

(ｃ) 大蔵大臣の許可 

（不許可処分に対して訴訟を提起することは認められなかった）

(ｄ) 監 督 

(ｅ) 税務代理士会への強制入会 

(ｆ) 税務代理士会の自治機能 

(２) シャウプ勧告と税理士法の制定 

(ア) 日本国憲法の制定 

(イ) シャウプ勧告 

2



 

（第一次勧告）

（第二次勧告）

(ウ) 税理士法の制定 

（地方税など）

(３) 税理士法の改正 

（独立した公正な立場）

（財務書類の作成等）

3



 

（絶対的記載事項）

（以下「改正法」と称する）

（平成26年度税

制改正大綱による）

（略）

（金子宏・租税

法23版・920-921頁）

（絶対的記載事項）

（所属税理士制度に変更）

（財務省告示の改訂）

（懲戒免職等となった公務員等）

4



 

２．税理士の使命 

（新井隆一・租税法の基礎理論・107頁）

 

（新井隆一・税法評論4・184頁）

 

(１) 納税義務の適正な実現 

（日本国憲法） 

（納税の義務）

（国会の地位・立法権）
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（租税法律主義）

（地方公共団体の権能）

 

(２) 税務の専門家 

（東京地判平成７年11月27日・

判時1575号71頁）

（後述44頁以降「税理

士の民事上の責任」参照）

（日税研論集39巻『税理士の民事責任』新井隆一「税理士業務契約に

もとづく税理士の業務」）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦ （①～⑥）

 

(３) 独立した公正な立場 

6



 

 

(４) 申告納税制度の理念 

（第一次的）

（国民）

（弁護士の使命）

（弁護士の職責の根本基準）

（公認会計士の使命）
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（公認会計士の職責）

（税務士の使命）

（職業上の一般的義務）

Ⅱ 税理士の業務範囲 

１．税理士業務 

（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税〔地税10条の

３②〕、法定外目的税その他の政令で定めるものを除く。49条の２第２項10号を除き、以下同じ）

（税務代理・税務書類の作成・税務相談）

（基本通達２－１）

（基本通達２－１）

 

(１) 税務代理 

（税関官署を除き、国税不服審判所を含む。以下同じ）

（以下「申告等」という）

（法２条①一）

（準法律行為を含む）
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（代理の行為） （代行の行為）

（基本通達２－１）

（基本通達２－３）

 

(２) 税務書類の作成 

（以下「申告書等」という） （法２条①二）

（規則１条）

（基本通達２－５）

（書面）
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（財務省令第71号）

 

(３) 税務相談 

（国税通則法２条６号のイからヘまでに掲げる事項およ

び地方税に係るこれらに相当するもの）

（法２条①三）

（基本通達２－６）

 

(４) 税理士業務の独占権 

(ア) 税理士業務の対象となる税目と除外される税目 

（法２条①）

（令１条）

（政令では財産

税と富裕税が規定されていた）

（法52条）

10



 

（法36条）

(イ) 「業とする」の意義 

（２－１） （最判昭和41年３月31日・刑集20巻３号146頁）

（基本通達２－１前段）

－

  

(ウ) 「他人の求めに応じ」の内容 

(５) 所属税理士の業務 

（法２条①） （法２条②）

（旧施行規則８条二ロ）

（規則８条二ロ）

（規則16条③）
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（規則18条）

（秘密を守る義務）

（基本通達38－４）

（付随業務とされる会計業務を含む）

（準則）

（別紙

様式）

（所属税理士として税理士業務を自己受任する者が増えるがどうか等）

（規則）

①

（規則１条の２②）

②

（規則１条の２③）

（当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務

所および当該従たる事務所）

③

（規則１条の２④）

④

（規則１条の２⑤）

⑤

（規則１条の２⑥）

⑥

（規則１条の２⑦）

12



 

２．付随業務 

(１) 会計業務 

（法２条②）

（注）平成17年８月、日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準

委員会が主体となって設立した「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業

の会計に関する指針」を取りまとめた。その後、「中小企業の会計に関する指針」は、「会社法及

び会社法関係法令」を踏まえ平成18年４月に改正され、さらにその後、ほぼ毎年見直しが行われ

ているので留意されたい。現行の基準等は、本テキストの第４部を参照のこと。 

なお、平成24年２月には、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会および学識経

験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」において、中小企業庁、金

融庁および法務省の協力の下、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小

企業が会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等を示した「中小

企業の会計に関する基本要領」が公表されている。この「中小企業の会計に関する基本要領」

は、計算書類等の開示先や経理体制等の観点から、「一定の水準を保ったもの」とされている

「中小企業の会計に関する指針」と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小

企業を対象に、その実態に即した会計処理（税務会計的処理）のあり方を取りまとめるべきと

の意見を踏まえて作成されたものである。 

(２) 社会保険労務士業務 

（以

下「全社連」という）
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（以下「確認書」という）

（提出代行） （事

務代理）

（平成

27年５月号）

（法人）

３．補佐人としての出廷陳述 

（法２条の２）

（弁護３条②）

（法２条の２②）

（法２条の２②ただし書）
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（民訴60条③）

（法48条の６）

４．税理士の知見・識見の活用 

(１) 普通地方公共団体の外部監査 

（自治252条の28②）

(２) 現物出資等における財産の価格の証明 

（旧商法173②）

（外国公認会計士を含む）

（現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の

鑑定評価）

(３) 地方独立行政法人の監事 

(４) 会計参与制度 

（平成17年６月29日成立、平成18年５月１日施行）
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（会社法施行規則２条３項11号に規定するも

のをいう）

（監査法人を含む） （税理士法人を含む）

(５) 政治資金監査制度 

（平成20年４月１日施行）

（同法19条の18①）

（同法19条の19②）

(６) 経営承継円滑化法における固定合意価額の評価者 

（経

営承継円滑化法）

（４条：固定合意）

（７条～９条）

（４条

①二、②四）

(７) 経営革新等支援機関 

（以下「認定支援機関」という）

（17条）

（実務経験または研修）

(８) 社会福祉法人の監事 

 

16



 

（収支決算

額10億円以上等） （公認会計士）

(FAQ問37～39)

(９) 日本税理士会連合会の会則上の公益活動 

 

（以下「公益活動」という）

（①に掲げる事項を除く） （民事調停、

家事調停を含む）

(公益活動に関する規程、平成29年６月８日変更)

Ⅲ 税理士の登録と権利・義務 

１．登  録 

(１) 登録の必要 

(ア) 登録手続 

（法19条）
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（法18条）

（法３条）

（規則８条二）

（法49条の６①） （法49条の

６⑨）

（基本通達20－１）

（規則８条二）

(ａ) 税理士法人の社員となる場合 

（当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所および当該従たる事務所）

（規則８条二イ）

(ｂ) 所属税理士となる場合 

（当該事務所が従たる事務所の場合には、主たる事務所および当該従たる事務所）

（規則８条二ロ）

(ｃ) 開業税理士となる場合 

（規則８条二ハ）

（規則８条三）

（特別区を含む）

（法21条②） （特別区を含む）

（法３条、４条）

（法24条）

（法23条①）

（法19条）

（法20条）

（変更登録申請書

を含む。）

（規則11条の２）
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(イ) 登録要件 

（法３条、４条）

（法24条）

（法22条

①）

（同条③）

（法27条）

(ａ) 税理士となる資格 

① ② ③

④

（法３条③）

（試験の目的及び試験科目）

（試験科目の一部の免除等）

（国税審議会令） （規則１条の３①）

① ②

③

（税に関する理論お

よび実務）

（過去５年分）

（一般財団法人）

（基本通達３－１）

（特別の判断を要しない機械的事務を除く） （令１条の３）

（基本通達３－２）

（法６条）
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（法７条）

（公会16条の２①）

（法３条②）

(ｂ) 登録欠格条項 

① （「民

法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）」により、令和４年４月１日施行から年齢が満

18年に達しない者とされる予定） ②

（３号）

（４号）

（６号）

 

（10号）

（法22条④）

（法25条①） （11号）

（国家公務員退職手当法〔昭和28年法律第182号〕第14条第１項第３号に該当することにより同

項の規定による一般の退職手当等〔同法第５条の２第２項に規定する一般の退職手当等をいう。

以下この号において同じ〕の全部もしくは一部を支給しないこととする処分または同法第15条第

１項第３号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部もしくは一部

の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ）

（８号）
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（施行は令和１年12月14日）  

(ｃ) 登録拒否事由 

（法24条）

（１号） （２

号）

（３号）

（４号）

（５号）

（６号イ）

（欠格条項）

（６号ロ）

（７号）

（基本通達24－８）

（基本通達24－７）

（昭和22年法律第120号）

（条例を含む）

（第21条及び第26条第１項において「税理士業務」という）

（規則12条の２）

（基本通達24－２）

（同条②）
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（基

本通達24－３）

（地方税については、地方公共団体の長）

（基本通達24－４）

（基本通達24－５）

（基本通達24－７）

(２) 登録の拒否に対する審査請求 

（法24条の２①）

（法21条①）

（法24条の２②）

（同条③）

（法４条十）

（法24条の２④）
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(３) 登録の取消し、抹消、制限 

（法25条①）

（法26条）

（法47条の２）

（法27条）

（基本通達25－１）

(４) 税理士証票 

（法22条③）

（法26条）

（法43

条） （法45条、46条）

（法28条）

（規則13条

④）

（税理士証票の交付日を基準として概ね

10年を区切りに交換）

（平成27年11月）

① ②

２．税理士法人 

23



 

（法48条の２～同21）

（基本通達48－８－１）

(１) 社員の資格と名称 

（法48条の４①）

（法48条の３）

(２) 登記と設立、届出 

（法48条の７、同８、同９、同10）

（48条の８第２項による会社法30条１項の準用）

（昭和39年政令第29号）

(３) 定款の変更 

（法48条の13①）

（法48条の13②）

(４) 業務の範囲 

（法２条１項業務）

（法48条の５）

（税理士業務に付随して行うものおよび他の法律においてその事

務を業として行うことが制限されているものを除く） （規則21

条）

（法48条の６）

（基本通達48－６－１）

24



 

(５) 社員の権限と義務および競業の禁止 

（法48条の11）

（法48条の14）

（法48条の14②）

（法40条④）

(６) 会計帳簿の作成 

（規則22条の

２） （規則22

条の２） （規則22条の３）

（規則22条の４） （規則22条の５）

(７) 無限連帯責任 

（社

員の責任）

（法48条の21）

(８) 社員の常駐と業務の執行 

（法48条の12、同15、基本通達48－12－１）

(９) 法定脱退 

（法48条の17）

(10) 解散、合併等 

（法48条の18①、②）

（法48条の19①）

(11) 違法行為等についての処分 

（法48

条の20①）
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(12) その他の主な事項 

（平成

18年法律第48号） （600条、614条～619

条、621条および622条）

（税理士の使命） （税務代理の権限の明示） （特別の委任を要する事項） （調

査の通知） （意見の聴取） （脱税相談等の禁止） （信用失墜行為の禁止）

（非税理士に対する名義貸しの禁止） （会則を守る義務） （帳簿作成の義務）

（使用人等に対する監督義務） （助言義務）

（懲戒の手続等） （懲戒処分の公告）

（法32条）

（法33条）

３．税理士の権利・義務 

（弁護士、公証人、司法書士は義務づけられている）

(１) 税理士の一般的義務 

(ア) 事務所の設置 

（法40条①）

（法40条④）

（法40条③）
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（基本通達40－１）

（基本通達40－２）

（法53条①）

（同条②） （法61条）

(イ) 会則を守る義務 

（法39条、48条の16）

（法49条の13②）

（法48条の16）

（昭和55年６月27日全改・平成４

年６月５日変更） （標準会則）

（懲戒の種類）

（標準会則49条②）

(ウ) 業務の制限 
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（法42条）

（基本通達42－２）

（基本通達42－１）

（基本

通達42－４）

（基本通達42－５）

(エ) 業務の停止 

（法43条前段）

（法24条一）

（法４条）

（法26条①四）

（同条後段）

（法28条）
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(２) 税理士の代理権行使をめぐる義務 

(ア) 税務代理権限の明示 

（代理権限証書） （法30条、48条の16）

（様式は各国税局で税理士会との協議により適宜の様式を作成して

いた）

（法30条、48条の16準用を含む）

（規則別表８号様式） （規則15条）

（東京地判昭和39年11月28日・行裁例集15巻11号2128頁）

(イ) 特別の委任を要する事項 

（復代理人の選任）

（法31条、48条の16）

（基本通達31－1）

（復代理人）

(ウ) 税理士証票の提示 

（法30条） （法31条）

（法32条）
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(エ) 署名押印の義務 

（法２条①二）

（法33

条①前段）

（委嘱者） （法30条「税務代理の権限の明示」）

（規則16条①二）

（税務代理および税務書類の作成）

（規則16条③）

（法33条①後段）

（法33条④）

（法33条①後段）

（法税151条、地税72条の

35） （法33条⑤）

(３) 税理士の権利規定 

(ア) 計算事項、審査事項等を記載した書面の添付 

（法33条の２①）
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（法33条の２②）

（同条③）

（規則17条）

（意見の聴取） 

（以

下この項及び次項において「添付書面」という。）

（当該更正が国税庁又は国税局の当該職員

の調査に基づいてされるものである場合においては、国税庁長官又は国税局長）

31



 

（法35条②）

(イ) 調査の通知 

（法34条①） （法48条の16）

（法34条②）

（規則17条の２）

（税務代理の権限の明示） （税理士）

（チェック）

（省令別

紙第８号） （平成28年

12月一部改訂）

(ウ) 意見の聴取 

(ａ) 実地調査前の意見聴取 

（法33条の２①または②）

（法30条）

（法35条①）
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① ②

③ ④

（同年９月１日から運用開始）

（事務運営指針）

（「意見聴取結果のお知らせ」）

（事務運営指針）（課法４－

79、課総２－58、課消４－40、官税183）

（平成23年法律第114号）

（一部略）

（基本通達46－１）

(ｂ) 更正に係る意見聴取 

（法33条の２①または②）

（法35条②）

（同

項ただし書）

（法30条）
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（法35条③）

（法35条④）

(４) 税理士の専門的業務の遂行上の義務 

(ア) 脱税相談等の禁止 

（法36条） （法48条の16）

（法１条）

（法45条）

（法58条）

(イ) 信用失墜行為の禁止 

（法37条）
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（県連合会や

支部も含まれる）

（法48条の16）

(ウ) 非税理士に対する名義貸しの禁止 

（１項から３項）

（法37条の２）

（Ⅳ税理士の責任の項参照）

（懲戒処分）

（非

弁護士の法律事務の取扱い等の禁止） （非弁護士の虚偽標示等の禁止）

（指標） ①

② ③

（法46条）

（法59条①二）

(エ) 秘密を守る義務 

（法38条）

（法46条）

（法59条①三）

（刑134条①）
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（基本通達38－２）

（基本通達38－４）

（基本通達38－１）

（基本通達38－３）

（法54条）

（法59条①三）

(オ) 研 修 

（税理士法上の義務規定）

（支部等を含む）

（自４月１日、至３月31日）

（受講時間）

（昭和38年12月）

(カ) 帳簿作成の義務 

（法41条）

（基本通

達41－１）

（法48条の16）
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① ②

③

（税目等）

（法46条）

（法55条）

(キ) 使用人等に対する監督義務 

（法１条）

（法41条の２）

（法48条の16）

（法46条）

(ク) 助言義務 

（法41条の３） （法48条の16）

（税通70条④） （所税238条①ほか）
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（法45条①、②）

４．税理士業務の制限 

（法52条）

（基本通達52－１）

①

②

③

（通知弁護士制度等） （法

51条の２） （臨税）

（法59条①二）

(１) 臨時に税務書類の作成等ができる者 

（地方税については、地方公共団体の長）

（法50条

①）

（基本通達50－１）

（令14条）

（法33条②、④）

（法36条） （法38条） （法50条②）
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(２) 弁護士・弁護士法人 

（法51条①）

（法51条③）

（弁護３条②）

（法１条）

（法30条） （法31条） （法33条）

（法33条の２） （法34条） （法35条）

（法36条） （法37条） （法38条）

（法41条） （法41条の２） （法41条の３）

（法43条前段） （法44条） （法45条）

（法46条） （法47条） （法48条）

（法54条） （法55条） （法51条②）

（法33条）

（法33条の２） （研修）

（法48条の16） （法

48条の20） （法54条） （法55条）

（法51条④）

(３) 行政書士 

（行政書士法人を含む）

（法51条の２）

（都たばこ税を含む） （特別区たばこ税を

含む） （令14条の２）

（行書１条の２①）

（それゆえ、限定列挙以外の税目については、行政書士が税務

書類を作成し得ていた）
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(４) 公認会計士 

（通知公認会

計士制度）

（この規模は財務省令で定める）

（法附則11）

Ⅳ 税理士の責任 

１．税理士の税理士法上の責任 

（懲戒の種類）

（平成26年改正により１年以内から２年以

内に伸長）

（財務省告示

第104号）

（平成18年

12月25日、規制改革・民間開放推進会議）
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（平成18年度検討・結論、平成19年度措置）

(１) 税理士に対する懲戒の種類 

（法44条）

 戒告、 ２年以内の税理士業務の停止、 税理士業務の禁止 

(ア) 戒 告 

(イ) ２ 年以内の税理士業務の停止 

（法28条①）

（不作為義務）

(ウ) 税理士業務の禁止 

（法26条①四）

（法49条の６⑦）

 

(２) 懲戒処分事由 

（ア）
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（イ） （ウ）

① ② ③ ④

⑤

(ア) 故意による特定の義務違反行為 

（脱税相談等の禁止）

（基本通達45－１）

(イ) 過失による特定の義務違反行為 

（45条①）

（基本通達45－２）

(ウ) その他の義務違反行為 

（計算事項、審査事項等を記載した書面の添付）

（基本通達46－１）
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(３) 懲戒処分権者 

（法45条、46条）

（以下「懲戒処分等」という。） （量定の考

え方）

(４) 懲戒処分手続 

（法47条④）

（同条⑤）

（行手13条）

(５) 登録抹消の制限 

（法26条①一）

（法47条の２）

（法48条の20③。本書44頁参照）

（規則14条の３②）
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(６) 財務大臣に税理士の懲戒を請求できる者 

（国民だれでも） （法47条①

〜③）

(７) 除斥期間 

(８) 税理士法人に対する懲戒処分 

（法48条の20①） （法47条） （法48条）

（法

45条） （法46条）

（法48条の20④）

(９) 過 料 

（法48条の19の２②、⑥）

（調査の義務等）

（財務諸表等の備置き及び閲覧等）

（調査記録簿等の記載等）

（法64条一、二）

２．税理士の民事上の責任 

(１) 税理士の民事責任の法的性格 
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（民167条①）

、 （民

724条）

（民420条）

（注意義務違反）

（善管注意義務違反）

（説明義務違反）

（節税指導と税理士の責任）

（守秘義務違反）

(２) 税理士の民事責任の理論的要件 

(ア) 成立要件 

(ａ) 履行が不完全であること 

（注意義務違反）

(ｂ) 債務者の責めに帰すべき事由の存在 

（善管注意義務）
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（所得の帰属者・帰属年度・相続財産か否か等を含む）

（税理士）

（狭義の履行補助者）

（履行代行者、履行代用者）

（不法

行為責任の場合、この挙証責任は逆となる）

(ｃ) 違法性 

(イ) 損害賠償請求権の範囲 

(ａ) 相当因果関係 

（絶対的因果関係）
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（説）

(ｂ) 過失相殺 

(ｃ) 賠償額 

(ウ) 第三者に対する税理士の民事責任 
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(３) 税理士法人の社員に関する民事責任等 

（会580条①） （会

581条） （会585条①、④） （会586条）

（会593条） （会595条）

（会596条） （会599条）

（会601条） （会605条） （会606

条） （会609条①、②） （会611条①た

だし書を除く） （会612条） （会613条）

(４) 税理士職業賠償責任保険 

（67条）

３．税理士の刑事上の責任 

(１) 税理士法における刑事罰の種類 

(ア)
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（法58条）

(イ) （法52条）

（法59条①

一、三）

(ウ)

（法59条①二）

(エ)

（法59条①三） （法54

条）

（法59条②）

(オ) （法42条） （法43条） （法45条、46条）

（法48条の20①）

（法60条）

(カ)

（法61条）

(キ)

（法49条の19①）

（法55条①）

（法62条）

（法36条）

（法59条①二） （法48条の20①）

（法61条）

（法62条）

(２) 税理士法違反における過失 
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（犯意）

（刑38条）

（行政法規違反）

(３) 税理士法違反における共犯 

（刑60条）

（刑61条） （刑62条）
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（構成要件）

 

(４) その他の税理士の刑事上の責任 

（刑198条） （刑247条）

（刑253条）

Ⅴ 税理士会の組織 

（社団法人） （会員の加入脱退は任意）

１．税理士会の設立 

(１) 一局一会制 

（法49条①）

51



 

（昭和31年改正法附則３項）

（東京税理士会と東京地方税理士会） （名古屋税理士会と東海税理士会）

(２) 税理士会の分割 

（現在、税理士法施行規則23条１項により5,000人）

（「指定区域」）

（旧税理士会）

（法49条⑤）

(３) 税理士会の目的 

(４) 税理士会の人格および名称 

（法49条⑦）

（同条⑧）

（同条③）

（法61条③）
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（法53条①）

（法53条②） （法

61条①、②）

２．税理士会の会則と運営 

(１) 設立総会 

（法49条の２①）

（令７

条①～⑥）

（法49条の４）

(２) 税理士会の会則 

（法49条の２②）

(ア) 入会及び退会に関する規定 

（法49条の６①）
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（第10条の変更登録申請書を含む。）

（規則11条の

２）

(イ) 役員に関する規定 

（法49条の７）

(ウ) 税理士の品位保持に関する規定 

(エ) 会員の研修に関する規定 

（法39条の２）

（研修）

（法39条）

(オ) 会員の紛議の調停規定 

（法49条の10）

（基本通達49の10－１）

(カ) 使用人その他の従業者に対する監督規定 
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(キ) 無償または著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定 

（小規模納税者に対する税務支援をいう。） （前号以外の者で本会が指導を必要と認

める納税者に対する税務支援をいう。）

（税務支援）

(ク) 租税教育に関する規定 

（総務省、文部科学省、国税庁が構成員であり、日本税理士会連合会は賛助会員）
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（平成28年８月25日）

(租税教育等における税理士の役割) 

(租税教育等の対象) 

 

 

 

(ケ) 会費に関する規定 

（県連合会および支部の会費を含む）
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(３) 会則の変更 

（法49条の２③）

（法49条の２②） （４号から10号）

（令９条②）

(４) 税理士会の建議、答申 

（建議をする）

（法49条の11）

（基本通達

49の11－１）

(５) 税理士会の合併と解散 

（法49条の12①）

（法49条の12②）

（税理士法人が合併をする場合の債権者の異議等）

（法49条の12③）

（法49条の12の２）

（法49条の12の９）

(６) 財務大臣の監督 

（法49条の17）

（法49条の19①）
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（同条②）

（法55条①）

（同条②）

(７) 税理士会の支部 

（法48条の６⑨）

（支部または部会）

（法49条の３①）

（同条②） （㊟ 

税務署数524）

３．日本税理士会連合会 

（注）

（法49条の13①）

（法49条の15）

（法49条の13②）

（法49条の14）

（法49条の14②）

(注) 平成13年12月19日の「特殊法人等整理合理化計画」閣議決定を受けて、翌年４月「特別の法

律により設立される民間法人に対する指導監督基準」が総務省により公表されている。その基

準によれば日本税理士会連合会は、「民間法人」と１つとされている。なお、この場合の「民間

法人」とは、民間の一定の事務・事業について公益上の見地からこれを確実に実施する法人を

少なくとも１つ確保することを目的として、特別の法律により設立数を限定して設立され、国

が役員を任命せず、かつ国またはこれに準ずるものの出資がないものをいうとされている。 
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(１) 登録事務 

(２) 監督事務 

（法49条の14①一）

 

(３) 資格審査会 

（法49条の16①）

（法４条） （法24条）

（法25条①一） （法49条の16②）

（法49条

の16④、⑤、令12条の２①）

（同条②）

４．一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律の準用 

（法49条の20による一般社団法人及び一般財団法人に関する法律４条の準用）

（法49条の20による一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律78条の準用）
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Ⅰ 憲   法 

 

 

【はじめに……税理士の仕事と憲法】 

 

税理士が登録時研修において、なぜ憲法を学ばねばならないのだろう？税理士業務と関

係あるのだろうか。 

税理士は申告に際して通達を参照することが多い。この通達の内容が不合理だったら、

税法の内容に照らして、通達が適法かどうか考えることになる。通達が法律の趣旨に反し

ていれば、その通達は「違法」になるからである。しかし、法律の内容が非常に不合理だっ

たらどうしたらいいのだろう。 

たとえば、相続税の負担を避けるために、相続開始直前に不動産を購入し、評価額を下げ

る回避策が横行したことがある。これに対抗するために、相続開始時前３年間に取得した相

続財産は「取得価額」で評価するという規制措置が設けられた。この措置は、不動産価額が

上昇しているときは、それなりの合理性があったが、バブルが崩壊した後も適用したために、

相続開始時は時価９億円程度なのに、バブル期の購入価額21億円が課税標準となり、相続税

額が約11億円になってしまったとしよう。この件について相談された場合、法律上は明確に

11億円なので、11億円で申告をすべきなのだろうか。不合理なことは誰の目にも明らかであ

る。相続によって取得した価値以上の税額がかかるというのは、租税の基本的性質（新たな経

済的利益の一部の提供）に反するし、財産権の保障にも反するからである。 

こういうときに、つまり、法律上は確かにそのとおりだが、その法律自体が不合理であ

るときに、憲法が役立つのである。このような場合は、税法自体が「合憲」なのかどうか、

税理士も考えてみる必要があるからである。 

 

毎年の税制改正についても、税理士は専門家として、その内容が憲法適合的か否かを検

討する姿勢が必要になってきている。そのためにも、憲法が税法・税理士に要求している

ことの概要をみておこう。 

 

１．租税法律主義 

 

(１) 租税法律主義と税理士業務 

憲法は租税法律主義の原理を明文で規定している（84条）。この原理は、法律上の根拠な

くして租税を賦課・徴収することはできないことを意味し、歴史的には国王の恣意的課税

から国民の財産を守るための原理として発展してきたものである。日本国憲法の下では主

権者が国民であり、その国民が納税者でもあるのだから、税法というのは、主権者である

納税者が自己の財産を税として拠出することを選挙および議会を通して合意したものとも

いえよう。そうであるならば税法というのは納税者自身がその内容を理解できるものでな

ければならないし、税法が恣意的に適用されることがあってはならないことになる。しか

し、この原理を実質化するためには、一般市民の代理として税法に精通した専門家である
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税理士が税務行政過程に関与する必要がある。なぜなら、一般市民は通常税法についての

知識はなく、違法な課税なのか否かを判断できないからである。その意味で、税理士制度

は租税法律主義を実質化するための制度であるともいえよう。 

 

(２) 租税法律主義の具体的内容 

租税法律主義の原理から、次のような具体的な法理が生み出される。 

①課税要件明確主義（＝「不確定概念の排除」仙台高秋田支判昭和57年７月23日・行裁例集33

巻７号1616頁参照）、②命令への白紙委任の禁止、③通達の法源性の否定、④類推・拡張解釈

の禁止、⑤行政先例法・慣習法の否定、⑥不利益遡及の禁止、⑦「疑わしきは納税者の利益

に」、等の法理である。 

詳しくは「租税法概論」の章で解説されるので、そちらに委ねたいが、日本の租税立法

が抱える重大な憲法問題としてここでは次の問題を少し考えてもらいたい。 

所得税の課税期間は毎年１月１日から始まる。前年末に改正案が示されているが、

まだ改正されていない。ようやく３月26日に成立した改正法で、不動産の譲渡損の損

益通算ができなくなった。Ａさんは、その年の１月20日に不動産を譲渡し、譲渡損が

でたが、３月26日に成立した改正税法によると、その年の１月１日からの譲渡に適用

されるために譲渡損の通算ができない。Ａさんが譲渡したときの法律は損益通算が可

能だったのに、その後改正された法律でできないことになったわけである。 

こんなことが許されるのだろうか？許されるとしたらなぜなのだろう？ 

また、毎年の所得税改正は４月ごろなされているが、このことをどう評価したらい

いのだろうか。 

最高裁は平成23年９月22日第一小法廷判決（民集65巻６号2756頁）と同年９月30日第二小

法廷判決（集民237号519頁）の２つの判決で、このような措置を違憲とすべきか否かは諸事

情を総合判断すべきであり、この事例の場合は、違憲とはいえないと判断している。この

判断の前提には「期間税の法理」があることに留意しておこう。たとえば、相続税を改正

して改正前の相続に適用するのは違憲となるが、所得税や法人税を年度途中で改正し、そ

の年度当初から適用することは許される、と一般に解されてきた。なぜならば、所得税は

「期間」税で１年間の所得に課税し、暦年終了時に租税債務が成立するのだから、暦年終

了時までに新しい法律が制定されていればよい、と考えることができるからである。しか

し、期間税なら期間開始前に改正しておくべきだという批判もあり、最近の立法では、法

律が制定された翌年以降から適用するように変わってきている。 

 

２．憲法の構成と特質 

 

まず、憲法の条文構成を鳥瞰しておこう。日本国憲法は格調の高い「前文」と各条項か

ら構成されている。 

 

［前文］ 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれ
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らの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもた

らす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする

ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そも

そも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その

権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類

普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反

する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生

存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地

上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと

思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生

存する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない

のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国

の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成するこ

とを誓ふ。 

 

第一章 天皇（１～８条） 

第二章 戦争の放棄（９条） 

第三章 国民の権利及び義務（10～40条） 

第四章 国会（41～64条） 

第五章 内閣（65～75条） 

第六章 司法（76～82条） 

第七章 財政（83～91条） 

第八章 地方自治（92～95条） 

第九章 改正（96条） 

第十章 最高法規（97～99条） 

第十一章 補則（100～103条） 

 

この憲法は、最高法規として、国法秩序の中で最も強い形式的効力を持つので、憲法に

反する税法はその効力を有しないのである（98条）。 

 

３．憲法の基本原理 

 

前文と本文から、日本国憲法は３つの基本原理を定めている。 

(ア) 国民主権、(イ) 平和主義、(ウ) 基本的人権の三原理である。 

 

(ア) 国民主権とは、本来君主主権と対立する概念であり、主権は国民にあることを意味
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しており、主権が国民にあるからこそ、国民が国の政治のあり方を決定する権力を

行使でき、その権力行使が正当なものになるのである。 

(イ) 平和主義は、前文の意味を憲法９条がより具体的に規定している。「戦争の放棄」

「戦力の不保持」が明記されており、この意義をめぐって政治的な対立があること

は周知のとおりである。なお、この平和主義も税法と全く無関係というわけでもな

い（たとえば、軍事費に税金が使われる場合、そのことを理由に、納税を拒否できるか、

等の問題がある）。 

(ウ) 基本的人権とは、人間が社会を構成する自立的な個人として自由と生存を確保し、

その尊厳を維持するために当然に保障されるべき権利で、憲法上そのことが確認さ

れたものである。日本国憲法は、前文に加えて、本文11条前段は、「国民は、すべて

の基本的人権の享有を妨げられない」と規定し、同条後段では、「この憲法が国民

に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の

国民に与へられる」と規定し、基本的人権尊重の原理を高らかに宣言している。 

 

基本的人権の内容は、さまざまな人権宣言の影響を受けて形成されてきたが、諸外国の

人権宣言成立の背後には過酷な課税問題があり、それに対する抵抗が人権宣言を生み出し

てきたことも忘れてはならない。1215年のマグナカルタ12条（いっさいの楯金もしくは援助金

は、朕の王国の一般評議会によるのでなければ、朕の王国においてはこれを課さない。＝租税法律

主義の萌芽）、1776年のヴァージニア権利章典（代表なければ課税なし）、フランス人権宣言14

条（すべての市民は、自身でまたはその代表者により公の租税の必要性を確認し、これを自由に承

諾し、その使途を追及し、かつその数額・基礎・徴収および存続期間を規定する権利を有する）等

が、その代表である。 

憲法は第３章（10～40条）でさまざまな国民の権利を規定している。税法がこれらの権利

を侵してしまうことがあるのだろうか？その点を次に概観しておこう。 

 

４．基本的人権と税法 

 

(１) 納税の義務と違憲審査基準 

課税は納税者の財産の一部を税として拠出させるので、課税自体が所有権保障に反する

かのような印象を与え、憲法が30条で「納税の義務」と規定したのは、そうした誤解を避

けるためと思われるかもしれない。しかし、憲法は主権者である国民が為政者に恣意的な

活動をさせないための社会契約なので、もっぱら為政者に向けられている規範である。そ

うすると、納税の義務は国民が為政者に納税を義務づけたことになってしまうが、とても

理解しにくい。実は、日本国憲法の草案では「納税の義務」の規定はなかった。ところが、

議会での改正論議の中で、主権者が国民に代わったことをよく理解できなかった議員たち

が明治憲法同様にこの規定を導入させてしまったのである。したがって、憲法の講義では、

一般にこの規定の説明ができないため、解説はしないことが多い。 

また、このような義務の規定があるからといって、いかなる税法でも憲法上許されるわ

けでもない。税法の内容が人権規定に反している場合には、違憲無効になる場合もあるの

である。 

しかし、税法は国の経済政策にも強い関係を有している。そこで、最高裁は税法の違憲
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審査については次のような基準で判断しているのである（最判昭和60年３月27日・民集39巻２

号247頁、最判平成10年３月24日・刑集52巻２号150頁、等）。 

租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再

分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定

めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要と

するばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要と

することも明らかである。したがって、租税法の定立については、国家財政、社会経

済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、

技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せ

ざるを得ないものというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所

得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、

かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不

合理であることが明らかでない限り、……（違憲とはいえない）。 

税制は主権者である国民自身が代表者を通じて決定しているのであるから、裁判所は例

外的に「著しく不合理であることが明らかな場合」にだけ介入する、というのである。し

たがって、税法が人権規定に反して違憲と判断される余地は極めて少なく、これまでのと

ころ、人権規定に反していると判断された事案はない。とはいえ、税法が人権規定に反し

ているのではないかとして問題になる事例は非常に多いのである。以下では個々の人権規

定と税法の関係を概観してみよう。 

 

(２) 法の下の平等 

税法との関係ではまず平等原則が問題となる。憲法14条１項は、「すべて国民は、法の下

に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会

的関係において、差別されない」と規定しており、ある税法の規定が不公平だと主張され

ることが多いからである。 

14条がいう「法の下に平等」とは、既に定立されている法の適用に際してその対象とな

る人を差別してはならないということだけではなく（法の適用の平等）、法を定立する際にそ

の内容が差別的なものであってはならない（法の内容の平等）ということをも意味している。 

「平等」の意味は、機械的・絶対的平等ではなく、相対的な平等であり、差異が設けられ

ていても、そこに合理的な理由があれば平等原則違反とはならない。たとえば、所得税法

では超過累進税率が設けられ、高所得者には高い税負担が課されるが、負担能力に応じた

課税（応能負担原則）を通じて、実質的平等を図るもので、平等原則にむしろ適合的である

と解されている。給与所得については給与所得控除しか認められず、事業所得のように必

要経費に実額控除が認められないことはどう評価すべきであろう。最高裁は次のように、

これを合憲だとしている（前掲・最判昭和60年３月27日）。  

給与所得者は、事業所得者等と異なり、自己の計算と危険とにおいて業務を遂行す

るものではなく、使用者の定めるところに従って役務を提供し、提供した役務の対価

として使用者から受ける給付をもってその収入とするものであるところ、右の給付の

額はあらかじめ定めるところによりおおむね一定額に確定しており、職場における勤
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務上必要な施設、器具、備品等に係る費用のたぐいは使用者において負担するのが通

例であり、給与所得者が勤務に関連して費用の支出をする場合であっても、各自の性

格その他の主観的事情を反映して支出形態、金額を異にし、収入金額との関連性が間

接的かつ不明確とならざるを得ず、必要経費と家事上の経費又はこれに関連する経費

との明瞭な区分が困難であるのが一般である。その上、給与所得者はその数が膨大で

あるため、各自の申告に基づき必要経費の額を個別的に認定して実額控除を行うこと、

あるいは概算控除と選択的に右の実額控除を行うことは、技術的及び量的に相当の困

難を招来し、ひいて租税徴収費用の増加を免れず、税務執行上少なからざる混乱を生

ずることが懸念される。また、各自の主観的事情や立証技術の巧拙によってかえって

租税負担の不公平をもたらすおそれもなしとしない。旧所得税法が給与所得に係る必

要経費につき実額控除を排し、代わりに概算控除の制度を設けた目的は、給与所得者

と事業所得者等との租税負担の均衡に配意しつつ、右のような弊害を防止することに

あることが明らかであるところ、租税負担を国民の間に公平に配分するとともに、租

税の徴収を確実・的確かつ効率的に実現することは、租税法の基本原則であるから、

右の目的は正当性を有するものというべきである。 

「人種」、「信条」（宗教上の信仰及び思想・政治上の信念）、「性別」、「社会的身分」（＝「人が

社会において占める継続的な地位」）、「門地」（＝家柄）を理由に「政治的、経済的又は社会的

関係において、差別されない」ことが明記されているが、これは例示であり、それ以外の

理由による不合理な差別も違憲となる。 

Ｑ１:租税特別措置に対しては不公平で違憲だという批判が多いが、なぜ裁判で争われ

ないのだろう？ 

Ｑ２:所得控除より税額控除の方が、税額控除より手当の方がより公平だと指摘される

が、なぜだろう？ 

＊1 日本は、法令の違憲性について、具体的事案を通して争う制度を採用しているものとされている（付随的違

憲審査制。最(大)判昭和27年10月８日・民集６巻９号783頁）。したがって、租税特別措置の違憲性について

は、自らに不適用となったことを争うことはあり得ても、他者に適用されていることを不公平だと争うこ

とは原則としてできない。 

＊2 所得税についての所得控除は、高所得者の方が恩恵を受ける割合が大きい。これは、日本の所得税法が

累進税率を採用している以上、高所得者の所得が減少する方が、それによって減少する税額が大きいから

である。一方、税額控除は、高所得者であっても低所得者であっても減少する税額が一定であり、所得控除

よりも公平である。 

また、税額控除だと税額がある人しか軽減されないという限界があり、手当の方がより公平だとされて

いる。 

 

(３) 財産権保障 

財産権は絶対不可侵なものではなく、1919年のワイマール憲法が「所有権は義務を伴う。

その行使は同時に公共の福祉に役立つべきである」と規定した思想に基づいて制定されて

いる。憲法が29条１項で「財産権は、これを侵してはならない」と規定し、２項で「財産権

の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しているのがその

現れである。 

したがって、憲法により保障されているのは、財産を取得し保持する権利一般というこ
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とになる（「制度的保障説」）。そう解する場合の制度の核心は、多数説によれば、生産手段（土

地・生産用具・原材料）の私有制ということになり、社会主義への移行は憲法改正が必要と

されている。 

財産権も含めて経済的自由に対する規制の合憲性は、規制の目的に応じてこれを判断す

るという方法が一般的である。主として国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩

和するための規制である「消極目的規制」の場合には「厳格な合理性」の基準で、福祉国家

理念の下、社会的・経済的弱者を保護するための規制である「積極目的規制」の場合には

「明白の原則」で判断される。「厳格な合理性」の基準とは、規制の必要性・合理性を立法

の必要性・合理性を支える社会・経済的事実（「立法事実」）に基づいて裁判所が審査し、「同

じ目的を達成できる、よりゆるやかな規制手段」が存在する場合には、それより厳しい規

制は違憲であると判断するものであり、「明白の原則」とは、その「規制措置が著しく不合

理であることの明白である場合に限って違憲とする」というものである。 

どちらに分類するかが実はそう容易ではない。たとえば、酒類販売業免許制度について

は、後者に分類され、免許制が合憲と解されたが（最判平成４年12月15日・民集46巻９号2829

頁）、反対意見も少なくない。 

近年、最も問題視されてきたのが、連帯納付義務であった。次のような事例が合憲とい

えるか考えてみよう。 

［設例］兄弟が相続し、兄は相続税の延納許可を受け、弟は全額納付していた。それ

から10年経過後、兄が破産し、弟に連帯納付が課された。弟は自分の相続税は納付し

ているが、相続分（たとえば５億）から納付額（たとえば２億円）を控除した差額がある

ので、差額分の３億円を兄の相続税の連帯納付義務として納付しろという督促を受け

た。しかし、相続時５億円した不動産も下落し、時価１億円程度の価値しかなく、自

己の固有資産を処分しなければ納付できない。 

きわめて不合理な制度であったが、相続で受けた利益（設例では５億円）の範囲内の課税

であったので違憲というのは難しかった。 

この制度に対して政府税調でも批判がなされ、平成24年度改正で連帯納付義務の範囲が

縮小され、他の相続人が延納した場合などには、適用されない等の整備がなされた（相税34

条）。 

 

(４) 生 存 権 

日本国憲法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」（25

条①）と規定し、国民すべてが、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言し

ている。この生存権は一般に「社会権」、つまり、国民が国家に対して積極的な施策を求め

る作為請求権、たとえば、生活保護等の国の積極的な行為を求める権利として理解されて

いる。しかし、この権利は同時に、国家の干渉を排除するという意味での「自由権」として

の機能も有している。一生懸命働いて健康で文化的な最低限の生活が可能な所得を得たの

に、それに課税されたら憲法25条の意味が失われることも明らかだからである。憲法25条

は健康で文化的な最低限の生活費に相応する所得には課税してはならない、という意味で

の自由権としての機能も有していることになる。 

この憲法25条が保障している「健康で文化的な最低生活費には課税されない」という原
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則を具体化したのが、所得税法の基礎控除である。この控除は納税者全員に保障されてい

る。この基礎控除が健康で文化的な最低限の生活を保障しているといえるかが問題となる。 

 我が国の所得税法では明治20（1887）年の創設当初から課税最低限が免税点方式で設けら

れ、昭和22年改正で基礎控除に統一され、昭和40年代頃までは生活扶助額より高額だった

が、その後逆転し、今日では生活扶助基準額の50～60％にすぎなくなっている。なお、平

成30年度税制改正で、令和２（2020）年１月１日より基礎控除が10万円増額されたが（48万

円）、未だ生活扶助基準額よりも低額であることには変わりがない。 

生存権の法的性格については、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説の対立

があるが、生存権の自由権的側面とその侵害に対してはいずれも憲法25条に裁判規範とし

ての効力を認めているので、課税によって健康で文化的な生活ができない人は違憲を主張

して争えることになろう。なお、課税最低限と生活扶助基準の関係については以下の３つ

の考え方があり得る。 

① １つは、課税最低限が最低生活費を下回っても、生活保護法で補填されれば、違憲

問題は生じないという見解である。 

② これに対し、一方で国家が健康で文化的な生活を侵害し、保護対象者を増やしてお

いて、他方で保護を行うことは社会法の補足性の原則に抵触するし、実際上も無駄

なことのために行政費用を使うに等しいので許されないとする観点から、生活保護

法の基準額と課税最低限は連動し、生活保護の基準額を下回る課税最低限は違憲と

する立場があり得る。 

③ さらに、生活保護の基準額ではなく、現実に「健康で文化的な生活を過ごすために

必要な客観的な金額」を下回る課税最低限は違憲と解する説も考えられる。 

これまで、裁判で争われた事例は、原告が給与所得者でしかも高額所得者であったため、基

礎控除額そのものが争点とはなっていない（東京地判昭和61年11月27日・判時1214号30頁）。 

消費税と生存権の関係をどう考えたらいいのだろう。消費税は確かに逆進的負担となる

が、消費者は法律上納税義務者ではなく、事実上の負担者にすぎないので、消費税率の引

上げ等が直ちに違憲問題になるわけではない。逆進性対策としては、軽減税率（複数税率）

が導入されたが、弊害が多く、給付付き税額控除の導入論を含め、反対も少なくない。 

 

(５) 精神的自由権 

日本国憲法は精神的自由権として「思想・良心の自由」（19条）、「信教の自由」（20条）、「学

問の自由」（23条）という個人の内面的精神活動の自由を保障し、「集会、結社及び言論、出

版その他一切の表現の自由」（21条）で、内面の精神活動を外部に表明する権利も保障して

いる。前者の内面的活動である限り絶対に保障されるのに対し、後者は無制限というわけ

ではなく、その限界について憲法上の見解がさまざまに対立している。 

これらの人権に税法が抵触する可能性は小さく、従来争われたものとしては、軍事費と

して拠出される税の納税義務の存否（東京高判平成３年９月17日・判時1407号54頁、最判平成５

年10月22日は上告を棄却）、拝観者の有償入場行為を課税物件とする奈良県文化観光税条例

が信教の自由に抵触するか（奈良地判昭和43年７月17日・行裁例集19巻７号1221頁）、関税定率

法21条１項３号に掲げる貨物に関する税関検査は憲法21条２項前段の「検閲」に当たるか

否か（最判平成１年４月13日・集民156号549頁）等であり、裁判所はいずれも違憲とする訴え

を退けている。 
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(６) 経済的自由権 

経済的自由権として、「居住、移転及び職業選択の自由」が「公共の福祉に反しない限り」

保障され、海外渡航および国籍離脱の自由も認められている。各種の職業規制が問題とな

るが、最高裁は、酒類販売業免許制度については著しく不合理ではないとし（前掲・最判平

成４年12月15日）、豚肉の差額関税制度については立法政策の問題であるとして（最判平成24

年９月４日・集刑308号191頁）、いずれも違憲の主張を退けている。 

 

(７) 人身の自由 

人身の自由としては、奴隷的拘束からの自由（18条）、適正手続の保障（31条）、各種の被

疑者の権利（31～35条）、各種の被告人の権利（37～39条）を規定している。 

これらの手続は、主として刑事手続を対象としたものであるが、31条、35条（令状主義）、

38条（黙秘権の保障）は税務行政を含む行政手続にも準用・適用されると解されている。し

たがって、質問検査権等の違憲性も問題になることがありうるが、最高裁は①刑事責任の

追及を目的とするものではないこと、②公平な徴収のために不可欠な制度であることなど

を根拠に合憲としている（最(大)判昭和47年11月22日・刑集26巻９号554頁）。 

適正手続保障も行政手続に準用されることは、平成５年の行政手続法で告知・聴聞・理

由付記などが整備され、具体的に実現した。しかし、課税処分は行政手続法の適用除外と

され、税務調査の手続規定や課税処分に際しての理由付記などは税務行政においては十分

に保障されてこなかった。ようやく、平成23年の国税通則法の改正で、課税処分も行政手

続法が適用され、理由付記が必要になり、税務調査についても事前通知等の手続整備がな

され、憲法31条の適正手続の趣旨が税務行政にも反映されるようになってきた。 

なお、脱税の場合には、重加算税に加えて、さらに罰金刑が科されることがあるが、こ

れが二重処罰（39条）に該当するかについてはさまざまな議論がある（最判昭和33年４月30日・

民集12巻６号938頁は合憲としている）。 

 

５．権力分立 

 

憲法は第４章～第６章で、国会（41～64条）、内閣（65～75条）、司法（76～82条）について、

それぞれ規定している。  

近代憲法は、国民の権利の保障と権力の分立をその不可欠の内容としている。権力分立

制は、権力の集中による濫用の危険性を回避するための制度である。すなわち、国の権力

を、抽象的法規範の定立作用を行う立法権と、その抽象的法規範を具体的な紛争に当ては

めてその解決を図る司法権とそれ以外の行政権とに分かち、それぞれの権限を独立の機関

に分担させ、相互に抑制均衡の関係に置くことにより、国家権力の濫用を防止しようとし

ているのである。 

日本国憲法は、41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」

と規定し、65条に「行政権は、内閣に属する」と規定し、76条１項に「すべて司法権は、最

高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定することに

より、権力分立、三権分立の制度を採用している。 
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６．財  政 

 

国家の活動のための資金を、日本国憲法がどのような形で徴収し、どのように使お

うとしているのだろうか。税理士は、都道府県や市町村などの地方公共団体が行って

いる事務の監査も行う資格者であるので、税の使途についても関心を持つことが求め

られよう。 

 

(１) 国会中心財政主義の構造 

「財政」とは、国家がその活動目的を維持するために必要とする財力を調達し管理し使

用する作用である、と一般に説明され、それ故、憲法が定める財政条項（83～91条）も一見

技術的な規定にすぎないように思われる。しかし、国の財政のあり方は国民生活に与える

影響が大きく、憲法の人権条項とも密接な関係を有している。たとえば、予算に生活保護

給付の費用が全く計上されなかったり、あるいは、国民の財産に対して100％の税率で課税

されたら、憲法が国民に保障している生存権・所有権等は実質的にないに等しくなってし

まうからである。このように国民の人権確保の観点からも重要な財政について憲法が要求

しているあり方は次のようなものである。 

まず、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づかねばならないことを大原則とし（83

条）、歳入の中心である税については租税法律主義を明記し（84条）、支出および債務負担に

ついても議決が必要であることを確認し（85条）、収入や支出については具体的には予算と

いう形式で毎年国会の議決を必要とし（86～88条）、執行後は会計検査院の検査を経て決算

として国会に提出されること（90条）、財政状況が国会や国民に報告されること（91条）を要

求している。要するに、「国会中心財政主義」といわれるもので、財政処理は国民の代表者

が構成する議会ですべて決定し、財政過程における民主主義の実現を図ろうとしている。

明治憲法では議会に対して協賛権を認めたのみで、しかもその協賛権についても例外が多

く設けられていた（明治憲法62条②等）ことと比較すると、現行憲法は国会（地方自治体の場

合は地方議会）中心主義を徹底強化したといえる。 

しかし、国民およびその代表者で構成される国会の決定は多数決で行われるため常に憲

法の要請に合致しているわけではない。そこで、憲法は一定の支出については予め制限を

設けている（89条）。 

 

(２) 財政収入に関する原則 

(ア) 租税法律（条例）主義 

租税法律主義とは、前記（１.租税法律主義参照）のように、法律上の根拠なくして租税

を賦課・徴収することはできないことを意味し、国会中心財政主義の収入面における反

映である。前記の解説および、本書の｢租税法概論｣の解説を参照いただきたい。 

(イ) 永久税主義と一年税主義 

ところで、租税法律主義から永久税主義（税法が改変されない限り、毎年の議会の議決に

関わりなく、租税を徴収できる、という主義）を採用していると解する説もあるが、税の賦

課・徴収に法律の根拠を有することと永久税主義とは必ずしも連動するものではなく、

租税法律主義の下で一年税主義（税法の効力を一年に限定し、毎年の議会の議決によって更新

し、租税徴収が可能になる、という主義）をとることも可能である。通説は憲法自体どちら
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か一方の主義を採用しているわけではなく、法律に委ねているとし、現行の永久税主義

的運営を認めている。 

(ウ) 「租税」の範囲 

租税法律主義の対象になる「租税」とは狭義の租税そのものを指すのか、形式的な租

税だけではなく国民の自由意思によらずに強制的に徴収される経済負担を含むかも問題

になる。最高裁は、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための

資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件

に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲

法84条に規定する租税に当たる」としつつ、「市町村が行う国民健康保険の保険料は、こ

れと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収さ

れるものである」ので「保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない」とし

ている（最(大)判平成18年３月１日・民集60巻２号587頁）。また、NHKの受信料の合憲性が争

われた事案（最(大)判平成29年12月６日・裁判所ウェブサイト）の第一審は、「国、地方公共

団体が賦課徴収する租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点におい

て租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべき」と

しつつも、NHKの受信料制度は合憲と判示している（東京地判平成25年10月10日・判タ1419号

340頁）。 

なお、財政法３条は「国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独

占に属する事業における専売価格若しくは事業料金」は法律または国会の議決に基づき

定められることを規定している。 

 

(３) 財政支出に関する原則 

(ア) 国会議決主義 

国会中心財政主義の支出面の具体化規定が85条であり、「国費を支出し、又は国が債務

を負担するには」国会の議決に基づくことを必要とするとしている。議決の形式は「国

費の支出」は予算（86条）で、債務負担行為について憲法は明記していないが、法律、予

算、条約、特別の議決、等の形式がとられる。債務負担行為についても議決を要すると

したのは、債務負担は確かに直ちに支出を伴わないが、将来支出の必要が必ず生じるか

らで、具体的には公債の発行、土地建物賃貸借契約、等がこれに該当する。 

現行憲法の国会議決主義は明治憲法と異なり皇室を対象外とはしておらず、88条前段

が皇室財産の国有化を、後段がすべての皇室費用に対する国会議決主義を定めている。

なお、税法では皇族だからという理由で非課税（人的非課税）にしておらず、皇室経済法

の特定の収入が非課税とされているだけである（所税９条十二）。 

また、予見し難い支出の発生に備えて予備費を予算に設けることについても国会の議

決を必要としており（87条）、国会中心財政主義が徹底されている。 

(イ) 支出制限・義務づけ 

議会が議決という形式要件さえ満たせば、公金の支出は憲法上問題がなくなるわけで

はない。支出の内容の憲法適合性も問題になる。そこで、憲法は89条で、２つの制限を

明記した。１つは「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」に公

金その他の公の財産を支出し、利用に供することの禁止である。これによって20条の政

教分離原則を財政面から担保しているといえる。特定の宗教団体に対して財政援助をす

るような支出や国や公共団体が主体となって宗教行為を行う場合の支出（この点に関して、
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いわゆる津市地鎮祭訴訟〔最判昭和33年12月24日・民集12巻16号3352頁〕を参照）がこの禁止の

対象となる。この場合の公金等の支出には「本来とるべき税を優遇する」という形式の

もの（租税歳出）も含まれると解される。この意味で、宗教法人に対しては収益事業しか

課税しないこととしている各種優遇税制は問題であるが、この措置は宗教法人だけでは

なく、公益法人や学校法人等に共通に認められるもので、違憲ではないと一般に解され

ている。なお、宗教とは別の観点からの支出（たとえば重要文化財の修復のための補助等）

や他の一般の団体と同一条件のもとで施設を利用させることは問題ないと解されている。 

他の１つは「公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し」公金その他

の公の財産を支出し、利用に供することの禁止である。これらの事業は本来権力から独

立して営まれるべきものであり、他方、慈善・博愛などの名目のもとに特定の団体が不

当な財政優遇を受けることがないように配慮したものだが、私立学校や保育所等に対す

る補助金の支出がこの規制の対象になるかどうかが問題となる。通説は「公の支配」を

緩やかに解して、私立学校等に対する公金の支出も許されるとしている。 

憲法は公金の支出制限だけではなく、公金の支出を義務づけてもいると解される。と

いうのは、26条２項の義務教育無償（最判昭和39年２月26日・民集18巻２号343頁参照）、25条

の生存権保障、等からすれば、これらの費用を国が必ず支出しなければならないことを

憲法は要求しているといえるからである。 

Ｑ:公益法人については、収益事業しか課税していないが、このような優遇は憲法上

問題ないだろうか。なぜ、公益法人が原則非課税なのかも考えてみよう。 

 ＊ 公益法人が得た所得が原則的に非課税であることは、法人税という税目の性質の根幹に関わる。現在の

日本の税法が前提とする法人擬制説（会社という組織は法律によって擬制されたものにすぎず、単独の担

税力を持たないという考え方）によれば、法人税は構成員である個人の所得税の前取り、ということにな

る。配当として利益が株主という個人に分配される前に、法人の段階で課税する、ということである。 

しかし、公益法人は、営利法人と異なり、出資者に利益を配当するなど関係者への利益分配をするこ

とがないし（収支相償）、解散時にも残余財産の分配もない。したがって、個人所得税の前取りとしての

法人税を課することは、理論的には、必要無いことになる。ただし、現実にはこの建前を利用して、営

利法人と競合するような事業（収益事業）を行うことがあり、このような収益事業については課税を行

うように変遷してきた（この趣旨については、最判平成20年９月12日・判時2022号11頁を参照）。 

つまり、公益法人に対する現行の税制は、不合理な優遇措置を定めたものとはいえないから、憲法（特

に14条）に違反しないもの、と思われる。なお、立法論としては、法人に固有の負担能力を認める観点

から、法人税の仕組みを構成することも可能である。その場合は、税率に累進税率を設けることなども

可能になるであろう。 

 

(ウ) 公債発行とその制約 

憲法は債務負担については明文の制限をおいていないが、財政法は非募債主義（４条）

を原則としている。これは、戦前戦費調達のために公債が乱発されたことを反省したも

のであり、財政面における平和主義の現れともいわれている。もっとも、現実には建設

公債（財政法４条但し書）や特例（赤字）公債の発行を余儀なくされる財政運営を続け、そ

の額が膨大となった。そのため、政権交代が行われても新政策が打ち出せなくなったが、

政権交代を前提とする民主主義社会においては公債発行にも憲法上の限界があると考え

た方が良さそうである。 
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(４) 予算制度 

(ア) 予算の法的性格 

国家の収入・支出は具体的には予算という形式で議決される。この予算の法的性格を

めぐって我が国の学説は対立してきたが、大別すると、①予算の法的性格を行政と捉え、

政府の行う行為につき予め承認を与える行為にすぎないと解する承認（行政）説、②予算

を政府の財政行為を規律する法規範であるとするが、法律とは異なる国法形式と解する

法規説、③予算を法律または法律と同位の法形式と解する法律説がある。 

これらの学説が鋭く対立する点は、法律と予算の不一致および予算修正の範囲である。

まず、法律と予算が一致しない場合は①と②では法律と予算のいずれが欠けても財政行

為はできないことになるが、③では予算が成立しない場合は財政行為ができないものの、

予算が法律として成立した以上内閣は予算法を執行する義務を負うことになる。また、

国会における予算の修正権の範囲については、①と②は予算の発案権が内閣に属してい

ることを根拠に（73条⑤）、減額修正はともかく増額修正については、内閣の発案権を覆

えし予算の同一性を損なうような大幅修正を認めないことになる。これに対して、③は

予算も法律なので、その修正について議会は何の制約も受けない、ということになる。 

(イ) 予備費の事後承認 

憲法は災害の援助費のように予見し難い予算不足に当てるため予備費を設けることを

認め、事後に国会の承諾を求めている（87条）。この事後承諾は、既になされた支出の効

力に影響を与えるものではなく、したがって、国会が承諾しなかった場合でも内閣の政

治責任が残るにすぎないとされている。なお、国会で予備費の事後承諾が得られなかっ

た事例がいくつかある（たとえば、昭和62年度一般会計予備費、等）。 

 

(５) 財政統制 

(ア) 決算の性格 

予算執行の事後的統制手段として憲法は決算を会計検査院に検査させ、その検査報告

とともに国会に提出することを内閣に義務づけている（91条）。この決算の法的性格につ

いても、①報告説、②各院議決説、③両院交渉議案説、等の対立がある。①が実務のとる

考え方である。 

(イ) 会計検査院 

複雑・専門的な決算に対する議会統制をより強化するには、会計検査院との連携が必

要不可欠である。この観点から会計検査院自体の調査能力の強化とともに、会計検査院

の地位を国会の附属機関化すべきとの提唱もなされてきた。なお、会計検査院の行う決

算の検査で違法・不当な支出が発見された場合、会計検査院はその事実を指摘し是正を

うながすにとどまり、当該支出の効力に影響を与えたり、内閣の責任を問うことなどは

できないとされている。とはいえ、指摘を受けて税制改正がなされることもある。 

(ウ) 国民の財政コントロール 

財政支出のコントロールを議会や会計検査院に任せないで国民自身が行うことは可能

なのだろうか。財政支出そのものを争おうとしても、国の支出については、地方公共団

体の場合のように住民監査請求（自治242条）や住民訴訟（自治242条の２）という制度がな

いので、直接争えない。会計検査院法上の審査請求制度（会検35条）は、利害関係人から

会計検査院に直接審査を要求できる制度で、「利害関係人」は狭く解されており、一般国

民からの審査要求は閉ざされている。 
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７．地方自治 

 

憲法は、92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基い

て、法律でこれを定める」と規定し、この「地方自治の本旨」として「団体自治」と「住民

自治」の２つの要素を定めている。「団体自治」とは、地方公共団体が、国から独立した存

在として、その固有の事務を自らの意思と責任で行うことを意味し、「住民自治」とは、地

方自治を住民の意思に基づいて行うことを意味している。この保障の性質については、さ

まざまな意見があるが、通説は地方自治という歴史的・伝統的制度の保障であると解して

いる。 

地方公共団体は、自治事務を実施するための条例を制定できるが、地方税条例もその１

つである。地方税については、地方税法によって住民に納税義務が生じるのではなくて、

地方税条例により納税義務が生じると一般に解されている。その意味で、地方税について

は租税条例主義が原則ということになる。 

地方税法が地方税の課税対象の一部を非課税とする改正をした場合、それは地方自治に

反したことになるのだろうか。大牟田市が電気ガス税の非課税規定の創設に対して行った

訴訟で、福岡地裁昭和55年６月５日判決（判時966号３頁）は、地方公共団体の課税権も抽象

的には保障されているが、具体的には地方税法により生じるのであるとし、「地方公共団体

の課税権を全く否定するかそれに準ずる内容の法律」でなければ違憲ではないとした。上

記の制度的保障説からの判断である。 

なお、地方自治の観点からは地方税法が法定外税を認めていることに留意する必要もあ

るが、最高裁平成25年３月21日判決（民集67巻３号438頁）が、地方税法の法定税に対する規

制が法定外税にも及ぶと判断して神奈川県の法定外税を違法と判断したため、法定外税制

定の余地は著しく狭められることになった。 

最近の事例として、観光地の所在する地方公共団体が、法定外目的税として「観光税」

を導入する場合があるが、住民ではない観光客に負担を求めている、という問題にも留意

する必要がある。 

 

８．最高法規 

 

憲法は、国の最高法規であるから、その条規に反する法律、命令等は、その効力を有し

ないことになる（98条）。 

そこで、税制改正の内容を調べて、憲法違反としか言いようのない不合理な税法が導入

されたことに気づいた場合、どうしたらいいのであろうか。税理士として、全納税者を代

表して、不合理な税法改正を違憲として裁判で訴えることができるのだろうか。自分の具

体的納税義務等についての争いとは関係なく、抽象的にある法規を特別の裁判所で違憲と

して争えるシステムを抽象的違憲審査制といい、ヨーロッパ大陸諸国で採用されているが、

日本では採用されていない。日本の場合は、通常の裁判所で自分の具体的な争訟を裁判す

る場合に、当該紛争の解決に必要な限度で、適用法令の違憲審査を行うのであり、これを

付随的違憲審査制という。したがって、違憲と思われる税法について、憲法裁判をするこ

とができるのは、その税法に基づいて課税処分がなされたときに、その処分の取消しや無
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効を求めて裁判を起こし、その際に違憲の主張をすることになる。 

また、98条２項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵

守することを必要とする」とも定めている。租税条約によって、国際的二重課税を排除す

るように要求されているのに、国内税法がそれを妨げる各種手続（たとえば、当初申告要件な

ど。平成23年度改正で外国税額控除などの当初申告要件は廃止された）を設けている場合には、

その合憲性も問題となりうるといえよう。 

 

【付記】本章は基本的に芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法[第７版]』（岩波書店）と奥平康弘・

杉原泰雄／編『憲法を学ぶ[第４版]』（有斐閣）の記述を参考にしてまとめている。憲法に

関心を持たれたら、これらの文献や憲法の基本テキストも参照いただきたい。 
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Ⅱ 行 政 法 

【はじめに……税理士にとっての行政法】 

１. 行政法の基本原理 

(１) 行政法という法律はない 
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(２) 法律による行政の原理 

（国会）

（法律の留保）

（憲84条） （租税法律主義の具体的内容については、租税法

概論を参照） （たとえば、「すぐやる課」

の設立や活動などについて法律の根拠は不要か）

(３) 法律による行政の原理の例外……裁量 

（許可基準）

（覊束

裁量）

（便宜裁量）
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（重加算税）

（過少申告加算税） （修正申告書の提出が、その申告

に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知し

てされたものでない場合を除く。）

（その税額

の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであ

るものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定め

るところにより計算した金額を控除した税額）

＊1 もちろん、法規裁量である。 

＊2 「仮装」･「隠ぺい」に基づき提出していない限り重加算税が課されることはない。 

(４) 法律による行政の原理の限界……信義則 

（最判昭和62年10月30日・訟月34巻４号853

頁）
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（東京高判平成24年７月19日・民集69巻４号1238頁）

（最判平

成27年６月12日・民集69巻４号1121頁）

２. 行政過程 

(１) 行政過程における私人 

（行手２条七）

（行手37条）

（以下「許認可等」という）

（行手２条三）

（申請に対する審査、応答）

（以下「申請者」という。）
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（税通16条①一）

(２) 行政立法 

(ア) 行政立法の意味 

（憲73条六）

（内閣府令または省令）（行組12条①）

（行

組14条②）

（「外部効果」）

(イ) 行政立法手続 

（38条①） （38条②）

（パブリックコメント）
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（意見公募手続）

（命令等で

定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。）

（情報を含む。以下同じ。） （以

下「意見提出期間」という。）

（行手39条④二）

(３) 行政調査 

（本書では、第３部「租税法概論」

の税務調査の項目で概説されているので、そちらを参照されたい）

（立入検査等）
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（９条の３）

（税通131条以下）

第３部「租税法概論」

の

(４) 行政指導 

（建築基準法９条参照）

（改善）

（私人）

（国土利用計画法24条）
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（２条六） （32条）

（税通74条の14②）

(５) 行政行為 

(ア) 「行政行為」の意味 

（３条②参照） （２条参照） （２条二参照）

（行政指導の方式）

（前項の書面を含む。） （電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）
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(イ) 命令的行為と形成的行為 

（しないこ

と）

（営業免許） （免許）

（参照、最判昭和35年３月18日・民集14巻４号483頁）

（農地法３条①）

（３条⑦）

（まだ農業委員会の許可はない）

＊ 所得税基本通達36−12参照。原則として、引渡しの時点が属する年分の所得とすべきだが、契約締結

時の所得としての申告も認めるものとされている。 

(ウ) 行政行為の効果 

(ａ) (自力) 執行力 

（つまり債権者となり）

（つまり債務者となる）

（民事訴訟）
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(ｂ) 不可争力 

（または形式的確定力）

(ｃ) 公定力 

（空港会社）

（収用裁決）

（民事訴訟）

（行政庁）
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＊1 確定手続が違法であっても、徴収手続にはその違法性は承継されない。 

＊2 「更正する理由がない旨の通知」が行政行為。 

(エ) 行政行為の取消しと撤回 

（違

法とまではいえないが、裁量の誤りがあり、不当といえる場合のこと）

（または不当）

（道路交通法103条）
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（特別の事情による請求の棄却）

＊800万円で確定した税額が､一旦200万円増額され、1,000万円に確定するが、それが取り消されたため申

告額800万円になる。 

(オ) 行政行為の無効 

（３条④、36条など）
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(６) 行政手続 

(ア) 基準の策定および公表 

（またはその拒否処分）

（５条①） （たとえば、

許可の取消し等）

（12条①） （５条②、

12条②） （５条③、12条①）

(イ) 意見陳述の保障 

（13条）

（13条①一）
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(ウ) 手続の迅速化 

（申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処

分をするまでに通常要すべき標準的な期間）

（６条）

（９条①）

(エ) 理由の付記 

（８条①、14条①）

（８条②、14条③）

（申請に対する処分）

（74条の14①）

(７) 行政上の義務履行確保手段 

(ア) 強制執行制度 
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（法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。）

（他人が代ってなすことのできる行為

に限る。）

（または第三者にこれを行わせ）

（直接強制）

（昭和23年法律第43号）

（47条以下） （89条

以下） （128条以下）

(イ) 間接的強制制度 

(ａ) 行政刑罰 

（道路交

通法117条の４一）

（たとえば、

地方自治法15条２項の過料など）
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(ｂ) その他の間接強制 

（国税通則法157条）

＊行政刑罰の一種と解されている。 

(８) 行政上の権利救済制度 

第２部 関連法規

３. その他の行政上の制度 

(１) 行政上の契約 

（47条の２）
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(２) 行政計画 

４. 行政情報の公開 

（＝「情報公開法」）

(１) 「情報公開請求権」 

（３条）

（保有する行政文書）

（５条）

（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

（文書、図画若しくは電磁的記録に記載

され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。

……） （他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
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（……略……）

（以下、略） 

(２) 税務情報の公開 

（平成29年度の統計（総務省「平成29年度における情報公開法の施行の状況について」）では、

２％ほど）

（http://www.tains.org/）

(３) 不開示決定と不服申立て 

（不開示決定）

（18条以下）

(４) 個人情報保護制度 

（たとえば、出生、経歴、学歴、病歴、職業などのプライヴァシーに関する請報）

（行政機関ではなくて）
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（プライヴァシー）

（そして、本人に限り）

（第７版）（有斐閣・2016）

（第６版）（有斐閣・2015）
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Ⅲ 民   法 

【はじめに……税理士にとっての民法】 

保証債務 （第33条第２項第１号（譲渡所得に含まれない所得）の規

定に該当するものを除く。） （同条第１項に規定する政令で定める行為を含む。）

求償権

（不動産所得の金額、事

業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。）

 

【改正民法の取扱い】 

（平成29年法律

第44号） （平成30年

法律第72号） （民817

条の５） （令和元年法律第34号）
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１．民法の全体構造と基本概念 

第１編 総則 

（第１条・第２条）

（第３条～第32条の２）

（第33条～第84条）

（第85条～第89条）

（第90条～第137条）

（第90条～第92条）

（第93条～第98条の２）

（第99条～第118条）

（第119条～第126条）

（第127条～第137条）

（第138条～第143条）

（第144条～第174条）

第２編 物権 

（第175条～第179条）

（第180条～第205条）

（第206条～第264条）

（第265条～第269条の２）

（第270条～第279条）

（第280条～第294条）

（第295条～第302条）

（第303条～第341条）

（第342条～第368条）

（第369条～第398条の22）

第３編 債権 

（第399条～第520条の20）

（第521条～第696条）

（第521条～第548条の４）

（第549条～第554条）

（第555条～第585条）

（第586条）

（第587条～第592条）

（第593条～第600条）

（第601条～第622条の２）

（第623条～第631条）

（第632条～第642条）
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（第643条～第656条）

（第657条～第666条）

（第667条～第688条）

（第689条～第694条）

（第695条・第696条）

（第697条～第702条）

（第703条～第708条）

（第709条～第724条の２）

第４編 親族 

（第725条～第730条）

（第731条～第771条）

（第772条～第817条の11）

（第818条～第837条）

（第838条～第875条）

（第876条～第876条の10）

（第877条～第881条）

第５編 相続 

（第882条～第885条）

（第886条～第895条）

（第896条～第914条）

（第915条～第940条）

（第941条～第950条）

（第951条～第959条）

（第960条～第1027条）

（第1028条～第1041条）

（第1042条～第1049条）

（第1050条）

(１) 近代民法の三大原則 

(ア) 所有権の絶対性 

(イ) 契約自由の原則 
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(ウ) 過失責任の原則 

（714条、718条）

（717条）

（ＰＬ法）

(２) 権利と義務  
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(３) 物権と債権  

（第１条～第174条）

（第175条～第398条の22）

（第399条～第724条）

（第725条～第881条）

（第882条～第1050条）

（またはそれが有する利用価値・交換価値などさまざまな価値の全部ま

たは一部）

（金銭の支払、物の引渡し等）

（直接支配権）

（請求権）

（絶対性）

（相対性）

（排

他性） （非排他

性）

（優先性）

（債

権者平等の原則）

（追求力）
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（物権法定主義。しかし、譲渡担保のように慣習法として認められた物

権もある）

(４) 権利の濫用 

（１条③）

（原告・被控訴人・被上告人）

（被告・控訴人・上告人）
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（りそな外税控除否認事件）

（最判平成28年２月29日・民集70巻２号242頁）

（以下『組織再編税制』という。）
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２．民法と税法の基本的関係……借用概念と「みなし」規定 

（地税294条①一）
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（８条）

（対価の支

払があつた場合には、その価額を控除した金額）

（当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈）

（以下、略）
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３．民法の時効と税法 

（144条）

（145条）

（146条）

（147条①）

(１) 取得時効 

(ア) 取得時効の要件 

（物権） （162条）

（163条） （債権）

（最三小判昭和43年10月８日・民集22巻10号2145頁）

(ア) (イ) （自主占有） (ウ) 

(エ) 

（善意・無過失）

（162条②）

（所有の意思の存否）

（他主占有）

（最判平成８年11月12日・民集50巻10号2591頁）
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（最判昭和42年７月21日・民集21巻６

号1643頁）

(イ) 時効の援用 

（145条）

(ウ) 取得時効の効果 

（144条）

（貸家を時効取得した場合の

家賃など）

（397条）

（最判昭和

35年７月27日・民集14巻10号1871頁）

(エ) 取得時効と所得発生の時期 

①

② ③ ④

（最判昭和61年３月17日・民

集40巻２号420頁）
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（静岡地判平成８年７月18日・行裁

例集47巻７･８号632頁）

（資産税関係質疑応答事例集 国税

庁課税部審理室・資産課税課・資産評価企画官編集）

(オ) 時効取得に要した費用 

(カ) 取得時効によって利益は発生するのか 

（売買による購入など）
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（別件判決）

（この解説については、三木義一監修『新 

実務家のための税務相談（民法編）』（有斐閣、2017）52頁〔橋本浩史〕を参照した）

（裁決平成14年10月２日・

裁決事例集64集１頁）

（裁決平成19年11月１日・裁決事例集74集１頁）

（ただし、相続人が時効更新の手続を取るいと

まがなかったなど真に保護するに値する場合には、後発的事由に基づく更正の請求を認めるべき

とする反対説〔金子宏『租税法（23版）』（弘文堂、平成31年）950頁〕もある）

(２) 消滅時効 

(ア) 消滅時効の意味と内容 
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（166条①）

（最判昭和42年６月23日・民集21巻６号1492頁）

（改正前民法167条①）

（同条②） （なお、施

行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による〔平

成29年民法改正附則10条④〕ことに注意）

①

②

（166条①）

（貸金業者がとり続けていた利息制限法の上限を超える

利息の返還請求権：民法上の不当利得返還請求権〔708条〕） （借主）

（167条）

（169条①）。

(イ) 時効の援用の意味 

（最判昭和48年12月14日・民集27巻11号

1586頁）

（145条かっこ書）

(ウ) 時効利益の放棄と更新 

（146条）

108



 

（改正前民法では時効の「中断」という用語が使われてきたが変

更された）

（改正前民法では「時効の停止」という用語が使われていたが変更さ

れた） （150条①）

（150条②）

（裁判上の請求）

（147条）

（152条①）

(エ) 短期の消滅時効期間 

（売掛金）

（改正前民法169条～174条）

（商522条）

（手形法70条）

（小切手法51条）

（電子記録債権法23条）

（売掛金）

（手形法17条）

（最判昭和43年12月12日・判時545号78頁。ただし、手形金請求の

訴訟を起こして手形の時効を中断すれば、同時に、原因債権である売掛金についても時効を中断

させる効果があると解されていた〔最判昭和62年10月16日・民集41巻７号1497頁〕）

(オ) 除斥期間の意味と内容 

（相税32条） （税通23条）

（会計法30条）
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（税通73

条）

（会計法31条、税通72条）

（固定資産税な

ど）

(カ) 消滅時効を援用することによる利益と損失 

(キ) 更正処分と除斥期間 

（ア）

（イ）

（最三小判昭和51年11月30日・

税資90号707頁）

４．(連帯) 保証債務・連帯債務 

(１) 保証債務・連帯保証債務・連帯債務の区別 
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（催告の抗弁権、452条）

（検索の抗弁権、453条）

（454

条）

（153条①）

（相対的効力の原則、441条）

（454条）

(２) 保証債務の範囲 

（447条①）

（545条①） （最判昭和40

年６月30日・判時412号６頁）

（620条）

（最判昭

和30年10月28日・判タ53号45頁）

(３) 保証債務の履行と求償権 
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（463条①、443条）

（459条の２①）

（462条①）

（462条②前段）

(４) 納税保証債務・第２次納税義務・連帯納付義務 

（たとえば、税徴39条）

（税通９条）

（436条、437条、441条～445条） （税通

８条） （税通９条の２）

（この点を判断し

たものとして、東京地判平成10年５月28日・判タ1016号121頁）

（税通73条④）

（相

税34条①一、二）
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(５) 保証債務の履行と譲渡課税 

保証債務 （第33条第２項第１号（譲渡所得に含まれない所得）の規

定に該当するものを除く。） （同条第1項に規定する政令で定める行為を含む。）

求償権

（不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。）

（所税33条②一）

（所税64条②）

（所税37条）

(ア) 債権者に対して債務者の債務を保証したこと 

(イ) その保証債務を履行するために資産を譲渡し、履行したこと 

(ウ) その履行に伴う求償権があること 

(エ) 求償権の全部または一部を行使することができなかったこと 

(ア) 債権者に対して債務者の債務を保証したこと 

（446条②）
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(イ) その保証債務を履行するために資産を譲渡し、履行したこと 

（最判平成５年３月２日・税資194号619頁）

（盛岡地判平成13年６月29日・税資250号順号8936） 

(ウ) その履行に伴う求償権があること 

（実質的にはこの時点

で贈与） （例：仙台高判平成10年１月27日・税資

230号180頁）

（仙台高判平成14年８月７日・税資252号順号9174）
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(エ) 求償権の全部または一部を行使することができなかったこと 

（妻） （父

母） （とＡの妻）

（息子） （父Ａ）

（松尾弘＝益子良一『民法と税法

の接点〔新訂版〕』（ぎょうせい、2007）218～219頁〔田添正寿〕）
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（連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例）

５．不当利得 

(１) 不当利得の成立 

（703条）

（最判昭和49

年９月26日・判時757号63頁）

（被騙取者） （弁済受領者）

（前掲・最判昭和49年９月26日）

（前掲・最判昭和49年９月26日）

（民
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集49巻８号2805頁）

(２) 不当利得の効果 

（最(大)判昭和18年12月22日・法律新聞4890号３頁。株式の不当利得の事案）

（703条、704

条）

（704条）

（703条）

(３) 不当利得の類型 

（巻き戻し）

（ただし、詐欺・強迫による取消しの場合は除く）

（705条） （706条） （707条）

(４) 不法原因給付 

（708条）

（90条）

（最判昭和37年３月８日・判時337号31頁）

（最判昭和41年７月28日・民集20巻６号1265頁）

（民

708条ただし書）
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(５) 不当利得と課税 

（４条～20条、96条、94条、95条等）

（最判昭和35年10月７日・民集14巻12号2420頁等）

（昭和23年旧所基通148）

(６) 不当利得の収益としての計上時期 

（民集25巻８号1120頁）

(７) 課税庁の不当利得とその返還 

（過誤納金）

（大阪高判平成３年５月31日・判時1400号15頁）

（最判昭和39年10月

22日・民集18巻８号1762頁参照）

（登録免許税法31条①）
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（大阪高判平成12年10月24日・判タ1068号171頁）

（最判平成17年４月14日・民集59巻３号491頁）

（税通74条）

(８) 納税者間の調整装置としての不当利得 

（最判昭和47年１月25日・民集26巻１号１頁）

（横浜地

判平成12年２月21日・判自205号19頁）

（東京地判平成５年１月28日・判タ842号173頁）

（東

京高判平成５年12月22日・判タ842号170頁） （最判平成10年

６月30日・民集52巻４号1225頁等）
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（横

浜地判平成13年３月28日・判例集未登載）

６．不法行為 

(１) 不法行為の成立要件 

（過失）

（最判平成５年９月９日・判時1477号42頁）

（最判昭和41年６月23日・民集20巻５号1118頁）

(２) 監督者と使用者の責任など 

（712条）

（713条）

（714条）

（従業員）
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（715条）

（715条①ただし書）

（717

条①ただし書）

（最判昭和30年４月19日・民集９巻５号556頁）

（最判昭和30年４月19日・民集９巻５

号534頁）

(３) 損害賠償の方法と過失相殺、時効 

（722条①、417条）

（723条）

（722条②）

（724条一）

（724

条二） （最判平

成元年12月21日・判時1379号76頁）

（724条の２）
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(４) 損害賠償金を受け取った場合と税 

（これらに類するものを含む。）

（所税９条①十七）

(５) 損害賠償金を支払った場合と税 

（所税令98条）

（所基通37－25）

（所基通45

－６、36－33）
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（所基通37－２の２）

（税務通信2597号２頁）

（評基通210）

(６) 社員の横領による損失 

（債務の履

行遅滞による損害金を含む。以下２－１－43において同じ。）

（法基通２－１－43（注））

（最判昭

和43年10月17日・訟月14巻12号1437頁など）

(７) 税理士の横領による損失 

（東京地判平成13年２月27日・税資250号順号8447、東京高判平成14年１月23日・訟月49巻10

号2992頁、最判平成17年１月17日・民集59巻１号28頁）
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（Ｘ）

（最判平成18年４月25日・民集60巻４号1728頁）

(８) 夫の横領による損失 

（刑集51巻９号716頁）

（脱税）

（夫）

(９) 理事長の横領による損失 

（大阪高判平成15年

８月27日・税資253号順号9416）
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７．遺  言 

（民集67巻６号1320

頁） （非嫡出子）

 

（法定相続分） 

（平成31年１月13日に施行）

(１) 遺言の内容と作成方法 

（961条）

（876条） （876条の６）

（962条、963条）

（973条）

（964条） （902条）

（908条）

（最判平成３年４月19日・民集45巻４号477

頁）
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（最判昭和34年６月19日・民集13巻６号757頁）

（994条）

（昭和62年６月30日民３第3411号・民事局第３課長回答）

（ア） （968条）（イ） （969条）（ウ）

（970条） （エ） （976条）（オ）

（977条）（カ） （978条）（キ） （979

条）

（983条）

（1022条）

（1023条）

(２) 自筆証書遺言 

(ア) (イ) (ウ)

(エ) （968条①）

（同条③）

（968条）

（自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面）

（同条②）
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＊ 法 務 省 自 筆 証 書 遺 言 の 方 式 （ 全 文 自 書 ） の 緩 和 方 策 と し て 考 え ら れ る 例 の 参 考 資 料

（http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf）より引用 

（最判平成５年10月19日・判時1477号52頁）

（最判昭和54年５月31日・民

集33巻４号445頁）

（最判昭和49年12月24日・民集28

巻10号2152頁）

（1004

条①）

（同条②）
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（仙台地判平成４年３月26日・判時1445号165頁）

(３) 公正証書遺言と秘密証書遺言 

（969条）

(４) 相続させる遺言 

（最判平成３年４月19日・民集45巻４号477頁）

（遺言の効力の生じた時）

（平成14年時点）

（同様）

（地税73条の７一）

（899条の２①）

（遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財

産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言）

（1014条②）
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(５) 法人に対する遺贈 

（被相続人）

（最判平成４年11月16日・判時1441号66頁）

（相続税法基本

通達９－１）

(６) 遺言による相続税の節税 
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（Ａとは５親等の関係）

（少数株主）

（評基通178）

（東

京地判平成８年12月13日・訟月44巻３号390頁、最判平成11年２月23日・税資240号856頁）

（同通達188）
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Ⅳ 商法・会社法 

１．商法の意義 

 

（明治32年法律第48号）

（一定の計画に従い、継続的意図をもって資本的計算のもとに営利活動を行う独立

した経済単位。企業には会社のほか組合、個人企業なども含まれる）

（企業法説）

（会社法〔平成17年法律第86号〕や保険法〔平

成20年法律第56号〕のほか、商法総則との関係では不正競争防止法〔平成５年法律第47号〕など、

商行為法との関係では国際海上物品運送法〔昭和32年法律第172号〕のほか銀行法などの各種業法な

ど） （国際航空運送に関するモントリオール条約・ハーグ

改正議定書など）  

２．商法の適用範囲 

（一方が数人であるときは、その１人について商行為であ

ればよい。商３条②） （商３条①）

（商法総則） （会社・外国会社〔会２条一、二〕を

除く。商11条①かっこ書） （商行為）

（商７条）

（商規３条）

（絶対的商行為および営業的商行為。この２つ

を基本的商行為という） （固有の商人）

（ただし、商行為概念とは別に商人とされる者〔擬制商人〕もある）
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（附属的商行為）

（会５条） （商行為）

（だれが行っ

ても商行為である） （商人が営業のために行って、初めて商行為性が認められる行

為。商人以外の者がその行為を行っても、相手方にとって商行為でない限り〔商３条①〕商行為性

は認められない）

３．商  人 

(１) 固有の商人（商４条①） 

（会５条）

（商４条①）（商法11条１項かっこ書は「会社及び外国会社を除く。

以下この編において同じ」と定めるから、商法４条１項は会社・外国会社にも適用される）

(２) 擬制商人（商４条②） 

(ア) 店舗販売業者 

（農産物、水産物など） （商

法501条１号と対比） （公衆に対して開設された継続的取引のための場所的設備）

(イ) 鉱業を営む者 

（商法501条１号と対比）

４．商業登記 

(１) 商業登記の意義 

（商登６条）
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（たとえば船舶登記〔686条〕）

(２) 登記事項 

（絶対的登記事項） （商11条②）

（相対的登記事項）

（商10条）

（会976条一）

(３) 登記事項証明書等の交付請求 

（商登10条、11条）

（商登11

条②）

(４) 商業登記の一般的効力（商９条①、会908条①） 

（取引上重要でない事項）

（確保的効力）

(ア) 商法９条１項および会社法908条１項の適用範囲 

（最判昭和43年11月１日・民集22

巻12号2402頁）

(イ) 対抗することができない第三者の意味 

（最判昭和35年４月14日・民

集14巻５号833頁） （最判昭和29年10月15日・民集８

巻10号1898頁）

(ウ) 登記前の第三者の地位（商９条①前段、会908条①前段）―商業登記の消極的公示力 

（重

過失を含む）
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（事実を知っても）

（登記義務者）

(エ) 登記後の第三者の地位（商９条①後段、会908条①後段）―商業登記の積極的公示力 

（最判昭和49年３月22日・民集28巻２号368頁）

（最判昭和52年12月23

日・判時880号78頁参照）

(５) 商業登記の特殊的効力 

（例外

である）

(ア) 創設的効力 

（会49条、579条）

（会754条①、756条①） （会764条①、766条①） （会744

条） （他方、清算結了の登記には創

設的効力はない）

(イ) その他の効力 

（商15条②） （会２条二）

（会818条①）

（会586条②、612条②、673条①）（免責的効力）

（会839条）

（会51条②、102条④）（補完的効力）

（会750条②、752条②）
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(６) 不実登記の効果（商９条②、会908条②） 

（事実と異なる）

５．商業帳簿 

(１) 商業帳簿についての規律の意義 

（会社・外国会社を除く）

（財政状態） （経営成績）

(２) 商業帳簿の意義 

（商19条②）

（一定の期間に得た利益または被った損失を算定する過程を収益と費用を示して、計

算表示するもの） （誘導法） （会社・外国会社を除く）

(３) 会計帳簿の意義 

（商19条

①）

(４) 貸借対照表の意義 

（決算日）
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（左側） （財産的価値のあるもの） （右側）

（法律上の債務と負債性の引当金）

（営業年度

の末日を変更する場合を除き１年を超えることができない）

（商規６条）

(５) 資産・負債の帳簿価額 

(ア) 資産の帳簿価額―原則 

（商規５条①本文）

（商規５条①ただし書）

(イ) 減価償却 

（営業年度の末日以外の日において評価すべ

き場合には、その日） （商規５条②）

(ウ) 資産の帳簿価額の特則 

（その資産の時価

がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く）

（商規５条③）

(エ) 取立不能のおそれのある債権 

（商規５条④）

(オ) 負債の帳簿価額 

（商規５条⑤本文）

（商規５条⑤ただし書）

(カ) のれんの認識 

（商規５条⑥）

(６) 一般に公正妥当と認められる会計の慣行 
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(７) 商業帳簿の保存 

（帳簿締切の時）

（商19条③）

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものとして法務省令〔商規９条①〕に定められるもの〔商539条①二〕）

（商規４条③）

(８) 商業帳簿の提出義務 

（商19条④）

６．会社の意義 

（平成17年法律第86号） （会３条）

(１) 営 利 性 

（会

５条） （平成17年改正前商法52条２項参

照）

（会105条②）

(２) 社 団 性 
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(３) 法 人 

(ア) 性質による制限 

(イ) 法令による制限 

（民43条）

（会476条、645条、破35

条）

(ウ) 定款所定の目的による制限 

（民34条）

（社員も会社がそのような行為を行うことを予測し、期待するから、社員の意思の合理的

解釈の点からも問題はない）

（すなわち、代表者がその行為を法人のためにす

る意思でなしていたか否か）

（最判昭和27年２月15日・民集６巻２号77頁）

７．株式会社の設立 

(１) 設立の意義 

（実体の形成）

（株主） （団体の人的・物的

基礎の形成）

（会49条、579条）

(２) 発起設立と募集設立 

（会25条①）

（株式会社の設立に際して発行する株式）
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（会25条①一）

（会25条①二）

（会26条） （会30条）

（会32条） （会25条②）

（会34条）

(３) 創立総会 

（会65条）

（会66条）

（会87条①） （設立に際して取締役となる

者） （設立に際して会計参与となる者） （設立に際して監査役と

なる者） （設立に際して会計監査人となる者） （会88条）

（設立しようとする会社が監査役設置会社である場合には、さらに設立時監査

役。以下、同じ） （会94条）

（会93条①、②）

（会96条）

(４) 設立登記 

（会49条）

（会911条）

(５) 発起人の権限 
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（株式会社という社団法人の形成それ自体を直接目的とする行

為およびそのために法律上必要な行為、たとえば、定款の作成、株式の引受け・払込みに関する行

為、創立総会の招集）

（たとえば、設立事務所の賃借、設立事務員の雇入れ、株

式申込証・目論見書などの必要書類の印刷の委託、株主募集の広告の委託など） （会

社の成立を条件とする営業の準備行為。たとえば、営業所・工場用の建物または敷地の譲受けまた

は賃借、営業所・工場の設計の委託、機械の買入れ、製品の供給契約、従業員の雇入れなど）

 

(６) 定款の作成 

（会26条①）

（会26条①）

（会26条②）

（会30条①）

(ア) 絶対的記載事項 

（または記録。以下、同じ）

(イ) 相対的記載事項 

（拘束力）

（または危険な約束）

(ウ) 任意的記載事項 

（会

29条）

（会466条）

(７) 変態設立事項 

（会33条）
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（会59条①二）

（会33条⑦、96条）

（会33条⑩三）

（ただし、弁護士等の証明があっても、発起人・設立時取締役は、その職務を行うについて注意を

怠らなかったことを証明しない限り、目的物価額不足額填補責任を負う点で、検査役の調査を経た

場合とは異なる）

（会33条⑪）

（定款の変更が

あった場合には、変更後の価額）

（会52条③本文）

（会52条③ただし書）

（会33条⑩一、二）

（定款の変更があった場合には、変更後の価

額）

（会52条①、②、103条②）

（これらの者はいわば売主の地位にあるから責任を免れることは

できない）
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（会52条②一、103条②）

（会103

条②）

（会52条②二）

(ア) 現物出資 

（会104条）

(イ) 財産引受け 

(ウ) 発起人の報酬その他の特別の利益 

(エ) 設立費用 

（会規５条） （定款に係る印紙税、払込取扱銀行に支払う手数料・報

酬、検査役の報酬、設立登記の登録免許税）

（定款への記載、検査役の調査および裁判所または創立総会の承認を要せずに会社の負担に帰す

る）（会28条④かっこ書）

(８) 株式の引受け 

（会27条四）
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（ただし、会25条②）

（会59条②）

（会61条）

（会59条④）

（心裡留保） （通謀虚偽表示）

（会51条①、102条③）

（会51条②、102条④）

（民４条、９条、12条）

(９) 出資の履行 

（ただし、会

34条①ただし書） （会34条①、63条①）

（会34条①、

62条①）

（会34条②、63条①） （会

64条）（募集設立の場合のみ）

（商登47条②五かっこ書）（募集設立の場合のみ。発起設立の場合は、払込みがあったこ

とを証する書面でよい〔商登47条②五〕）

（会965条） （募集株式の

発行等の場合は取締役・執行役個人）

（たとえば、会社の設立にあたって、発起人が払込取扱機関以外の金融機関か

ら借入れを行い、これを払込金に充て、会社設立後直ちに払込金を引き出し、それをもって借入金

を返済するような行為など）

（会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の

支払を請求した場合には、当該金銭の全額の支払）

（会規７条の２、18条の２） （当該出資の履行を仮装した者を除

く）

（これらの支払等がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発
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行株式について、設立時株主は設立時株主および株主の権利を行使することができないが、設立時

発行株式またはその株主となる権利を譲り受けた者は、悪意または重大な過失があるときを除き、

当該設立時発行株式についての設立時株主および株主の権利を行使することができる）（会52条の２、

102条③、④、102条の２、103条②）

（設立しようとする会社が監査役設置会社である場合には、さらに設立

時監査役。以下、同じ） （怠ると損害賠償責任を負うことになる）

（会46条①一～三、93条①一～三）

（会46条②、93条②、③）

（会94条①）

(10) 設立無効の訴え 

（準則主義）

（会838条） （会839

条）

（狭義） （会

828条①柱書）（排他性）

（会計監査権限のみを有する者を除く）

（会828条②一）

（会834条一）

（会836条③）

（会836条①）

（設立登記） （会828条①一）

（会27条）
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（会30条①）

（会32条②、58条②）

（会27条①四） （会65条①）

（会838条） （遡及

効がない） （会475条二）

(11) 会社の不成立 

（会27条四）

（会社が成立しない）

（会58条①四）

（会66条）

（会56条）

８．株式会社の機関 

（会３条）

（会326条②）
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（監査役

会の設置は任意）

（権限

を会計監査に限定することがで

きる）

（会社が発行する全部

または一部の株式の譲渡による取得につき、会社の承認を要しないものとされている会社）

（会327条①一） （会社が発行する全部

の株式の譲渡による取得につき、会社の承認を要するものとされている会社。以下、非公開会社と

いう）

（会327条②参照）

（監査役設置

会社。監査役会を置く場合には監査役設置会社であると同時に監査役会設置会社でもある)

（指名委員会、報酬委員会、監査委員会） （指名委員会等および

執行役を置く会社を指名委員会等設置会社という）

（監査等委員会を置く会社を監査等委員会設置会社という）

（大会社）（会２条六）

（会328条①、②、327条⑤）
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（会335条、331条①、③、④、400条④）

（会326条②、327条③）

（会328条①）

（少なくとも半数以上は社外監査役） （会335条③）

（会390条③）

（会326条②、

327条④）

（会計参与が法人であるときは、その職務を

行うべき社員）

（親会社および株式会社の経営を支配している者として法務省

令〔会規３条の２②、③〕で定めるもの。会２条四の二）（自然人であるものに限る）

（会２条三の二、会規３条の２①、③）（その株式会社およびその子会社

を除く）

（自然人であるものに限る）

（会２条十六）

（令和２年４月１日時点では未施行）

（会

327条の２）

（代表取締役、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議

によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの、および、株式会社の業

務を執行したその他の取締役） （以下、併せて、

業務執行取締役等という）

（会計参与が法人であるときは、そ

の職務を行うべき社員） （業務執行取締役等であったことが

ある者を除く）

（自然人であるものに限る）

（会２条三の二、会規３条の２①、

③）（その株式会社およびその子会社を除く）

（自然人であるものに限る）
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（会２条十五） （令和２年４月１

日時点では未施行） （指名委員会等設置会社を除く）

（取締役会設置会社では、取締役会の決議）

（指名委員会等設置会社では、執行役）

（会348条の２）

（会327条②ただし書）

（会389条①）

（会326条②）

（後述18参照）

（会２条十二、402条①）

（会415条） （会418条）

（会327

条④） （会400条①）

（会400条③） （後述19参

照） （会326条②）

（会327条④）

（会331条⑥）

（会399条の13⑤、⑥）

（会326条

②）
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９．株主総会 

 

 (１) 意義と権限 

（会295条②）

（以下、取締役会不設置会社という）

（会295条①）

(２) 招 集 

（法的安定性を

確保するため、一定の手続をふむことを要求する）

（会300条）

（指名委員会等

設置会社では代表執行役） （会296条③、298条④）

（会297条④、491条） （会307条、359条）

（非公開会社は１週間前） （政

令の規定に従って、株主の承諾を得た場合には電磁的方法によることもできる）

（会299条①、②二）

(３) 株主の提案権 

（会298条④）

（株主総会の目的とされる事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の

数を除く） （これを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合）
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（これを下回る個数を定款で定めた場合には、その個数） （こ

れを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間）

(ア) 議題追加権（会303条①）および議案の要領の通知請求権（会305条①） 

（指名委員会等設置会社では代表執行役）

（これを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間）

（議題。たとえば、取締役選任の件、定款変更の件を会議の目的とすることなど）

（書面で招集通知をする場合には、その通知に記載・記録すること）

（会303条①、305条①九）

（その議案について議決権を行使することができない株主

を除く） （これを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（会305条④〔令和元年改正後は⑥〕）

（令和２年４月１日時点では未施行）

（会305条④）。

(イ) 議案提出権（会304条） 

（その株主が議決権を行使するこ

とができる事項に限る）

（その議案について議決権を行使することができない株主を除く） （こ

れを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（つまり、議長はその議案を取り

上げなくてよい）

(４) 議 決 権 

（単元株制度が採用されている会社においては１単元）

（ただし、非公開会社においては、株主総会における議決権について定款の定

めによる異なった取扱い〔たとえば、１人１票など〕が認められる〔会109条②〕）

（議決権制限株式）

（会308

条②）

（会

規67条）

（会308条①かっこ書）
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（会160条④、175条②）

（会310条①）

（会298条②本文）

（取締役会設置会社の場合は取締役会の決議をもって）

（会298条①三）

（取締役会設置会社の場合は取締役会の決議をもって）

（会298条①四）

(５) 議事の進行 

（会315条①）

（会315条②）

（議

題） （会314条①）

（議題）

（会規71条）

(６) 決議要件 

(ア) 普通決議

（定足数）

（会309条①）

（会341条）

(イ) 特別決議 

（３分の１

以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上） （定足数）

（これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（決議要件） （ただし、決議の要件に加えて、一定の数以上の

株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることができる）（会309条②）

(ウ) 特殊な決議 
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（これを上回る割合を定款

で定めた場合には、その割合以上） （これを上回る

割合を定款で定めた場合には、その割合）

（特殊の決議）（会309条③）

（その定めを廃止するものを除く）

（これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（特殊の決議）（会309条④）

(７) 書面または電磁的方法による同意 

（会319条①）

（会319条⑤）

（会319条②～④）

（会320条）

(８) 株主総会等の決議の瑕疵を争う訴え 

（会831条）

（会830条）

(ア) 決議取消しの訴え 

（会834条十七） （監査の範囲が会計事

項に限定されている者を除く）

（その決議が株主総会または種類株主総会の
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決議である場合には取締役、監査役または清算人としての権利義務を有する者を含み、その決議

が創立総会または種類創立総会の決議である場合には設立時取締役または設立時監査役を含む）

（会831条①

柱書）

（会831条①一前段）

（会831条②）

(イ) 決議無効確認の訴えと決議不存在確認の訴え 

（確認訴訟）

（最判昭和45年７月９日・民集24巻７号755

頁）

（会834条十六）

10．取締役会 

 

(１) 取締役会の意義 

（指名委員会等設置会社では、執行役および取

締役）

(２) 取締役会の権限 

(ア) 指名委員会等設置会社でも監査等委員会設置会社でもない会社 

（会362条②一）

（会規

100条）

（会362条④）

（会362条②二）
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（会363条②）

（会372条②）

（監査役によ

る監査は、適法性ないし消極的妥当性に限られるといわれていることと対照的である）

(イ) 指名委員会等設置会社 

（会402条②、403

条①）

（会規112条①）

（会規112条②） （会

416条①、②）

（会416条④）

（会362条④）

（新株引受

権付社債を含む）

（会416条④十五～二十かっこ書）

（会計参与設置会社では、さらに会計参与）

（会416条①二）

（会415条）

（会416条③）

（会402条⑥〔すなわち、会社法に別段の定めがある〕）
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(ウ) 監査等委員会設置会社 

（会規110条の４）

（会399条の13①）

（取締役の過半数が社外取締役である

監査等委員会設置会社における取締役会の専決事項を除く）

（会399条の13⑤、⑥）

(３) 取締役会の招集 

（監査役〔監査の範囲を会計事項に限定されている者を除く〕設置会社で

は、さらに監査役） （会368条①）

（経営の機動性のため招集手続を省略することを認める必要がある〔会368条②〕。

全員出席取締役会は当然認められる）

（たとえば社長） （会366条①ただし書）

（会366条②）

（会366条③。監査の実効性を確保するた

め、監査役にも同様の権利が認められている）

（会417条①）

（会417条②前段）

（会417条②後段）

（会399条の14）

（定款で短縮でき、実際上はほとんどの会社

が定款で短縮している） （会368条①）

（電話を含む）
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（名

古屋高判平成12年１月19日・金判1087号18頁）

(４) 決議の方法 

(ア) 原 則 

（会369条）

（会369条①）

(イ) 特別取締役による議決 

（特別取締役）

（これを上回る割合を取締役会で定めた場合には、その割合以上）

（これを上回る割合を取締役会で定めた場合には、その割合以上）

（会383条②）

（会373条④）

（会373条①）

(５) 書面または電磁的方法による同意 

（会370条）

（代表執行役）

（会372条②）

11．指名委員会等 

（指名委員会・報酬委員会および監査委員会） （各委員会につ

き、その委員の過半数は、社外取締役でなければならない） （会400条①、③）

（会
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400条②）

（会417

条③） （会413条②）

（会366条①ただし書）

（会417条①）

（平

成17年廃止前商法特例法21条の５第１項参照）

（会計参与設置会社では、取締役および会計参与）

（会404条①）

（後述18参照）

（会404条②二）

（会計参与設置会社では、さらに会計参与）

（会404条③）

12．代表取締役 

（会362条②）(なお、取締役会のほか株主総会の決議によっても代表取締役を選任できる旨

の定款の定めは有効であると解されている。非公開会社について、最判平成29年２月21日・民集71

巻２号195頁)

（会349条③）

（会363条①参照）

（会349条④）

（会350条）

13．執行役・代表執行役 

（会415条） （会418条②）

（会402条②）
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（会403条①）

（会402条⑦）

（代表執行

役）

（会420条）

（会420条、349条④、⑤、350条）

14．表見代表取締役・表見代表執行役 

（会421条）

15．取締役・執行役の業務の適正を担保する制度等 

(１) 善管注意義務と忠実義務 

（会330条、402条③、民644条） （会355条、

419条②）

(２) 取締役・執行役の競業避止義務 

（取締役会不設置会社では株主総会）

（株主総会の承認は普通決議による）

（競業取引）

（会356条①一、365条、419条②）

（会365条②、419条②）

(３) 取締役･執行役の利益相反取引の規制 
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（取締役会不設置会社では株主総会）

（会356条①二、三、365条②、419条②）

(４) 取締役・執行役の報酬等 

（実務では、定款で定めることはまれであり、総会の決議によることが多い）

（令和２年４月１日時点では未施行）

（種類株式発行会社では、募集株式の種類および種類ごと

の数）

（種類株式発行会社では、募集株式の種類および種類ごとの数）

（当該株式会社の募集株式および募集

新株予約権を除く）

（会361条④）

（令和２年４月１日時点では未施行）

（会361条②、③）

（令和２年４月１日時点では未施行）

（監査等委員である取締役を除く）

（会361条⑦）
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（使用人兼務執行役の使用人分給与等を含む）

（会404条③、409条）

(５) 取締役・執行役の会社に対する責任 

（会423条①）

（指名委員会等設置

会社においては、その取引が会社と取締役との間の取引または会社と取締役との利益が相反する取

引である場合に限る）

（会423条③） （監

査等委員である者を除く）

（会423条④）

（会428条①）

（支払義務なので、会社の損害は要件とされない） （会120条⑤）

（業務執行取締役・執行役その他その業務

執行取締役・執行役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令〔計規159条〕で定めるも

の） （計規160条、161条も参照）

（会462条①、②）

（会322条②）

（会116条①）

（会464条①）

（その事業年度の直前の事業年度が

最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度）
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（会計監査人設置会社において株主総会の承認を要しない場合には、取締役会の承認）

（計規156条〜158条）

（その超過額が会社

法465条１項各号に定める額を超える場合には、同法465条１項各号に定める額）

（会465条①）

（分配可能額を超える部分に限る）

（会850条④、①、③）

（または取締役の決定）

（非業務執行取締役）

(ア) 株主総会決議による責任の一部免除 

（会社と自己のために直接取引をした取締役

以外の利益相反取引に係る責任を含む）

（会規113条）

（業務執行取締役等である者に限

る）

（金銭の払込みをしないことがその者にとって特に有利な条件である場合または払込金額が特に

有利な金額である場合）

（会規114条） （最低責任限度額）

（会

425条①、309条②八）

（業務監査権限を有する監査役を設置しない会社〔指名委員会等設置会社および監査等委員会設

置会社を除く〕では不要） （監査委員の

責任を免除する場合を除く） （監査等

委員の責任を免除する場合を除く） （会425条③）

(イ) 取締役会決議（取締役の決定）による責任の一部免除 

（監査の範囲が会計事項に限定されている者を除く） （取締役が２

人以上ある場合に限る）
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（その責任を負う取締役を除く） （取締役会

設置会社では、取締役会の決議）

（会426条①）

（業務監査権限を有する監

査役を設置しない会社〔指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く〕では不要）

（監査委員の責任を免除する場合を除く）

（監査等委員の責任を免除する場合を

除く） （会426条②、425条③）

（取締役会設置会社では、取

締役会の決議）

（１か月以上）

（会426条③）

（会426条④）

（免除の対象となる責任を負う役員等である者を除く）

（これを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（会426条⑤）

(ウ) 責任限定契約 

（会427条①）

（監査委員または監査等委員である者を除く）

（監査委員または監査等委員である者を除く）

（業務監査権限を有する監査役を設置しない会社〔指名委員会

等設置会社および監査等委員会設置会社を除く〕では不要）

（会427条③、425条③）

（会427条②）

（会427条④）

(６) 代表訴訟・多重代表訴訟 
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（以下、併せて、発起人等という）

（代表訴訟） （会847条）

（会847条①柱書、189条②）

（会847条①）

（会847条の４②、③）

（会規217条）

（もっとも、期間経過を待つと会社に回復することが

できない損害が生ずるおそれがある場合には株主は直ちに訴えを提起できる。会847条④）

（民訴115条①二） （一部

勝訴を含む）

（会852条①）

（会852条②、③）

（旧株主）

（株式交換または株式移転の場合） （吸収合併の場合)(以下、併せ

て、株式交換等完全子会社という） （会

847条の２）

（会847条の２⑥）

（取締役・監査役・執行役・会計参与・会計

監査人なども含まれる） （特定責任追及の訴え）

（会847条の３）

 

(７) 違法行為差止請求 

（会360条）
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（会422条）

（指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会

社または監査役設置会社の場合） （それら以外の会社の場合）

（この要件は、定款の

定めによって緩和することができる）

(８) 取締役・執行役の対第三者責任 

（任務懈怠と第三者

の損害の間に相当因果関係が当然必要である）（会429条①）

（取締役・執行役・監査役・会計参与・会計監査

人）

（会430条）

（貸

借対照表の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に

置く措置を含む）

（会429

条②）

(９) 補償 

（令和２年４月１日時点では未施行）

（役員等がその職務執行に起因して損害賠償責任を負った場合に、弁護士費用や賠償金を会社

が補償する契約）

（取締役会設置会社では、取締役会）

（会430条の２①本文） （会430条

の２⑥）

（会430条の２①一）

（会430条の２①二）
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（会430

条の２②）

（会430条の２③）

（会430条の２④）

16．監 査 役 

（会計監査人設置会社でない非公開会社であっても、取締役会設置会社は

監査役または会計参与をおかなければならない）

（会357条①）

（会367条）

（会371

条②）

（会360条③）

（会381条②）

（監査役会設置会社では

監査役会） （会357条）

（会381条③）

（会383条①）
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（取締役会設置会社では、取締役会） （会382条）

（特別取締役による決議の特則が適用されるものを除く）

（会383条②～④）

（会規106条）

（会384条）

（会385条）

（会828条②、831条） （または取締役であった者）

（会386

条①）

（会386条②一）

（会423条）

（業務執行取締役等で

はない取締役も監査役も業務執行をしない点で共通するから）

（会425条、426条）

（会427条）

（会339条①、309条②七、854条）

（会960条～976条）

17．監査役会 

（非公開会社を除く）

（会328条①）

（指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社を除く）

（会326条②、327条①二）

（会335条③）

（会390条③）

（会391条）

（会393条①）
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18．監査委員会 

（会405条①、340条⑥）

（監査委員）

（会400条②） （会400条①）

（会400条③）

（会計参与が

法人であるときは、その職務を行うべき社員）

（会400条④）

（義務でもある）

（監査委員である者を除く）

19．監査等委員会 

（会399条の２③、340条

⑤）

（監査等委員）

（会329条①、②）

（会331条⑥）

（会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員）

（会331条③）
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（会399条の４、399条の６）

（会399条の３）

（監査等委員である者を除く）

（会399条の７）

20．会計参与 

（指名委員会等設置会社では執行役）

（会374条①、⑥）

（会327条②ただし書）

（会326条②）

（会

333条①）

（会333条③）

（会

333条③）

（会329条、339条、341条、334条①、332条、346条①～③）

（会404

条③、409条） （会379条）

（会380条） （会

345条①～③）

（監査役の権限とパラレル）

（会規226条）

（会374条②）

（会374条③）

（会374条④）
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（監査役設置会社では監査役、監査役会設置会社では監査役会、

指名委員会等設置会社では監査委員会、監査等委員会設置会社では監査等委員会）

（会375条）

（会計参与が監査法人または税理士法人である場合には、その職

務を行うべき社員）

（会376条①）

（これを下回る期間を定款で定めた場合には、

その期間） （会

376条②）

（会376条③）

（会314条） （指名委員会等設

置会社では執行役） （会計参与が監査法人または税理士法人

である場合には、その職務を行うべき社員）

（会377条）

（会378条）

（会423条）

（会847条）

（最低責

任限度額については株主全員の同意によらなければ免除できない〔会424条〕） （会

425条、426条） （会427条）

（会429条①）

（会429条②二）

21．会計監査人 

（会規102条）

（会396条①）

（会327条⑤、328条①、②）

（会327条③）
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（とりわけ社外取締役）

（会396条②）

（会

396条③）

（会397条②～⑤）

（指名委員会等設置会社では監査委員会、監査等

委員会設置会社では監査等委員会） （会397条①、③～⑤）

（会398条①、③～⑤）

（会398条②）

22．株主平等原則と種類株式 

(１) 株式の意義 

（つまり出資者）

(２) 株主平等原則と種類株式 

（会109条①）

 

(３) さまざまな種類株式 
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（取締役会設置会社においては株主総会または取締役会、清

算人会設置会社においては株主総会または清算人会）

（数種の株式） （会108条）

（指名委員会等設置会社を除く）

（会108条①九）

(４) 種類株式の発行に関する規制 

(ア) 定款の定め等 

（会108条②、911条③七）

（会規20条）

（取締役会設置会社においては株主総会または取締役

会） （会108

条③）

（会59条①五、203条①四）

(イ) 議決権を行使することができる事項について内容の異なる株式 

（全部議決権制限株式）

（一部議決権制限株式）

（会115条）

(５) 取得請求権付種類株式、取得条項付種類株式および全部取得条項付種類株式 

（会

108条①五、六）
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（会108条②五ロ、六ロ）

（廃止する場合を除く）

（会111条①）

（全部取得条項付種類株式。会108条①七）

（既存株主の株式を全部失わせ

ること。しかし、会社法の下では資本金額の減少は別な手続によるので、会社による発行済株式全

部の強制取得というのが正しい）

（定款で３分の１以上の異なる割合を定めたときは、その

割合）

（会309条②〔特別決議〕）

（会108条②七）

（会111条②） （会116条②

一イ）

(６) 剰余金配当・残余財産分配・議決権に関する別段の定め 

（会109条②）

（これを上回る割合を定款で定めた場

合はその割合） （これを上回る割合を定款で定

めた場合はその割合） （会309条④）

（会109条②）
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23．株式の譲渡 

(１) 株式譲渡自由の原則 

（会127条）

(２) 株式の譲渡による取得の定款の定めによる制限 

(ア) 譲渡制限株式の意義 

（会107条①一、108条①四）

（会２条十七）

（会143条）

（会461条①一）

（会465条①一）

(イ) 制限の定め方 

（会107条①一、108条①四）

（これを上回る割

合を定款で定めた場合にはその割合） （これを上回る

割合を定款で定めた場合にはその割合） （会309

条③）

（会324条③一）

（会116条①一、二）

（会911条③七）

（会908条①）

(ウ) 制限の形態 

（会108条①四）
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（会107条②一ロ、108

条②四）

(エ) 譲渡等の承認・不承認の決定をする主体 

（会139条①本文）

（会139条①ただし書）

(オ) 譲渡等の承認請求 

（会136条、137条）

（これを下回る期間を定款で定めた場合には、その

期間）

（これを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間）

（これを下回る期間を定款で定めた場合には、その期間）

（会規26条）

（みなし承諾。会

145条）

(カ) 承認を得ずになした譲渡の効力 

（会134条本文）

（最判昭和48年６月15日・民集27巻６号700頁）

24．自己株式の取得 

 

(１) 自己株式を取得できる場合 

（外国会社を含む）
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（会規27条） （無償で取得

する場合、その権利の実行にあたり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必

要かつ不可欠である場合など） （会155条）

(２) 自己株式取得規制の根拠 

（会社財産の維持）

（株主間の平

等）

(３) 自己株式取得の財源規制 

（その会社の株式を除く）

（会461条）

（その会社の株式を除く）

（社債、新株予約権、新株予約権付社債を含む）

（会166条①ただし書）

（社債、新株予約権、新株予約権付社債を含む）

（会170条⑤）

（会116条①）
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（会464条）

(４) 取得方法規制―株主との合意による自己株式の有償取得 

(ア) ｢自己株式の有償取得｣の意義 

（たとえば証券会社）

（会963条⑤一参照）

(イ) 取得方法規制 

(ａ) 市場取引・公開買付けの方法による場合 

① 総会決議に基づく取得 

（種類株式発行会社では、株式の種

類および種類ごとの数） （会社の株

式、社債および新株予約権を除く） （会156条、165条①）

② 取締役会決議に基づく取得 

（市場取引等）

（会165条②）

(ｂ) 市場取引・公開買付け以外の方法による場合 

① 原則 

（種類株式発行会社では、株式の種

類および種類ごとの数） （会社の株

式、社債および新株予約権を除く） （会156条）

（取締役会設

置会社においては取締役会） （種類株式発行会社では、株式の種類お

よび数）

（会157条①、②。株式の取得の条件は、決定ごとに均等に定め

なければならない〔会157条③〕） （会158条①。

公開会社は公告でもよい〔会158条②〕）
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（種類株式発行会社では、株式の種類および数）

（会159条①）

（会159条②）

② 例外 

ⅰ）特定の株主からの取得 

（会309条②二） （取締役会設置会社においては取締

役会）

（会160条①）

（会

規30条） （会161条） （種

類株式発行会社では、ある種類の株式）

（会

164条①） （種類株式発行会社では、取得する株式の種類株主）

（会規29条）

（会160条③）

（種類株式発行会社では、取得する株式の種類株主）

（会160条②）

（会160条④）

（取締役会設置会社においては取締役会）

（会160条⑤、158

条①）

ⅱ）相続人等からの取得 

（種類株式発行会社では、取得する株式の種類株主）

（会160条④）

（会

162条）

ⅲ）子会社からの取得 

（種類株式発行会社では、株式の種類および種類ごとの数）

（取締役会設置

会社では取締役会）

（種類株式発行会社では、取得する株式の種類株主）

（会163条）
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(５) 取得請求権付株式の取得 

（社債、新株予約権、新

株予約権付社債を含む）

（会166条①ただし書）

（会

166条①本文）

(６) 取得条項付株式の取得 

（取締役会設置会社では、取締役

会） （会169条①、②）

（取締役会設置

会社では、取締役会） （会168条①）

（社債、新株予約権、新株予約権付社債を含む）

（会170条⑤）

(７) 全部取得条項付種類株式の取得 

（会309条

②三）

（取得対価）

（その会社を除く、株主の有する全部取得条項付種類株式

の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない〔会171条②〕）

（取得日）

（会171条①）

（会規33条の３）

（会173条の２）

（その株主総会において議決権を行使することができるものに

限る）

（会172条①）
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（会172条②、③）

（会172条④）

（後述52（8））

（会171条の２、会規33条の２）

（会173条の２、会規33条の３）

（会171条の３）

(８) 譲渡制限株式の取得不承認の場合の買取り 

23

(９) 相続人等に対する売渡請求 

（会174条）

（種類株式発行会社では、

株式の種類および種類ごとの数） （対象者）

（会309条②三）

（会175条①、176条①）

（会175条②）

(10) 法令に違反した自己株式の有償取得 

(ア) 財源規制違反 

（会628条①第１文）

181



 

（もっとも、この文言だけを

みれば、財源規制違反の行為が無効であるという解釈ができないわけではないと思われる）

（下線―

筆者）

（その会社の株式を除く）

（支払）

(イ) 取得方法規制等の違反 

（相対的無効）

(11) 業務執行者の填補責任 

（その事業年度の直前の事

業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度）

（会計監査人設置会社において株主総会の承認を要しない場合には、取締役会

の承認）

（計規156条〜158条）

（その超過額が会社法465条１項

各号に定める額を超える場合には、465条１項各号に定める額） （会465条①） 

25．自己株式の消却 

（会178条①前段）

（種類株式発行会社では、自己株式の種類および種類ごとの数）

（会178条①後段、②）

182



 

26．株式の併合・分割・無償交付 

(１) 株式の併合 

（会180条②、309条②四）

（後述52（8））

（単元株式数を定款で定めている場合には、当該単元株式数に併合の割合

を乗じて得た数が整数となるものを除く） （会182条の２、会規33

条の９） （会182条の６、会規33条の10）

（会182条の３）

（会182条の４）

(２) 株式の分割 

（会183条）

（取締役

会不設置会社では、株主総会）

（会184条②）

(３) 株式の無償交付 

（または、ある種類の種類株主）

（会185条、186条②）

（取締役会設置会社では、取締役会）

（会186条③）

27．子会社による親会社株式取得・保有制限 

（会135条①）

（会135条③）

（外国会社を含む）

183



 

（会規23条）

（会135条②）

（消滅会社等の株主等）

（存続会社等）

（会800条）

28．単 元 株 

（会188条①）

（会308条①ただし書）

（会188条③）

（会466条、309条②十一）

（取締役会設置会社では取

締役会決議） （会195条①）

（単元株式数を定めている場合には、そ

の株式の数を単元株式数で除して得た数）

（種類株式発行会社では、各種類の株式の単元株式数）

（会191条）

（会189条③）

（会192条）
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29．株  券 

（種類株式発行会社では、全部の種類の株式）

（そのような定めのある会社を株券発行会社という） （株券は原則不発行）

（会214条）

（会規47条） （会

社がその株式〔種類株式発行会社では、全部の種類の株式〕に係る株券を発行する旨の定款の定

めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して１年を経過していない場合には、会社を含

む） （会223条）

（会228条①）

（会

228条②）

（社債等振替法）

（社債等振替法128条）

30．株主名簿 

（および株券〔株券発行会社の場合〕）

（電磁的記録でもよい） （会121条）

（会規22条）

（会133条②）

（呈示証券性）

（会131条①）

（株券所持の資格授与的効力）

（会130条）（確定的効力）

（最判昭和30年10月20日・民集９巻11号1657頁）

（会122条①）
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31．株式会社による借入れ 

（取締役会設置会社においては、取締役会）

（執行役）

（会362条④二）

32．社  債 

（会２条二十三）

（会362条④五）

（会416条④）

（会399条の13⑤、⑥）

（会規169条）

（会702条） （会規170

条） （会703条）

33．募集株式の発行等 

(１) 設立の場合との共通点 

（新株発行および自己株式の処分）

（また、預

合いに対する罰則）

(２) 募集事項の決定 

（募集事項）

（指名委員会等設置会社では執行役に委任でき〔会416条④〕、一定の監査等委員会設置会社で

は取締役に委任できる〔会399条の13⑤、⑥〕） （会201条①）

186



 

（会201条①、199条

②、309条②五）

（その子会社等を含む）

（支配株主が変動する場合）

（払込期間を定めた場合には、その期間の初日）

（その子会社等を含む）

（会規42条の２）

（これを下回る割合を定款で定

めた場合には、その割合）

（払込期間を定めた場合には、その期間の初日） （議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数〔３分の１以上の割合を定款で定めた場合には、そ

の割合以上〕を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数〔これを上回る割合を定款

で定めた場合には、その割合以上〕による）

（会206条の２）

（会199条②、309条②五）

（迅速性など）

（取締役会設置会社では、取締役会） （会200条①、

③、309条②五）

（会199条④、200条④）

(３) 募集株式の発行等の差止め 
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（相手方は発行会社） （実務上は、差止めは仮処分によるの

がほとんどである）

(４) 仮装払込みの場合の支払義務 

（会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した

場合には、当該金銭の全額の支払）

（会規46条の２） （当該出資

の履行を仮装した者を除く）

（これらの支払等がされた後でなければ、出資の

履行を仮装した募集株式について、募集株式の引受人は株主の権利を行使することができないが、

募集株式を譲り受けた者は、悪意または重大な過失があるときを除き、当該募集株式についての株

主の権利を行使することができる）（会213条の２、213条の３、209条②、③）

 

(５) 不公正な払込金額で引受けがなされた場合の差額支払義務 

（指名委員会等設置会社では、取締役または執行役）

（会212条①一）

(６) 目的物不足額填補義務 

（無過失責任）（会212条①二）

(７) 新株発行・自己株式処分無効の訴え 

（排他性）（会828条①柱書）

（ただし会計監査に権限が限定されている者を除く）

（非公開会社の場合

は１年） （会828条①一かっこ書、二かっこ書）

（会836条）

（形成力）（会839条）

（会838条） （対世効）
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（会839条）

（会

840条①、841条①）

34．新株予約権 

（会２条

二十一）

（会236条①六、238条①一）

（指名委員会等設置会社では執行役に委任できる〔会416条④〕） （会

240条①）

（会240

条①、309条②六）

（前述33（2））

（会244条の２）

（会238条②、309条②六）（ただし、株主割当ての場合については特例がある）

（取締役会設置会社では、取締役会） （会239条①、

③、309条②六）

（会238条④、239条④）
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（取締役会設置会社では、取締役会）

（会243条②）

（会241条③）

（会247条）

（会286条の２、286条の３）

（会285条）

（会828条①四） （会829条三）

（種類株式発行会社では、ある種類の種類株主）

（新株予約権無償割当て）

（会277条）

（取締役会設置会社では、取締役会） （会278条③）

35．特別支配株主による売渡請求 

（キャッシュ・アウト）

（少数派）

（ある株式会社の総株主の議決権の10分の９〔これを上回る割合を会社

の定款で定めた場合には、その割合〕以上をある者および当該者が発行済株式の全部を有する株式会

社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人〔特別支配株主完全子法人〕〔会規33条の４〕

が有している場合における、その者） （対象会社および当該特別支配株主を除

く）

（会179条①）

（対象会社および当該特別支配株主を除く）

（会179条②）

（会179条③）
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（売渡株

式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨の定めがある場合には、各種類の売渡株式の数）

（会179条の２③）

（会規33条の５）

（会179条の３①）

（会179条の３②）

（会179条の３③）

（会322条①一の二）

（売渡株主等）

（会規33

条の６、33条の５①二）

（売渡株主に対してする

ものを除き、公告をもって代えることができる） （会179条の４①、②）

（会179条の４③）

（売渡株主等に対するものに限る）

（対象会社が公開会社でない場合には、取得日後１年）

（会規33条の７）

（会179条の５）

（会179

条の９①）

（会規33条の８）

（対象会社が公開会社でない場合には、取得日から１年間）

（会179条の10）

（会179条の７）
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（会179条の８）

（対象会

社が公開会社でない場合には、取得日から１年以内）

（会846条の２）

（会846条の８）

（会846条の７）

36．株式会社の計算に関する法規制の目的 

（ま

たはリスクの負担を覚悟できる）

37．会計帳簿と計算書類 

（会計帳簿およびその事業に関する重要な資料を帳簿閉鎖

の時から10年間） （会432条） （作成時から10年）

（会435条）

（誘導法）

（商19条②） （貸

借対照表、損益計算書その他株式会社の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものと

して法務省令〔計規59条①〕で定めるもの〔株主資本等変動計算書および個別注記表〕）
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（会435条②）

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法

務省令〔会規224条〕で定めるもの〔会26条②〕） （会435条③）

38．一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行 

（会431条）

(「一

般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」には、『企業会計原則』は一部の例外を除き、含まれる

と解されている)

39．計算書類等の作成と取締役会の承認 

（会435条②） （計規121条以下、会規129条以下）

（監査の範囲が会計事項に限定されている監査役は事業報告および

その附属明細書は監査しない） （会436条①）

（指名委員会等設置会社では監査委員会、監査等委員

会設置会社では監査等委員会）

（指名委員会等設置会社では監査委員会、監査等委員会設置会社では監査等委員会）

（会436条②）

（会計監査人設置会社では、計算書類およびその附属明細書は、さらに会計監査人に）
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（会436条③）

40．計算書類等の承認 

（監査役、監査委員会、監査等委員会

または会計監査人の監査がなされた場合には、さらに、監査報告・会計監査報告）

（会437条）

(１) 原 則 

（会438条①）

（会438条②）

（会438条③）

(２) 会計監査人設置会社である取締役会設置会社の特例 

（計規155条）

（会439条）

41．計算書類の備置き等 

（取締役会設置会社は２週間前）

（監査役を設置した会社および会計監査人設置会社では、さらに、監査報告

および/または会計監査報告）

（会442条①～③）

（計規227条）

（会442条②柱書ただし書）

（監査役を設置

した会社および会計監査人設置会社では、さらに、監査報告および/または会計監査報告）

（会442条①～③）
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42．計算書類の公告または公開 

（または報告） （大会社は、貸借対照表

および損益計算書）

（大会社は、貸借対照表および損益計算書） （会440

条①、②） （大会社については、さらに損益計算書）

（会440条③）

（会440条④）

43．連結計算書類 

（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書および連結注記表） （会444条③）

（会444条①）

（指名委員会等設置会社では監査委員会、監査等委員会設置会社では

監査等委員会） （会444条④）

（会444条⑤）

（または監査委員会もしくは監査等委

員会） （会444条⑦）

（会444条⑥）

44．臨時計算書類 

（臨時決算日）

（計規60条）

（臨時計算書類） （会441条①）
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（計規121条以下） （会計監査人設置会社であって監査役設

置会社では監査役および会計監査人、指名委員会等設置会社では、監査委員会および会計監査人、

監査等委員会設置会社では監査等委員会および会計監査人） （会

441条②） （監査役を置いた会社または会計監査人設置会社で

は、所定の監査を受けた） （会441

条③）

（計規135条）

（会441条④）

45．資 本 金 

（会社債権者の保護、会社自身のため）

（資本不変の原則）

（会445条①）

（会445条②）

（計規35条以下） （会445条⑤）

（会450条）

（会

447条①、309条②九）

（会447条①、309条②九かっこ書）

（取締役会設置会社では、

取締役会の決議） （会447条③）

（１か月以上）

（計規152条）

（会449条②）

（会449条③）

（会449条④、⑤）
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46．準 備 金 

（払込剰余金）

（会445条③）

（計規22条）

（会445条④）

（計規35条以下） （会445条⑤）

（会447条①二）

（会451条）

（会448条①二）

（会448条）

（取締役会設置会社では、取締役会の決議）

（会449条） （一定の定款の定めがあるときは

取締役会決議〔会459条③〕）

（会449条①ただし書）

47．純資産の部のその他の計数の変動 

（資本金・準備金の額の増加、剰余金の配当その他会社の財産を処分するものを除く）

（会452条） （後述48（4））

（計規153条）

（会459条①三）

（会460条）

48．剰余金の配当 

(１) 時 期 
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（会461条）

（会453条）

(２) 決定手続―原則 

（ただし、

後述（4）および（5）） （その会社の株式等を除く）

（会454条②）

(３) 中間配当 

（配当財産が金銭であるものに限る）

（会454条⑤）

(４) 一定の監査役設置会社および指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社 

（特定の株

主からのみ取得する場合を除く）

（資本金ま

たは準備金の額の増加、剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く）

（計規153条） （配当財産が金銭以外の財産であり、

かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く）

（会459条①）

（会460条①）

（計規155条）

（会459条②、460条②）

(５) 株主総会の特別決議によらなければならない場合 

（現物配当） （その配

当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利）

（会454条④、309条②十、459条①四ただし書）

49．分配可能額を超えてなされた剰余金の配当 

(１) 株主の支払義務 

（金銭等の交付を受けた者）

（会462条①） （配当財産）
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（その額がその債権者の会社に対して有する債権額を超える場合には、その債権額）

（会463条②）

(２) 取締役・執行役の支払義務 

る（会462条①）（前述15（6）

参照）

（会463条①参照）

（過失責任） （会423条）

(３) 監査役・会計参与の責任 

（過失責任） （会423条）

50．特例有限会社 

（整

備法２条①） （整備法３条）

（整備法９条①）

（整備法９条②）

（整備法14条①）

（整備法14条③）

（整備法14条④）

（整備法14条⑤）

（整備法17条）
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（整備法18条による会332条、336条の適

用除外）

（整

備法21条）

（整備法22条、26条①、39条）

（整備法24条）

（整備法28条）

（整備法32条、35条）

（整備法33条②）

（整備法33条①）

（整備法43条）

（整備法37条） （整備法38条）

（整備法45条）

（整備法46条）

51．合同会社 

（会

580条②、630条③） （形式的には

直接有限責任）

(１) 内部関係 
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（会590条①）

（会599条①）

（自己機関）

（会604条①、②、

637条） （会585条①） （会637条）

（会590条①）

（会591条①）

（業務執行社員を定めたとき

は業務執行社員） （会議を開く必要はない） （会590条②、

591条①）

（会591条②） （業務執行社員を定めたときは

業務執行社員） （会

590条①、②、591条①）

（会599条①本文）

（会599条②）

（会599条①ただし書）

（代表社員） （会599条③）

（会599

条④） （会599条⑤）

（会860条）

（会594条①）

（会594条②）

（会595条①）

（監視権）

（会592条）

201



 

(２) 社員の責任 

（会６条②） （会

583条③）

（会908条①）

（会588条①）

（会588条②）

（会597条）

（会596条）

（会602条本文。なお、602

条ただし書）

(３) 設立手続・利益配当・持分の払戻しなど 

（会578条本

文）

(ア) 会社債権者の計算書類閲覧・謄写等請求権 

（会580条②）

（会625条）

(イ) 利益配当の規制と違法配当の際の責任 

（会628条）

（会629条①）
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（会629条②）

（会630条①）

（その配当額がその債権者の会社に対して有する債権額を超える場合には、その債権額）

（会630条②）

(ウ) 利益配当と填補責任 

（その欠損額が配当額を超えるときは、その配当額） （会631条

①） （会631条②）

(エ) 出資の払戻しの制限 

（会632条①）

（資本金の額の減少をした場合には、その減少をした後の剰余金額。以下、同

じ）

（会632条②）

（会633条、634条）

（会627条）

（会626条①）

（会626条②）

(オ) 退社に伴う持分の払戻し 

（会635条①）

（異

議申述期間。１か月〔持分払戻額が会社の純資産額として法務省令（計規166条）で定める方法に

より算定される額を超える場合には２か月〕以上）

（会635

条②） （計規166条）

（会635条③）

（会635条④）

（計規166条）
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（会635条⑤）

（会636条）

 

(４) 清 算 

（法定清算）

（２か月

以上）

（会660条②）

（会660条①）

（会661条②）

（会661条①）

52．組織再編行為等 

(１) 組織再編行為等の意義 

（組織再編行為）

（これらを組織再編行為と併せて、組織

再編行為等と呼ぶことにする）

（２つ以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の

全部を合併により設立する会社に承継させるもの〔会２条二十八〕） （会社が他の会

社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継さ

せるもの〔会２条二十七〕）

（設立会社）

（会２条三十）

（承継会社） （会２条二十九）

（会２条三十一）

（会２条三十二）
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(２) 簡易組織再編行為等 

(ア) 他の会社の事業全部の譲受け 

（会規137条） （これを

下回る割合を定款で定めた場合には、その割合）

（会468条②）

(イ) 合 併 

（会規196条） （これを下回る割

合を存続会社の定款で定めた場合には、その割合）

（会796条③）

(ウ) 会社の分割 

（会規187、207条）

（これを下回る割合を分割会社の定款で定めた場合には、

その割合）

（会784条③、805条）

（会規196条）

（これを下回る割合を存続会社の定款で定めた場合には、その割

合）

（会796条③）

(エ) 株式交換 

（会規196条） （これを下回る

割合を完全親会社となる会社の定款で定めた場合には、その割合）

（会796条③）
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（会規197条）

(３) 略式組織再編行為等 

（会社法467条１項１号から４号に掲げる行為）

（ある株式会社の総株主の議決権の10分の９〔これを上回る割合をその会社の定款で

定めた場合には、その割合〕以上を他の会社および当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式

会社その他これに準ずるものとして法務省令〔会規136条〕で定める法人が有している場合における

当該他の会社）

（会468条①）

（会784条①）

（会796条①）

（吸収合併・吸収分割・株式交換）

（会

784条②、796条②）

(４) 略式組織再編行為以外の組織再編行為における株主の差止請求 

（簡易組織再編行為の要件を満たす場合を除く）

（会784条の２、796

条の２、805条の２）

(５) 株式買取請求権 

（種類株主総会を含む。以下、同じ）

（会469条①本文、②、785条①柱書、

②、797条②、806条）

（会785条①二、784条
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②、797条①、796条②本文、806条①二、805条、469条①二）

（会785条②二、797条②二、469②二）

(６) 新株予約権買取請求権 

（会787条①、808条①）

(７) 債権者保護手続 

（会789条①一、810条①一）

（その債務の保証人として承継会社・設

立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む）

（分割会社が効力発生日に承継会社株式・設立会社株式を対価とする全部取得条項付株式の取得をす

る場合または承継会社株式・設立会社株式のみ配当財産とする剰余金の配当を行う場合には、分割会

社のすべての債権者）（会789条①二、810条①二）

（会789条①三、810条①三）

（会799条①一）

（会799条①二）

（会規198条）

（会799条①三）

（株式会社に限る） （会規

188条） （１か月以上）

（会789条②、799条②、810条②）

（会789条③、799条③、810条③）
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（会789条④、799条④、810条④）

（会789条⑤、799条⑤、810条⑤）

 

(８) 情報開示 

（このような情報開示によって、適切な手続を経て

組織再編行為等を行う、また合理的な内容の契約を締結しまたは計画を策定するというインセン

ティブが会社の取締役等に与えられるという面もある)

(ア) 事前の開示 

（消滅会社では、効力

発生日）

（会規182条以下、191条以下）

（会782条①、794条①）

(イ) 事後の開示 

（会791条①、②、801条①～③、811条①、②、

815条①～③）

（完全親会社と

なる会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令〔会規194条〕に定めるもの以外のものが

株式交換対価に含まれる場合または完全親会社となる会社が完全子会社の新株予約権付社債を承

継する場合には、さらに会社債権者）

（株式交換の場合） （株式移転の場合）
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53．株式交付 

(１) 株式交付の意義 

 （令和２年４月１日時点では未施行）

（株式交付） （会２条三十二の二）

（株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社）

（原則として

株式交付子会社における議決権の50％超） （会774条の３②）

(２) 株式交付計画の作成・承認 

（株式交付親会社）

（会774条の２）

（会816条の３①、309条②十二）

（会816条の３②）。

（定款の定めにより、これよりも低い割合を定めることができる）

（簡易株式交付）(会816条の４①本文）

(３) 譲渡の申込み 

（会774条の４①）

（会774条の４②）

(４) 申込者への割当て・通知 

（会774条の５①、②）

（会774条の10）

(５) 株式交付の効力の発生 

（会774条の７①一）

（なお、株式交付親会社は、株式交付計画において定めた当初の

効力発生日から３か月以内の日であれば、効力発生日を変更することができる。会816条の９①、②）
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（会774条の７②、774条の11②）

（会774条の11⑤）

（会774条の11⑥）

(６) 事前の開示・事後の開示 

（またはこれらを記録した電磁的記録） （事前の開示）（会816条の２

①） （ま

たはこれらを記録した電磁的記録）

（事後の開示）（会816条の10①、②）

(７) 差止請求と株式買取請求権 

（会816条の５）

（会816条の６）

(８) 債権者保護手続 

（会816条の８①）

（会816条の８②～⑤）

(９) 株式交付子会社における手続 
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Ⅴ 争 訟 法 

 

 

１．総  説 

 

(１) 行政争訟法の意義 

誤った更正や決定がされたり、滞納処分としての差押えがされたりした場合に、その効

力を争う途が保障されていなければ、これらの処分により違法に侵害された納税者の権利

や利益が救済されないことになる。そればかりか、法律に基づかない課税や徴収を許す結

果となり、租税法律主義（憲84条）は意味を失ってしまう。以上のことは、これらの処分が

違法ではないが合理性を欠き不当であるという場合にも、同様に当てはまる。 

更正・決定や差押えはいずれも行政処分と呼ばれるものであるが、行政処分が違法また

は不当である場合にその取消しなどの是正を求めて争うための争訟を行政争訟という。行

政争訟は、①行政機関が争訟を審理し裁断する行政上の不服申立てとしての審査請求（お

よび再調査の請求）と（注1）（注2）、②裁判所が争訟を審理し裁断する行政訴訟とに大別さ

れる。 

（注１）平成26年の通常国会において、①に関するルールを定める行政不服審査法が全面的に改正され、こ

れに併せて、国税通則法や地方税法などの関連する部分も改正された。これらの改正法は、平成28年

４月１日に施行された。なお、改正の意義などを説明する関係で改正前の規定に触れる必要がある場

合は、この改正法施行前の行政不服審査法・国税通則法を、それぞれ「旧行審」「旧税通」と記載する。 

（注２）行政不服審査法は、審査請求・再調査の請求の他に、審査請求に対してなされた行政機関の判断（裁

決）に不服がある場合の第二次的不服申立手続として再審査請求を規定している（行審６条）。しか

し、国税でも地方税でも採用されていない手続であるため、本書では省略する。 

【参考１】「行政救済法」と「行政争訟」 

 違法な行政について国民が救済を求める方法は、行政争訟に限られない。たとえば、違法な税

務調査を受けた場合に国に対し国家賠償請求を行う例があるが、これもまた国民が救済を求め、

また違法な行政行為を抑止する方法として極めて重要である。行政法学では、行政争訟法と、国

家賠償を含む広義の国家補償に関する法制度を合わせて「行政救済法」と呼んでいる。 

 税務に関する争訟では前者の重要性が高く、本項でも紙幅の関係で前者のみを取り上げる。 

【参考２】「行政行為」と「行政処分」 

 税務署長などの行政庁が行う行為について、行政処分の他に行政行為という概念がある。

行政行為が学問上の概念であるのに対し、行政処分は法律上用いられている概念である（行政

手続法、行政不服審査法および行政事件訴訟法における「処分」）。また、両者の範囲は微妙に

異なる。たとえば、不服申立てに対する行政庁の判断（後述する裁決・決定）は、行政行為で

はないが行政処分には当たるとされている。しかし、租税争訟で最も問題となる更正・決定等

の税額確定行為は、行政行為の典型例とされるものであるから、租税争訟の場面に関しては、

行政行為と行政処分は同義と理解して差し支えないであろう。したがって、本章では行政処分

または処分の語を用いる。なお、行政行為については本書第２部Ⅱ「行政法」を、行政処分に

ついては【参考４】を参照されたい。 
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(２) 租税に関する処分に対する行政争訟の根拠法規 

(ア) 行政上の不服申立て 

行政上の不服申立てに関する手続は、行政不服審査法が定めている。個別法で異なる

定めがされない限り、この法律の定めが行政処分一般に適用される。 

地方税に関する処分については、地方税法は若干の特則を置くにとどまり（地税19条～

19条の10）、基本的な手続は行政不服審査法の定めに従う（注3）。もっとも、これらの特則

は重要であり、注意を要する。 

これに対し、「国税に関する法律に基づく処分」すなわち国税に関する課税処分や滞納

処分に対する不服申立ての手続は、国税通則法が自己完結的といえるほど詳細に定め（税

通75条～113条の２）、国税通則法の定めを優先的に適用することとしている（税通80条①）。

したがって、「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服申立ては、基本的に国税通

則法に従って行うことになる。これは、国税の課税、徴収に関する処分の特殊性を考慮

してのものと説明されている（特殊性の内容については、後記（4）（ｲ）（b）の審査請求前置主

義に関する項目参照）。なお、国税徴収法等、他の国税に関する法律にも、不服申立てに関

する規定が置かれている。 

（注３）固定資産税の「固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服」については、地方税法が「審

査の申出」という独自の不服申立制度を設けており（地税423条～436条）、行政不服審査法の定め

る手続によらない。この点にも注意を要する。 

(イ) 行政訴訟 

行政訴訟に関する手続は行政事件訴訟法が定めているが（注4）、同法が定めているのは

手続に関する様々な事項のうち一部にすぎず、定めのない手続（訴え提起の方式、口頭弁論

およびその準備、証拠、上訴など）については民事訴訟の例による（行訴７条）。したがって、

民事訴訟法等の民事訴訟に関する法令・規則も、行政訴訟の性質に反しない限りで準用

され、これに従って手続が行われることになる。 

また、課税処分や滞納処分の取消しを求める訴訟に関しては、国税通則法および地方

税法が、数は少ないが極めて重要な特則を置いており（税通114条～116条、地税19条の11～

19条の14）、注意を要する。 

（注４）行政事件訴訟法が定める４つの「行政事件訴訟」（行訴２条）を指して、学問上は単に「行政訴

訟」と呼ぶことが多いようであり、本章もその用例に従う。 

 

(３) 行政上の不服申立てと行政訴訟の相違点 

行政上の不服申立てと行政訴訟は、①国民の権利保護のための制度であること、②国民

からの申立てによって手続が開始されること、③適法な申立てに対しては内容を審理し

判断することが義務付けられること、といった点で共通している（行政が行う苦情処理制度

は、応答を義務付けられていない点で③の要素を欠く）。しかし、両者には重要な違いがいく

つかある。 

(ア) 処分の「妥当性」に対する審理判断の可否 

行政処分は、それが適法とされる限り、その範囲内でいかなる処分を行うかは行政庁

の裁量に基づく判断に委ねられており（「裁量」については本書第２部Ⅱ「行政法」参照）、そ

の判断の合理性を欠く処分が「不当」と評価される。行政上の不服申立てでは、このよ

うな処分の妥当性も審理判断の対象となり、適法でも不当な処分は取り消される。行政

上の不服申立てに対する判断をするのも行政庁であり、広い意味では行政自身による見
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直し（自己統制）である以上、処分が正当か不当かについても判断しうるのは当然だとい

えよう。 

これに対し、行政訴訟で審理判断の対象となるのは処分の適法性のみであり、適法な

処分であればそれが不当であっても取り消されない。これは、裁判所が司法権を行使す

る国家機関であり（憲76条①）、判断しうる紛争が「法律上の争訟」（裁３条①）、すなわち

法の適用によって解決できるものに限られることに基づく。 

不服申立ての理由が広く認められる点では、行政上の不服申立ての方が国民にとって

有利だといえよう。もっとも、現実の不服申立てでは必ずしもこの点が十分認識されて

おらず、適法性と別に妥当性が審理判断される例はあまりみられないといわれる。  

【参考３】「不当性」を理由に行政処分を取り消した裁決 

 平成22年12月１日裁決（東裁（所）平22-115、裁決事例集№81）は、帳簿書類の備付け、

記録および保存が所定の方法でされていなかったことを理由に行われた青色申告承認の取

消処分を、適法ではあるものの不当であるとして取り消した。この取消処分が不当とされた

理由は、①備付け等についての不備の程度が軽微であったこと、②この取消処分に至るまで

の調査担当官の調査が十分でなかったこと（納税者は現金出納帳を作成していなかったも

のの伝票綴りを保管しており、同担当官が適切に質問等していればその伝票の内容から日

日の現金出納の状況を調査できたと思われるのに、同担当官は現金出納帳がないことを確

認しただけであったこと）である（この裁決については、末崎衛「青色取消しをめぐる最近の動き

とその問題点－処分の『不当』を理由とする取消裁決－」税理54巻３号（2011年３月号）178頁等を参

照されたい）。 

 正面から処分の妥当（不当）性を判断し、その不当性を理由に処分を取り消した点では、

極めて意義のある裁決であるといえるだろう。 

(イ) 「簡易迅速さ」と「公正さ」 

行政上の不服申立ては、元来、行政訴訟と比較して一般的には簡易迅速な救済が得ら

れるとされてきた。旧行政不服審査法が「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済

を図る」ことを目的に掲げ（旧行審１条①）、訴訟手続に比べて簡易な審理手続を定めてい

たからである。また、審理判断を行うのがその処分の根拠法令等に精通している行政機

関であり、裁判所に比べて処分に関する専門技術的知識に通じている分、より迅速な審

理判断が期待できるとも考えられる。 

しかしその反面、判断の中立性や公正さに対する信頼は、行政訴訟に比して乏しいとさ

れてきた。たしかに、処分をした当の行政庁か上級行政庁が、当初の処分について予断を

排して公正に判断するかと考えると、この指摘ももっともだといえるだろう。また、簡易

迅速性の点でも、個別の案件では到底迅速な審理といえない例がみられたようである。 

これに対し、現在の行政不服審査法は、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で」行政

上の不服申立てをすることができるための制度を定め（行審１条①）、これらの問題点を

改善するための重要な仕組みを盛り込んでいる（このうち、手続の公正さに関する仕組みの

詳細は【参考６】【参照７】を、また迅速さに関する仕組みは後記２（5）（ｵ）の計画審理に関す

る項目、および２（7）（ｲ）の標準審理期間に関する項目を、それぞれ参照されたい）。 

(ウ) 費用（手数料）の要否 

行政訴訟では訴え提起の際に所定の額の手数料を納めなければならないが（民事訴訟費
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用等に関する法律３条）、行政上の不服申立てでは手数料を要しない。また、行政訴訟の場

合は、訴訟手続が複雑なことなどから弁護士に代理を依頼することが多く、そのため手

数料とは別に着手金・報酬金といった弁護士費用の負担を要するのが一般的であるが、

行政上の不服申立ては本人が行うことが多く、弁護士費用を要しない例が多い。手数料

や弁護士費用の負担を要しない点は、行政上の不服申立ての利点といえるだろう。 

(エ) 争訟方法の種類の違い 

現在の行政争訟の中心は、処分の取消しを求める争訟であり、具体的には処分につい

ての不服申立て（行審２条〔審査請求〕、５条〔再調査の請求〕、税通75条）と処分の取消しの

訴え（行訴３条②）である。また、行政庁が法令に基づく申請に対し一定の行政処分をす

べきであるのにそれをしない場合には、その不作為を争う争訟として、不作為について

の審査請求（行審３条）、不作為の違法確認の訴え（行訴３条⑤）をすることができる（具

体的な是正の内容は、不服申立てと訴訟とで異なる）。 

行政上の不服申立てはこの２種類の争訟のみであるが（なお、（注2）のとおり、再審査請

求については省略する）、行政訴訟はその他の種類の争訟も認められている。具体的には、

処分が無効である（または存在しない）ことの確認を求める訴え（無効等確認訴訟、行訴３

条④）、義務付けの訴え（同条⑥）、差止めの訴え（同条⑦）等である。また、これらの「処

分」を前提とする訴訟だけでなく、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法

上の法律関係に関する訴訟」（実質的当事者訴訟、行訴４条）等もある。租税争訟でも、誤

納した源泉所得税の返還を求める場合、源泉所得税の税額は自動的に確定し（税通15条③

二）、更正などの税額を確定する処分によらないから、国を被告としてこの実質的当事者

訴訟を起こすことになる（この訴訟に相当する行政上の不服申立ては存在しない）。争訟の方

法の種類は、行政訴訟の方が多い（詳細は後記５参照）。 

 

(４) 処分の取消しを求める争訟に共通する問題 

前述したとおり、行政争訟の中心は処分の取消しを求める争訟、すなわち処分について

の不服申立てと処分の取消しを求める訴え（処分の取消訴訟）である。租税行政も、更正・

決定等の課税処分や滞納処分による差押え・公売など、税務署長等の租税行政庁が行う行

為は基本的に行政処分であるから、この方法による争訟が中心になる。 

そこで、本章ではこの２つの争訟を中心に説明することとし、個別の制度を説明する前

に、両者に関係する重要な問題をまず取り上げることにする。  

【参考４】「行政処分」とは何か？ 

 処分についての不服申立て、処分の取消しの訴えのいずれも「行政庁の処分その他公権力の

行使に当たる行為」を対象としている（行審１条②、行訴３条②）。これを一般に行政処分とい

い、その意義は「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、

直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものを

いう」と解されている（最判昭和39年10月29日・民集18巻８号1809頁）。この行政処分が有する性

質を、処分性という。更正・決定等の課税処分は租税債務という国民の義務の範囲を直接確定

する行為であり、滞納処分としての差押え・公売は対象財産に対する滞納者の権利を制限し、

または失わせる（つまり、直接国民の権利義務を形成する）行為であるから、いずれも処分性

を有する。 
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(ア) 他の方法で争うことができるか（取消訴訟の排他的管轄） 

不服のある行政処分を訴訟で争う場合には、処分の取消しの訴えによらなければなら

ず、他の方法で争うことはできない。これは民事上の紛争にはみられない、行政争訟に

独特の制度である。この制度を取消訴訟の排他的管轄という。 

-------------------------------------------------------------------------- 

〔例〕不動産の売買契約をして買主が売主に代金を支払ったが、この契約が売主の詐欺によ

るものである場合、だまされた買主が契約を取り消して（民96条①）支払い済み代金の返還

を求めたいときは、端的にその返還を求める訴えを提起すれば良い。この訴えの根拠となる

買主の権利は不当利得返還請求権（民703条、704条）であり、この権利は買主が売買契約を

取り消すことによって発生するが（一旦した契約が取り消されることによって、売主が代金

を得たことは「法律上の原因」のない「利益」すなわち不当利得となる）、民事訴訟の場合

は、結果として発生する権利を基に代金の返還を求めれば足り、この権利が発生した原因と

して売主が売買契約を取り消したことを主張することになる。わざわざ裁判所にこの売買契

約の取消しを求める訴えを起こす必要はない（むしろ、そのような訴訟は認められていない）。 

これに対し、違法な課税処分により生じた税額を納付した場合は、その課税処分の取消し

そのものを求めなければならない。課税処分が違法で取り消されるべきものであることを理

由として、端的に納付した金員の返還を求める訴えを起こすことは、認められないのである。 

--------------------------------------------------------------------------- 

取消訴訟の排他的管轄を直接定めた規定はないが、行政事件訴訟法が行政処分につい

て通常の民事訴訟制度とは別に取消訴訟という制度を設けていることは、この制度を採

る趣旨であると解されており（塩野宏『行政法Ⅰ』（有斐閣、第６版、2015）160～161頁参照）、

公益保護の要請への配慮がその根拠と解されている（同旨、芝池義一『行政法総論講義』（有

斐閣、第４版補訂版、2006）153頁）。なお、近時の行政法学では、取消訴訟の排他的管轄を

行政行為の「公定力」の根拠と解し、あるいは「公定力」そのものであると解する見解が

一般的なようである（「公定力」については本書第２部Ⅱ「行政法」参照）。 

したがって、課税処分や滞納処分の効力を争う方法は、原則として不服申立てと取消

訴訟の２つのみとなる。 

(イ) 不服申立てと訴訟のどちらで争うべきか（自由選択主義と不服申立前置主義） 

では、課税処分や滞納処分に不服がある納税者は、行政上の不服申立てと取消訴訟と

のどちらを選択して争うべきであろうか。この点については、行政事件訴訟法の採用す

るルールと、国税通則法・地方税法の採用するルールとが異なっている。 

(ａ) 行政事件訴訟法では「自由選択主義」が原則 

行政事件訴訟法８条１項本文は、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規

定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げな

い。」と定め、行政処分一般につき原則として行政上の不服申立てと行政訴訟のいずれ

を選択しても良いとする自由選択主義を採用している。行政上の不服申立ても、違法・

不当な処分を受けた者の救済手続であることからすれば、救済を求める者の選択でど

ちらの方法を用いるかを決める仕組みの方が、基本的には理に適っているだろう。 

もっとも、同項はその後に続けて「ただし、法律に当該処分についての審査請求に

対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定

めがあるときは、この限りでない。」と定め、個別の法律において、まず審査請求をし

てこれに対する判断（裁決）を経た後でなければ、取消訴訟を提起することができない
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という制度（審査請求前置主義）を採用することを認めている。 

(ｂ) 租税に関する処分については「審査請求前置主義」が原則 

「国税に関する法律に基づく処分」については国税通則法115条１項本文が、また「地

方団体の徴収金に関する処分」については地方税法19条の12が、それぞれ審査請求前

置主義を定めている。したがって、課税処分や滞納処分に関しては国税・地方税を問

わず、原則として処分を受けた後に直ちに取消訴訟を起こすことはできない。これら

の処分については、まず審査請求をすべきことになる。 

国税に関する処分に審査請求前置主義（不服申立前置主義）が採用されている理由に

ついて、判例（最判昭和49年７月19日・民集28巻５号759頁）は次のように述べている。 

-------------------------------------------------------------------------- 

「〔国税通則法が〕二段階の行政上の不服手続を設け、かつ、これを経たのちでなければ

出訴を許さないとした趣旨は、国税の賦課に関する処分が大量かつ回帰的なものであり、当

初の処分が必ずしも十分な資料と調査に基づいてされえない場合があることにかんがみ、ま

ず処分庁自体に対する不服手続によって処分庁に再審理、再考慮の機会を与え、その結果に

なお不服がある場合に審査裁決庁の判断を受けさせることとし、ある程度審査裁決庁の負担

の軽減をはかろうとする目的に出たものであるが、他面において、課税処分を受ける者につ

いても、事案を熟知し、事実関係の究明に便利な地位にある処分庁に対してまず不服を申し

立て、簡便かつ迅速な救済を受ける道を開き、これによっても目的を達することができない

場合には審査庁による比較的公平、慎重な審査に基づく救済を求めることを認める等、その

権利救済につき特段の考慮を払う趣旨を含むものであることも見逃すことができない。」 

-------------------------------------------------------------------------- 

このように、審査請求前置主義の趣旨は、処分庁に再考の機会を与えることと（これ

により納税者の簡易迅速な救済と租税行政の統一的運用を図ると説明されている）、裁判所の

負担を軽減することにあるとされている。また、このような制度を採るべき理由とし

ては、国税の賦課に関する処分が大量反復的に行われ、かつ、事実認定に関する争い

が多いことが挙げられている。地方税でも、基本的には上記の趣旨が当てはまるとい

えよう（注5）。 

たしかに、課税要件事実の認定が争いとなるケースを想定すれば、判例の述べる理

由も不合理とまではいえないであろう。しかしたとえば、納税者が課税処分の根拠と

された法令の解釈を争う場合で、その課税処分が通達における当該法令の解釈に従っ

たものであるとき、租税行政庁に処分の見直しを期待することは難しいと思われる。

このような場合にまで審査請求前置主義を一律に採用すべきであるか、疑問が残る。 

なお、審査請求が不適法であり却下された場合は、内容についての実質審理を経て

おらず行政による処分の見直しの機会があったとはいえないから、審査請求前置主義

を満たさないと解されている（最判昭和30年１月28日・民集９巻１号60頁、「却下」につい

ては後記２（6）（ｲ）①参照）。 

（注５）この判例は、国税に関する不服申立てについて２段階の手続（異議申立てと審査請求）を要求

する改正前の国税通則法についての判断であるが（審査裁決庁の負担軽減について触れている

のもそのためである）、行政訴訟の前に行政上の不服申立てを強制することの理由については、

改正後の国税通則法でもこの判例の考え方が基本的に当てはまると考えて良い。 

(ウ) 申立期間の制限（審査請求期間・出訴期間） 

処分についての審査請求（または再調査の請求）も処分の取消しの訴えも、処分（または

216



 

これに対する裁決）があってから一定期間内に申し立てなければならない。審査請求につ

いてのこの期間を審査請求期間（再調査の請求も含める場合には不服申立期間）といい、訴

えについてのこの期間を出訴期間という。 

審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

であり（行審18条①、54条、詳細は後記２（3）（ｴ）参照）、出訴期間は原則として処分（また

は裁決）があったことを知った日から６か月である（行訴14条①、後記４（2）（ｱ）参照）（注

6）。この期間を経過した後に申立てをした場合は、不服の内容についての判断がされない

まま却下されることになる（却下については、後記２（6）（ｲ）①参照）。 

このような期間制限制度は、違法不当な行政処分の排除による国民の権利救済の要請

と、行政処分の効果ないし行政上の法律関係の早期安定の要請との調和をはかるために

設けられている、と説明されている。制度の要否や期間の長短については議論があるが、

租税争訟については審査請求前置主義が採られているために、審査請求期間を徒過して

しまうと原則としてその課税処分等を争うことができなくなるから、実務上は、期間を

徒過することがないよう十分に注意する必要がある。 

（注６）滞納処分（督促、差押え、公売または配当）に関する異議については、滞納処分手続の安定を図

り、かつ、換価手続により権利を取得し、または利益を受けた者の保護を図るため、国税徴収法171

条が不服申立期間および出訴期間をいずれも制限する特例を置いている（地方税についても同様の

定めがある。地税19条の４、19条の13）。この点にも注意を払う必要がある。 

 

２．行政上の不服申立て①：審査請求 

 

(１) はじめに 

行政上の不服申立てには、前述のとおり「処分についての審査請求（および再調査の請

求）」と「不作為についての審査請求」の２つがあるが、本書では前者のみを取り上げる。

前者の重要性が制度上も高いことに加え、租税争訟において後者の申立て（現行行政不服審

査法の「不作為についての不服申立て」）がほとんどみられないためである。 

また、記述の順序については、まず審査請求について説明し、次いで再調査の請求につ

いて説明する。その理由は、①平成28年４月に施行された行政不服審査法の改正により、

行政上の不服申立ての手続が従来の審査請求と異議申立ての二本立てから審査請求に一本

化されたこと（異議申立ては廃止された）、そして②異議申立てに代わる手続として設けられ

る再調査の請求も、あくまで補充的な制度にすぎないものであることである。なお、それ

ぞれの手続の説明においては、国税に関する不服申立てを中心に記述し、必要に応じて行

政不服審査法の定める内容についても記述する。 

国税に関する不服申立てでは、訴訟と異なり、税理士が納税者の代理人として活動する

ことが可能であるし（税理士２条①一、税通107①）、現にその例も多い。不服申立ての手続を

理解しておくことは、税理士にとっても重要といえよう。 

《表記について》以下では、国税通則法の定める規定が適用される審査請求を「国税に関する審査請求」

といい、それ以外の行政不服審査法が基本的に適用される審査請求を「一般の審査請求」ということが

ある。また、再調査の請求（または従来の異議申立て）も含んで表現する場合は、上記の区別に準じ「国

税に関する不服申立て」「一般の不服申立て」ということがある。 
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(２) 審査請求の宛先 

税務署長が行った処分について不服がある場合の審査請求は、かつては税務署長の直近

の上級行政庁である国税局長に対して行うこととされていた（ただし、その審理は各国税局に

置かれた協議団によってなされ、その議決に基づいて国税局長が裁決をする仕組みとなっていた）。

しかし、昭和45年の国税通則法の改正により、国税局長等の税務の執行系統から独立して

審査請求に対する審理・裁決のみを行う国税不服審判所が設置され、国税通則法の適用を

受ける審査請求は、すべてその長である国税不服審判所長に対して行うべきこととされた。

このような執行機関と裁決機関の分離は、租税法律主義の派生原理の１つである手続的保

障原則の内容をなすものである（本書第３部「租税法概論」参照）。 

また、裁決を行う審査庁は国税不服審判所長であるが、実際の審理は１名の担当審判官

と２名以上の参加審判官によって進められ（税通94条以下。後述する答弁書〔原処分庁が提出す

る、審査請求に対する反論書面〕が提出された段階で選任され、審理手続は担当審判官が主宰する）、

裁決は審理を担当した担当審判官らの合議を経た「議決」に基づいて行うこととされてい

る（税通98条④）。複数の審理担当者による合議を経させることで慎重かつ公正な判断を担

保しようとする趣旨に基づくものであり、一般の審査請求にはみられない特色である。国

税不服審判所長による裁決の内容はこの議決に完全に拘束されるわけではないが、上記の

趣旨を踏まえると、その議決と全くかけ離れた裁決をすることはできないと解されている

（本書末尾「参考文献」掲載の志場ほか編『国税通則法精解』1191頁）。 

なお、現在の国税通則法では、原処分に関与した者を担当審判官または参加審判官に指

定することができないことが明文化された（税通94条②一）。原処分に関与した者を審理担

当者から排除することにより、行政内部の手続でも公平な判断を担保しようという考えに

基づくものである（同じ理由で、後述する再調査の請求についての決定に関与した者も除かれる。

なお、行政不服審査法でも、審査請求の対象となる処分に関与した者は、審理を主宰する「審理員」

になることができないとされている〔行審９条②一〕）。 

 

(３) 審査請求の要件 

審査請求は、いくつかの要件が整ったものであることが必要であり、いずれかが欠けて

いると内容についての判断をされることなく却下されてしまう（行政訴訟の訴訟要件に対応

する。後記４（2）参照）。ここでは、却下されないための要件について、説明する。 

(ア) 審査請求の対象 

処分に対する審査請求の対象となるのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる

行為」すなわち行政処分である（行審１条②、前記【参考４】参照）。行政処分である限り、

原則的に不服申立ての対象となる（概括主義）。課税処分や滞納処分が対象となること

は、疑いない。 

これに対し、修正申告は納税者の行為であって行政処分ではないから、たとえ不満が

あっても不服申立てによって申告の効力を争うことはできない。この点には注意が必要

である（もっとも、修正申告に伴って課税された過少申告加算税や重加算税については、加算税

を課税されない「正当の理由」（税通65条④）がある等、加算税自体の課税を争う理由があれば、

審査請求の対象となる）。 

(イ) 不服申立資格 

審査請求を行うことができる一般的資格をいう。訴訟の当事者能力に対応する概念で

ある。自然人（外国人も排除されていないと解される）、法人の他、法人でない社団または財
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団であっても代表者または管理人の定めがあるものは、その社団等の名で不服申立てを

することができる（行審10条）。国税に関する審査請求も、法人でない社団等は国税通則

法の適用においては法人とみなされる以上（税通３条）、当然に可能である。 

(ウ) 不服申立適格 

具体的事件について審査請求をする資格をいい、「処分……に不服がある者」に認めら

れる（税通75条①、行審２条等）。取消訴訟の原告適格に対応する概念である。「不服がある

者」の意味について判例は「不服申立てをする法律上の利益がある者」と判示し（最判昭

和53年３月14日・民集32巻２号211頁〔主婦連ジュース不当表示事件〕）、取消訴訟の原告適格と

同じ意味に解している。 

この不服申立適格や原告適格は、環境・公害事件等で頻繁にその範囲が問題となるが、

課税処分や滞納処分を受けた納税者（滞納者）にその処分の不服申立てをする法律上の利

益があることは疑いなく、不服申立適格は当然認められる。 

(エ) 審査請求期間 

申立ての要件で実務上最も重要なものが、この審査請求期間である（前記１（4）（ｳ）参照）。 

まず、①審査請求は、処分があったことを知った日（処分に係る通知を受けたときは、そ

の通知を受けた日）の翌日から起算して３か月以内にしなければならない（税通77条①本文）。

この期間を過ぎると、「正当な理由」がある場合を除き、審査請求をすることができなく

なる（同項ただし書）。また、②処分があったことを知らなかった場合であっても、処分が

あった日の翌日から起算して１年を経過すれば、「正当な理由」がある場合を除き、審査

請求をすることができなくなる（税通77条③）。 

以上の定めは、課税処分等に対する不服申立てとして審査請求を選択する場合につい

ての期間制限であるが、③不服申立てとしてまず再調査の請求を選択し、これに対する

決定後の課税処分等になお不服がある場合に審査請求を行う場合には、再調査決定書の

送達があった日の翌日から起算して１か月以内に審査請求を行う必要がある（税通77条②

本文。なお、これについても「正当な理由」がある場合の期間延長が認められている〔同項ただ

し書〕）。 

どの期間制限にも「正当な理由」がある場合の期間延長の規定が定められてはいるが、

あくまで例外的な扱いにすぎないから、原則として定められているそれぞれの審査請求

期間を遵守するよう注意を払う必要がある（なお、期間の計算については国税通則法10条が

適用され、最後の月においてその起算日に応当する日の前日に満了する。具体的に、令和元年６

月24日に課税処分に係る通知を受けた場合で説明すると、起算日はその翌日である同月25日とな

り、３か月後の最後の月の応当日（同年９月25日）の前日である同月24日が、審査請求期間の終

期となる）。 

地方税の課税処分等について審査請求を行う場合の期間制限は、行政不服審査法の定

めに従うことになる。同法には、①から③に対応する定めが置かれているが（行審18条①、

②）（注7）、地方税の不服申立てにおいては再調査の請求制度が採用されていないため、③

に対応する部分の定めは問題とならず、①②の制限のみが問題となる。 

（注７）行政不服審査法は、①②についての審査請求期間の起算日を「処分があったことを知った日の翌

日」と定めているが（行審18条①本文、②本文）、この「処分があったことを知った」とは、処分を

受けた者が処分のあったことを社会通念上了知し得べき状態に置かれたとき（関係者に通知された

ときや郵便物が住所に配達されたときなど）を意味すると解されている。このような状態に置かれ

た時点で、処分を受けた者が実際にはそのことをまだ知らなかったとしても、特別の事情がない限
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りこの時に「処分があったことを知った」ものと扱われる。この点に注意されたい。 

    なお、期間の計算方法については、行政不服審査法には定めがないが、民法の期間計算の規定に従

うべきと解されている。一例として、新潟地判昭和28年12月24日・行裁例集４巻12号3158頁は、町議

会の解散請求の要件たる有権者の署名に関し、その有効性についての町選挙管理委員会の決定に対す

る不服申立ての期間は民法の期間に関する規定により計算すべき旨判示している（他に、室井ほか編

著『コンメンタール行政法Ⅰ行政手続法・行政不服審査法』（日本評論社、第２版、2008）401頁参照）。

もっとも、具体的な定めの内容については、国税通則法10条について説明した内容と同じである。 

(オ) （狭義の）不服申立ての利益 

審査請求をした時点では以上の要件を満たしていた場合でも、判断（裁決）がされるま

でに課税庁が自ら処分を取り消した場合、審査請求によってその処分を取り消す必要が

なくなってしまうため、処分の内容についての判断はされず、申立ては却下される。こ

のような処分を取り消す実際上の必要性を（狭義の）不服申立ての利益といい（注8）、不

服申立ての要件の１つとされている。 

この要件は、行政上の不服申立てが不服申立人の権利利益の救済のための制度であり、

救済の必要がなくなれば手続を行う必要がないことを理由とするものである。訴訟にお

ける（狭義の）訴えの利益に相当する。 

（注８）広義の「不服申立ての利益」は、ここでみた（狭義の）不服申立ての利益のほか、上記の不服申

立適格を含む概念である。この用法は「訴えの利益」についても同様であり、広義の訴えの利益は

（狭義の）訴えの利益と原告適格とを含む概念である。 

 

(４) 申立てに関する手続 

審査請求は、処分を受けて審査請求をする審査請求人の申立てによって、開始される。 

(ア) 申立ての形式 

国税に関する審査請求は、書面（審査請求書）を提出して行わなければならない（税通

87条①、②）。口頭による申立ては認められない（なお、行政不服審査法は、法律に基づく処

分について審査請求を口頭ですることができる旨の規定が他の法律にある場合には、例外的に口

頭での審査請求も認めているが〔行審19条①〕、地方税法にはそのような規定がないため、地方税

の課税処分に対する審査請求も書面で行う必要がある）。 

申立書に記載すべき事項は法定されているが（税通87条、行審19条②～⑤）、国税通則法は、

国税に関する審査請求に関し、争点の整理を早期に行うため、審査請求の趣旨（求める結論）

について「処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載する」ことを求

め、また審査請求の理由（求める結論を主張する根拠）についても「処分に係る通知書その

他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされて

いなければならない」と定めている（税通87条③）。もっとも、審査請求が納税者の権利救

済制度であることから、この記載が不明確であっても、そのことのみを理由として審査請

求を却下することはできないと解されている（志場ほか前掲『精解』1126頁）。 

なお、審査請求書は、正本と副本の２通の提出が求められる（税通令32条②、行審令４条

①）。審査請求書が２通必要とされるのは、審査庁が処分庁に反論を求めるうえで審査請

求の理由を処分庁に了知させる必要があることから、審査請求書の副本を処分庁に送付

するためである（税通93条①、行審29条①）。 

国税に関する審査請求に関しては、国税不服審判所のウェブページに審査請求書等の

様式が掲載されている。これらをダウンロードして利用するのも便利であろう。 
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(イ) 補正 

審査請求書が提出されると、まずその審査請求が適法であるか否かの審理が行われる

（これを「要件審理」または「本案前の審理」という）。そして、不適法な申立て（（2）で説明

した要件を欠く場合）については、その申立てに理由があるか否か、すなわち処分が違法

または不当であるかについての審理（これを「実体審理」または「本案審理」という）を行う

ことなく、却下されることになる。 

しかし、審査請求人の審査請求を受ける利益に配慮して、審査請求書の記載事項が漏

れている場合や書類提出者（代理人等）の氏名および住所等の記載が漏れている場合には、

国税不服審判所長（国税に関する審査請求の場合）または審査庁（一般的な審査請求の場合）

が相当な期間を定めて、審査請求人に対し補正を命じなければならないこととされてい

る（税通91条①前段、行審23条）。この補正がされると、その審査請求は当初から適法なも

のであったと扱われ、実体審理（本案審理）に進むことになる（これに対し、定められた期

間に不備が補正されなかった場合や、不備を補正することができないことが明らかである場合に

は、実体審理に進むことなく却下される。税通92条、行審24条）。この補正を命じることなく申

立てを却下することは、違法である。 

なお、国税通則法は、①軽微な補正については不服申立人による補正を命じることな

く審査庁の職権で補正しうるものとし（税通91条①後段）、また、一定の手続の下に口頭に

よる補正も認めている（税通91条②）。どちらも一般の審査請求にはみられない定めであ

り、国税に関する審査請求における審査請求人の便宜に配慮している。 

(ウ) 行為能力・代理等 

審査請求を税理士が代理して行う場合（税通107条①）、国税不服審判所長に対し代理人

であることを書面（委任状）により証明することを要する（税通107条③、税通令37条の２）。

処分を受けた者が未成年者や成年被後見人などの民法上の制限行為能力者（民13条①十参

照）である場合、その処分についての審査請求は法定代理人（親権者、後見人）が行うこ

とになるから（明文はないがこのように解釈されている）、委任も法定代理人から受けること

を要する。 

また、多数の者が共同して審査請求をするときは、３人を超えない範囲で総代を互選

することができ、国税不服審判所長も、必要があると認めるときは総代の互選を命ずる

ことができる（税通108条）。 

ここまでは、課税処分等を受けた者が審査請求をする場合についての定めである

が、処分を受けた不服申立人以外の利害関係人（不服申立てに係る処分の根拠となる法

令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる者）は、国税不服審判所長（ま

たは担当審判官）の許可を得て、参加人として審理に参加することができる（税通109

条①）。また、国税不服審判所長（または担当審判官）において必要があると認めると

きには、利害関係人に参加人として参加することを求めることができる（同条②）。

不服申立ての結果に直接影響を受ける第三者（不服申立人と利害の一致するものばかり

でなく、相反する者も含む）を参加人として不服申立ての審理に参加させ、主張立証の

機会を与えることによって、適正な審理と第三者保護を図ろうとする趣旨に基づく

制度である。 

なお、以上については、一般の審査請求にも同様の規定がある（総代につき行審11条、

参加人につき同13条。代理人の証明手続等については行審令３条）。 
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(５) 審理手続の特色と内容 

審査請求書を提出し、申立てが適法と認められれば、処分の適法性・妥当性についての

審理（実体審理・本案審理）がなされる。この審理手続における特色を説明する。 

(ア) 書面審理中心主義 

国税に関する審査請求は、書面による審理を原則としている。その旨の明文はないが、

①前述のとおり審査請求を書面で行わせること、②原処分庁による答弁書とこれに対す

る審査請求人の反論書の提出を予定していること（税通93条、95条）、③口頭意見陳述は審

査請求人（または参加人）の申立てがあった場合にのみ行われること（税通95条の２）等か

ら、書面審理を原則としていると解されている。このような書面審理を基本とする仕組

みは、一般の審査請求においても採用されている（行審29条～31条）。 

審査請求が書面審理を原則としているのは、一般的にいえば、口頭審理に比べて簡易

迅速な審理をなしうるからである。また、書面審理は、口頭審理に比べて審理判断の資

料が明確である点でも優れている。しかし、当事者と直接口頭でやり取りをしないため

に口頭審理に比べて印象が間接的なものにとどまり、適切な事実認定が困難となるおそ

れがある。また、書面に記載された主張の趣旨が明確でない場合に、明確にさせること

が難しいという欠点もある（口頭審理であれば審理の場で対面して質問することで明確にさせ

やすいが、書面審理で書面のやり取りによることになるから時間を要するし、最初の回答で明確

にならなければ同じ作業をさらに行うことになる）。これらの欠点は、個別の事案ではかえっ

て審理の遅延を生じさせる原因になるおそれがある。そこで、審査請求については書面

審理を原則としつつ、上記③の口頭意見陳述を補充的に組み合わせることによって、書

面審理の欠点を解消しようとしている。 

(イ) 主張・反論に関する手続 

(ａ) 答弁書（弁明書）・反論書の提出 

国税に関する審査請求においては、国税不服審判所長は、審査請求について適法で

あるとの審査を経た後、原処分庁（審査請求の目的〔対象〕となった処分に係る行政機関の

長であり、課税処分の場合は原則として税務署長を指す）に審査請求書を送付したうえで、

答弁書を提出させる（税通93条①）。 

答弁書には、審査請求書に記載された審査請求の趣旨および理由に対応して、原処

分庁の主張（具体的には、処分を適法かつ妥当とする理由についての主張）を記載しなけれ

ばならない（同条②）。また、審査請求書と同じく副本の提出が要求され（税通令32条の

３）、そのうち副本は審査請求人（および参加人）に送付することとされている（税通93

条③）。これによって、審査請求人が原処分庁の主張を知ることができ、また担当審判

官も、当事者間に争いのある点を把握することが可能となる。 

なお、一般の審査請求の場合には、審査庁が処分庁に求める書面は答弁書ではなく

弁明書と呼ばれるが（行審22条）、行政不服審査法も、上記と基本的に同様の定めを置

いている（行審29条、行審令６条）。 

(ｂ) 口頭意見陳述 

口頭意見陳述は、平成26年の改正前からも定められていたが、同改正でその内容が

大きく変更された。 

従来の口頭意見陳述は、この手続を申し立てた審査請求人（または参加人）が担当審

判官に対して口頭で意見を述べる機会を与えるにとどまり、原処分庁に対する質問を

認めるものではなかった（口頭意見陳述の場に（原）処分庁は同席しない）。 
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これに対し、改正後の国税通則法は、原処分庁も含むすべての審理関係人を出席さ

せ（税通95条の２③による同84条②の読み替え）、申立人（審査請求人または参加人）が担当

審判官の許可を得て、原処分庁に対して質問をすることができることになった（税通95

条の２②）。従来に比べて審査請求人等の手続的権利が強化されている点、および、担

当審判官にとっても事実関係や争点をより把握しやすくなるといえる点で、歓迎すべ

き改正といえる（行政不服審査法においても、同様の改正がなされている。行審31条②、⑤）。 

【参考５】改正前の国税の審査請求での試み（同席主張説明手続） 

 国税不服審判所は、平成23年度から、担当審判官の権限による審理方式の１つとして

「同席主張説明」手続を導入した。これは、担当審判官が審査請求人および原処分庁と同

席のうえ、当事者から主張等について説明を求める手続である。その目的については、①

この三者の間で主張および争点を明確にし、適正かつ迅速な裁決に資すること、および、

②審理の透明性の確保が挙げられている。 

 この手続は、あくまで担当審判官が各当事者から説明を求める手続にすぎないが、たと

えば審査請求人が原処分庁の主張や説明を聞いたうえで生じた疑問等があれば、担当審

判官にその場で伝えることができ、また担当審判官も、必要と認めればその疑問等につい

てその場で再度原処分庁に対し質問し説明を求めることができるから、運用次第ではま

さに上記①②の目的を実現する可能性を秘めている手続であったといえるだろう。 

 平成26年の改正の施行（平成28年４月１日）後は新たな口頭意見陳述が用いられている

が、同席主張説明における問題点として、原処分庁側の出席者が原処分の調査担当者では

ないため、事実認定が争点となっている場合には原処分庁からの正確な回答が期待でき

ず、争点の明確化が図りにくい等の課題があるようである。そうした問題点については、

新たな口頭意見陳述手続を実施する中で改善されることを期待したい（同席主張説明の内

容や課題等については、「全国国税不服審判所長会議資料02（平成24年２月３日付）審判所当面の課

題①」（タインズ審判所長会議H240203-02）および伊藤吉美「審査請求における対審制の在り方につ

いて－職権探知主義との関連を中心に－」税大論叢72号（平成24年）34～36頁を参照した）。 

(ウ) 証拠の収集・提出に関する手続 

(ａ) 当事者からの証拠の提出 

審査請求人（および参加人）は、自らの主張する事実を証明する資料や法令解釈に関

する資料などの証拠書類、証拠物を提出することができる（税通96条①）。証拠の収集・

提出について当事者主義（審理手続の主導権を当事者に委ねる方式）を採用するものであ

り、審査請求人（および参加人）の手続的権利を保障する趣旨に基づく。 

なお、平成26年の改正で、原処分庁からも当該処分の理由となる事実についての証

拠書類等を提出することができることが明記された（税通96条②）。これも、当事者主義

をより明確な形で採用するものだといえる。 

行政不服審査法においても、以上と同内容の改正がされている（行審32条）。 

(ｂ) 担当審判官が行う証拠収集手続 

担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審理関係人の申立てにより、ま

たは職権で、次のような証拠収集活動をすることができる（税通97条①）。 

① 審査請求人もしくは原処分庁または関係人その他の参考人に質問すること 

② ①に挙げる者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者等に当該物件の提出

を求め、または提出された物件を留め置くこと 
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③ ①に挙げる者の帳簿書類その他の物件を検査すること 

④ 鑑定人に鑑定させること 

こうした手続について当事者からの申立てを認め、これに基づいて行うという仕組

みは、(ａ)と同じく証拠収集に関する当事者主義を採用したものといえる。この点に

関して、改正前の国税通則法は、これらの申立てをすることができる者を審査請求人

に限定していたが（旧税通95条）、現行法では原処分庁を含む「審理関係人」（税通92条の

２）に認めることとしている。これも、証拠収集に関する当事者主義の考え方を、審査

請求手続においてより明確にする改正だといえるだろう（なお、この改正により、審査請

求の段階では、原処分庁はもはや国税通則法７章の２の規定による質問検査等をすることはで

きず、必ず担当審判官を通じて行わなければならないことが明確になった、と指摘されている。

水野武夫「国税審査請求制度改革の意義と今後の課題」税法学574号（2015）219頁）。 

その一方で、国税通則法は、上記の証拠収集手続について当事者の申立てを待たず、

担当審判官の職権でも行うことを認め、証拠の収集の場面では職権主義（審理手続の主

導権を審査庁に委ねる方式）も採用している。これは、行政上の不服申立てが適法妥当な

行政の確保をも目的とするところ、審査請求人が自分自身では十分な立証活動をでき

ずその結果違法不当な処分を排除できないという事態を避けるため、審査庁（国税の場

合は担当審判官）が後見的に関与する必要があること等を理由とするものである。 

行政不服審査法においてもこうした証拠収集手続が定められている（行審33条～36条。

ただし、申立てについては審査請求人〔または参加人〕にのみ認め、処分庁には認めていない）。 

(ｃ) 証拠書類等の閲覧・写しの交付 

平成26年の改正のうち証拠収集等の手続に関して最も重要なものが、この証拠書類

等の閲覧制度である。 

改正前の制度の下では、審査請求人による閲覧の対象となるのは、原処分庁が任意

に提出した証拠書類等に限られ、（ｂ）の担当審判官が収集する証拠書類等については

対象にならないと解されてきた（大阪地判昭和46年５月24日・行裁例集22巻８・９号1217頁）。

閲覧請求を認める旧規定（旧税通96条）の文言や、（ｂ）の手続を定める規定（同97条）

が閲覧請求の後ろにあること（したがって、閲覧請求の対象にしていると読むのが困難であ

ること）という、条文相互の位置関係を根拠に、そのように解されてきた。しかし、実

際の審査請求では一般に、原処分庁が担当審判官に任意に提出するのは異議決定書く

らいで、証拠書類等は担当審判官がその職権に基づき処分庁に要求して提出させるこ

とが多いと指摘されており、このような現状の下では閲覧請求制度もいわば絵に描い

た餅にすぎなかった。 

これに対し、平成26年の改正で、（ｂ）②の手続により担当審判官が収集した証拠書

類等についても、閲覧請求の対象とすることが明記された（税通97条の３①前段）。さら

に、これまでは閲覧しか認められていなかったのに対し、改正法では、証拠書類等の

写しの交付（電磁的記録の場合はそこに記録された事項を記載した書面の交付）も請求する

ことができることとされた（同項）。この改正により、審査請求人が証拠にアクセスす

る機会が飛躍的に広がり、より適切で効果的な主張立証活動を行うことが可能となる

（なお、（ｂ）と同じく、ここでも閲覧請求をなしうる者が原処分庁も含む「審理関係人」と定

められ、当事者主義の考え方を手続上明確にしている）。 

証拠書類等の閲覧（または写しの交付等）の請求があった場合、担当審判官は、「第三

者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるとき」に限り
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閲覧等の請求を拒否することができ、それ以外の場合には閲覧等をさせなければなら

ない（税通97条の３①後段）。また、閲覧等を認めようとする場合には、担当審判官は、

原則としてその証拠書類等の提出人の意見を聴かなければならない（同条②）。 

行政不服審査法においても、基本的に以上の改正と同様の改正がされている（行審38

条。もっとも、処分庁には、閲覧等の請求を行うことを認めていない）。 

(エ) 事実調査の範囲（当事者が主張しない事実に及ぶか） 

審査庁は、不服申立人の主張する事実を調査するため（ウ）の手続により証拠を収集

するだけでなく、不服申立人の主張しない事実についても、それが処分の違法性・不当

性を判断する根拠となる限り、自ら調査して裁決の資料としうると解されている。この

ような、当事者の主張しない事実を裁断機関が積極的に調査し判断の資料としうる審理

のあり方を職権探知主義といい（職権主義の一内容である）、明文はないものの行政不服審

査法はこの仕組みを採用していると解されている。 

職権探知主義が採られる理由としては、①行政上の不服申立ては行政統制をも目的と

しており、公益の実現のためには当事者が主張していない事実も審査庁が積極的に調査

すべきであること、②不服申立手続では通常は代理人が選任されないため、一般市民で

ある不服申立人の専門知識の不足を補い実質的な公正を確保するためには審査庁の積極

的な調査が必要となること、が挙げられている。 

国税に関する審査請求も、理論的には同様に解することになろう。もっとも、審査請

求の実質審理については、審査請求人と原処分庁双方の主張により明らかとなった争点

に主眼を置いて効率的に行うべきものとされ（不服審査基本通達（国税不服審判所関係）97

−１）、担当審判官が事実の調査を行う前に争点整理案を作成し双方に確認することが一

般に行われている（この国税不服審判所の審理のあり方が「争点主義」的といわれることがある

が、内容に照らすと「当事者主義」的というのが適していると思われる）。この審理のあり方は

当事者の手続的権利を保障する点で評価されるべきであるが、それだけに代理人に就く

税理士に期待される役割は大きいといえよう。 

(オ) 計画審理 

平成26年の改正で、いわゆる計画審理に関する定めが新設された。 

まず、一般的な義務として、審理関係人と担当審判官に対し、簡易迅速かつ公正な審

理の実現のため、審理における相互の協力義務と審理手続の計画的な進行を図る義務を

課している（税通92条の２）。 

そして、具体的には、審理すべき事項が多数であるか錯綜しているなど事件が複雑である

こと等の事情により、迅速かつ公正な審理を行うために審理手続を計画的に遂行する必要が

あると担当審判官が認める場合には、期日と場所を指定して審理関係人を招集し、あらかじ

め、口頭意見陳述等の申立てに関する意見の聴取を行うことができることとされている（税

通97条の２①）。この意見聴取を行った場合、担当審判官は、口頭意見陳述等の審理手続の期

日や審理の終結予定時期を決定し、審理関係人に通知しなければならない（同条③）。 

これらの規定は、行政訴訟における計画審理に関する規定（行訴７条で準用される民訴

147条の２、147条の３）と同様の規定であり、迅速で公正な審理を行うために設けられた

手続といえる（行政不服審査法においても同様の規定が置かれている。行審28条、37条）。 

(カ) 執行不停止原則と執行停止制度 

(ａ) 執行不停止原則 

審査請求があっても、処分の効力、処分の執行または手続の続行は妨げられない（税
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通105条①、地税19条の７①。一般の審査請求につき行審25条①）。これを執行不停止原則と

いう。 

-------------------------------------------------------------------------- 

〔例〕「処分の効力」の不停止とは、たとえば更正または決定に対して不服申立てをしても

更正等の効力は影響を受けないことをいう。具体的には、納付すべき税額の確定、およびそ

の額を所定の期限までに納付しなければならないという効力が維持されることになる。 

「処分の執行」の不停止とは、更正等による税額が所定の期限までに納付されない場合

に、たとえその更正等について不服申立てがされていても、督促や滞納処分を執行しうる

ことをいう。 

「手続の続行」の不停止とは、滞納処分手続において先行する処分である差押えに不服

申立てをしても、それに続く処分（差し押さえた債権の取立てや取り立てた金銭の充当等）

をすることができることをいう。 

-------------------------------------------------------------------------- 

民事上の紛争であれば、権利の存否が裁判において争われている段階では、原則と

してその権利を強制執行によって実現することはできない。ところが、行政処分につ

いてはこの原則と例外が逆転している。行政の円滑な運営を図ることが理由とされて

いるが、この原則については批判も強い。 

ただし、滞納処分として差し押さえた財産の換価については例外的に執行停止原則

が採られ、原則として審査請求についての裁決があるまでは換価が禁止される（税通

105条①ただし書、地税19条の７①ただし書）。次の執行停止制度と異なり、不服申立人の

申立てや審査庁（担当審判官）の職権行使を要せず当然に停止されるものであり、租税

に関する不服申立ての特色の１つといえる。 

(ｂ) （例外としての）執行停止制度 

執行不停止原則によれば、違法不当な処分が不服申立てにより取り消されたとして

も、その間に処分に基づく手続が進んでしまえば、結局は不服申立人の権利利益の救

済にならないという事態が生じうる。そこで行政不服審査法、国税通則法とも、不服

申立てに伴う執行停止制度を設けている。 

まず、行政不服審査法が定めている執行停止制度の概要は、次のとおりである（行審

25条②以下）。地方税についてはこの仕組みが適用されることになる。 

① 執行停止は、不服申立人の申立てによりまたは審査庁の職権でなされる（行審25

条②。ただし、審査庁が処分庁・処分庁の上級行政庁のどちらでもない場合は、職権での

執行停止は認められていない。同条③）。行政訴訟の場合、裁判所の職権で執行停止が

されることはなく、この点では異なっている。処分庁自身が審査庁である場合は

当然執行停止の権限を持つが、処分庁の上級行政庁が審査庁である場合も、上級

行政庁は処分庁に対して一般的指揮監督権を有することから、この場合も職権に

基づく執行停止が認められている。 

② 「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の

必要があると認めるとき」は、審査庁は原則として執行停止をしなければならない

が（同条④本文）、このような要件を満たさない場合であっても、審査庁は「必要が

あると認めるとき」には執行停止をすることができる（同条②）。行政訴訟の場合、

裁判所は前者の要件（損害の重大性と緊急の必要性）を満たす場合にのみ執行停止を

することができるから、行政上の不服申立ての方が執行停止をなしうる場合が広い。 
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③ 執行停止の内容は、「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の

停止その他の措置」であるが、「その他の措置」は審査庁が処分庁・上級行政庁の

どちらでもない場合は、採ることができない（同条③。行政訴訟の場合も「その他の

措置」を採ることは認められていない）。「その他の措置」の例は、公務員の免職処分

を暫定的停職処分に変更することであるが、これも①と同じく処分庁自身の権限

か、処分庁に対する一般的指揮監督権に基づき認められるものだからである。な

お、処分の効力の停止は最も直接的な方法であるため、他の方法によって目的を

達することができるときは選択できない（同条⑥。これは行政訴訟でも同じである）。 

国税に関する審査請求においても、基本的に同様の執行停止制度が設けられている（税

通105条）。もっとも、上記①について処分の効力の停止に当たる措置を認めておらず、

②について義務的な執行停止制度（行審25条④本文に相当する規定）がないという違いが

ある。その一方で、不服申立人の側から担保を提供して差押えの解除等を求めることが

できる制度が置かれており、これは一般の審査請求にはみられない制度である。 

 

(６) 手続の終了 

(ア) 取下げによる終了 

審査請求は、裁決があるまでは、いつでも書面により不服申立てを取り下げることが

できる（税通110条①、行審27条）。取下げがあると、審査請求手続は終了する。取下げの理

由は問わない。 

審査請求に対する判断を求めるか否かを申立人の意思に委ねるものであり、行政上の

不服申立ての主たる目的が違法不当な行政からの国民の救済にあることを反映した制度

といえる。 

(イ) 裁決による終了 

取下げがない限り、審査請求は、審査庁が最終的な裁断を示すことで終了する。審査

請求に対する最終的な裁断を裁決という（税通92条、98条、行審44条～53条）。裁決は、書

面でしなければならない（税通101条、行審50条）。訴訟の場合の判決と同じく、却下・棄

却・認容の３つの種類がある（なお、担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審

理手続を終結するものとし〔税通97条の４①〕、速やかに審理関係人に対し審理手続を終結した旨

を通知することとされている〔同③〕）。 

① 却下裁決 

これは、審査請求が「法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法で

あるとき」にされる（税通92条、98条①、行審45条①）。裁決書には、審査請求が不適法

であることについての判断のみが記載され、審査請求の対象となった処分が適法か違

法かについての判断は記載されない。（３）で挙げた各要件を満たさない場合や、補正

（前記（4）（ｲ））を命じられて応じなかった場合がこれに当たる。 

② 棄却裁決 

これは、適法にされた審査請求に「理由がないとき」、すなわち処分が適法かつ妥当

であるときにされる（税通98条②、行審45条②）（注9）。国税に関する審査請求については、

棄却裁決の場合、維持される処分を正当とする理由が裁決書で明らかにされていなけ

ればならないと定められている（税通101条②、84条⑧）。この理由付記は、担当審判官

および参加審判官らの判断を慎重にさせるとともに、その判断が恣意に流れることを

防止し判断の公正を保障する趣旨の制度であるから、審査請求人が主張する不服の理

227



 

由に対応してその結論に到達した過程を明らかにしなければならない（最判昭和37年12

月26日・民集16巻12号2557頁）。理由付記のない裁決は、違法である。 

（注９）処分が違法または不当であって本来であれば審査請求を認容すべき場合でも、結論としては棄却裁

決がされる場合がある。これは、事情裁決と呼ばれる制度である。その要件は、①審査請求に係る

処分を取り消しまたは撤廃することにより公の利益に著しい障害を生じる場合であること、②審査請

求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮した

うえ、処分を取り消しまたは撤廃することが公共の福祉に適合しないと認められること、である（行

審45条③前段）。公共の福祉への支障を避けるため認められた例外的措置である。事情裁決をすると

きは、裁決の主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言しなければならない（同項後段）。 

    租税関係においては、課税処分に関する審査請求に係る裁決について事情裁決を認める規定はな

いが、滞納処分中の公売公告から売却決定までの処分に対する審査請求については、事情裁決が認

められる（税徴173条）。 

③ 認容裁決（取消し・変更） 

本案審理の結果、請求に理由がある（処分が違法または不当である）と判断された場合に

される裁決である（税通98条③、行審46条①、47条）。国税に関する審査請求においては、具

体的には取消しと変更の２種類がある（行政不服審査法では、事実上の行為についての審査請

求を認容する場合、取消しの代わりに撤廃という手段を認めているが〔行審47条〕、国税に関する

審査請求はそもそも事実上の行為を審査請求の対象としていないため、撤廃に関する規定もない）。 

取消しは、処分（のうち事実行為を除くもの）についてその全部または一部の効力を失

わせることであり、変更は、審査請求の対象となっている処分の内容を変更すること

である（たとえば、納税の猶予の期間について原処分庁が６か月と定めたのに対し、これを10

か月に変更するなどの場合が、これに当たる。志場ほか前掲『精解』1099頁参照）。 

なお、変更裁決をする場合には、審査請求人の不利益になる内容に変更することがで

きない（不利益変更の禁止、税通98条③ただし書、行審48条）。審査請求が違法不当な行政行

為からの国民の救済を目的としていることを踏まえ、不利益変更が禁止されている。 

(ウ) 裁決の効力 

裁決の効力についてはさまざまな問題があるが、ここでは差し当たり次の２点のみ説

明する。 

(ａ) 形成力 

まず、処分を取り消す裁決があると、その処分の効力は、処分庁による取消しを要

せず当然に処分の時に遡って失われる（取消しに関する裁決等の条項の文言がいずれも「取

り消す」であって、処分庁に対し「取り消しを命ずる」となっていないことに注意）。このよ

うな効力を形成力といい、明文の規定はないが、認められている。取消訴訟の取消判

決にも同様の効力がある。 

(ｂ) 拘束力 

また、裁決には関係行政庁に対する拘束力が認められる（税通102条①、行審52条①）。

この拘束力の内容は、①取り消された行政処分と同一事情の下で、同一理由、同一内

容の処分を行うことを禁止するという消極的効果と、②取消裁決の趣旨に従ってあら

ためて措置をとるべき義務を処分庁に課すという積極的効果の２つがあり、②につい

ては具体的な内容が定められている（税通102条②～④、行審52条②～④）。この拘束力が

及ぶ「関係行政庁」とは、文字どおり取り消されまたは変更された処分に関係してい

る行政庁を指す。たとえば、審査請求で更正が取り消された場合には、その更正をし
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た原処分庁の他、その審査請求人が納税地を異動した場合の異動後の納税地を所轄す

る税務署長等が関係行政庁に当たる。 

行政不服審査法、国税通則法とも、拘束力を有する裁決の種類を限定していないが、一

般には認容裁決にのみ認められ、棄却裁決には拘束力が生じないと解されている（却下裁

決はそもそも処分の内容の適否を判断していないから、これに拘束力を認める意味がない）。した

がって、棄却裁決がされた場合でも、処分庁が職権で処分を取り消すことは妨げられない。 

(エ) 通達と異なる解釈による裁決 

国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達による法令解釈に拘束されないで、独

自の解釈により裁決をすることができることとされている。しかし、このような場合に

おいて、裁決機関の解釈と執行機関の解釈とが異なることとなった場合、そのまま放置

すれば、実務に混乱をきたすことになる。 

そこで、両者の意見の調整を図るため、通達と異なる解釈による裁決をする場合には、

次のような手続を経ることとされた。 

① 国税不服審判所長が通達と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその

意見を国税庁長官に通知しなければならない（税通99条①）。 

② 国税庁長官は、①の通知があった場合において、国税不服審判所長の意見が審査

請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める

場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しな

ければならない（同条②）。 

③ 国税不服審判所長は、②の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問し

た場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない（同条③）。 

以上の規定は、国税不服審判所長が通達と異なる解釈により裁決をするときの他、法

令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときにも適用される（同条①）。 

この制度は重要な意義を有するものではあるが、この国税不服審判所長の申し出の例

は平成３年（８例目）を最後に、しばらく行われてこなかった（注10）。平成21年にようや

く９例目が行われたが、この制度が実質的に機能しているか、疑問の生じるところであ

ろう（なお、すべて審査請求人の主張を認容するものであった）。 

（注10）平成26年の改正前は、この規定の仕組みが現行法とは異なっていた。具体的には、（ⅰ）国税不

服審判所長が通達と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に申し

出なければならず（改正前の税通99条①）、（ⅱ）国税庁長官は、（ⅰ）の申し出に対して指示をす

るが、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容すべきとするものであるのに対して国税

庁長官がその意見を相当と認めないとき、または、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を

棄却すべきとするものであるときは、国税庁長官は、国税審議会に付議し、その議決に基づいて指

示しなければならないと定められていた（同条②。なお、本文で挙げた申し出の例９件はいずれも

改正前の制度の下でなされたものであり、いずれも国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を

認容すべきとするものであって、かつ、国税庁長官もその意見を相当と認めた場合であり、国税審

議会への付議はされなかった）。現行法では、国税不服審判所長が国税庁長官の「指示」に従うこと

はなくなり、本文の②に当たる場合には国税不服審判所長と国税庁長官が「共同して」国税審議会に

諮問し、国税審議会の答申に基づいて国税不服審判所長が裁決をする、という仕組みに改められた（改

正前は、国税審議会に付議できるのは国税庁長官だけであり、同長官が同審議会の議決に基づいて国

税不服審判所長に指示することとされていて、同審判所長が同長官に従属する立場であることが明記

されていた）。裁決機関としての一定の独立性を担保する趣旨の改正といえるであろう。 
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(７) 審査請求を行う者の便宜に資する制度：教示と標準審理期間 

ここまで審査請求の手続について述べてきたが、この手続を利用する者（処分を受けた者）

の便宜に資する制度として、教示に関する定めと標準審理期間に関する定めがある。これ

らについても説明しておく。 

(ア) 教示制度 

行政上の不服申立てをどの行政庁にいかなる方法ですればよいのかを一般市民が自力

で適切に判断することは難しい。行政組織は複雑なことが多く、本来その処分を行う権

限を有している行政庁（たとえば県知事）が下位の行政庁（たとえば県税事務所長）に権限

を委任している場合などもある。 

そこで、一般国民が不服申立制度を有効に活用することができるよう、行政不服審査

法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合に、処分の相手方に対し

①その処分につき不服申立てができること、②不服申立てをすべき行政庁および③不服

申立期間を教示するよう義務付けている（行審82条①）。また、その処分の利害関係人か

ら教示を請求された場合には、これに応じなければならない（行審82条②、③）。この教示

に関する規定は、国税通則法等他の法律に基づく不服申立てにも適用される（一般的教示

制度、税通80条①）。 

処分庁がこの教示義務を怠った場合や、教示の内容を誤った場合について、行政不服

審査法は次の救済規定を置いている。 

まず、①処分庁が教示を怠った場合、その処分に不服がある者は、処分庁に審査請求

書等の不服申立書を提出することができる（行審83条①）。これにより、本来認められて

いる不服申立ての区分に従って、この不服申立書の提出時に初めから審査請求（または他

の法令に基づく不服申立て）がされたものとみなされる（行審83条④、⑤）。 

もっとも、このような制度も一般には知られていないであろうから、現実には教示が

されなかった場合、不服申立書を提出しないまま不服申立期間を過ぎてしまうことが多

いと思われる。この場合の救済方法に関する明文はないが、不服申立期間を延長する「正

当な理由」（税通77条①ただし書、④ただし書、行審18条①ただし書、②ただし書）を認める要

素に当たるとするのが、一般的な見解のようである。 

次に、②処分庁が内容の誤った教示をした場合（たとえば、審査庁を誤って教示した場合

や、不服申立方法を誤って教示した場合）には、不服申立人は、その教示されたとおりの不

服申立てをすれば、初めから権限ある行政庁に適法な不服申立てをしたものとして取り

扱われる（税通112条①、⑤）。 

(イ) 標準審理期間 

国税不服審判所長は、審査請求がその事務所に到達してから裁決をするまでに通常要

すべき標準的な期間（標準審理期間）を定めるよう努めるとともに、これを定めたとき

は、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならな

い（税通77条の２。なお、正確には国税不服審判所長に限らず、国税庁長官、国税局長、税務署

長または税関長についても、各々が判断を担当する不服申立てに関し、同様の期間を定める努力

義務等が課されている）。この定めは、平成26年の行政不服審査法改正の際に新設されたも

のであり、同法にも同様の規定が置かれている（行審16条）。 

この制度は、行政手続法６条の定めに対応するものであり、その趣旨は、審理の遅延

を防ぎ、審査請求人の権利利益の救済を図ることにあると説明されている。 

なお、国税に関する審査請求については、標準審理期間は１年とされ、国税不服審判
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所ホームページへの掲載、パンフレットへの掲載、パンフレットの国税不服審判所本部、

支部および支所における備付け等の方法により公表されている（平成28年３月24日付「審

査請求に係る標準審理期間の設定等について（事務運営指針）」参照）。 

 

３．行政上の不服申立て②：再調査の請求 

 

(１) 異議申立てから再調査の請求への改正の概要 

(ア) 異議申立て 

異議申立ては、処分を行った行政庁（処分庁）に対して行う不服申立てであり（旧行審

３条②）、一般の不服申立てにおいては、処分庁に上級行政庁が存在しない場合に認めら

れていた手続である（これに対し、処分庁に上級行政庁が存在する場合には、審査請求をすべ

きものとされてきた。旧行審３条②）。手続の基本的な性格は、処分庁自身による処分の見

直しの機会を持つものといえる。 

これに対し、国税に関する不服申立てでは、原則としてまず異議申立てを行い、その

決定を経た後の処分に不服がある場合に初めて審査請求をすることができることとされ

てきた（旧税通75条①、③）。一般の不服申立てでは、行うべき不服申立手続は審査請求か

異議申立てのどちらか１つであるが（前述のとおり、処分庁に上級行政庁が存在すれば審査請

求が、上級行政庁が存在しなければ異議申立てがそれぞれ選択される）、国税に関する不服申立

てについてはこれと異なり、原則として異議申立て、審査請求の順序による二段階の制

度を採用してきた。この制度を、審査請求の前に異議申立てを強制するという意味で、

異議申立前置主義という。 

異議申立前置主義が採られてきた理由は、基本的には審査請求前置主義の理由と同じ

であるが、ここでは次の説明のように、事案（争点）の整理と審査請求に持ち込まれる事

案の絞り込みという機能が重視されていた。 

--------------------------------------------------------------------------- 

「白色申告の場合にあっては、一般に帳簿書類の備え付けがないか又はそれがあっても不

十分な場合が多い。したがって記録に基づいて正確に所得を計算することが困難となって、

行政庁もやむを得ず推計によって更正決定をしなければならない場合がある。このように、

白色申告の場合には、不服申立てがあっても、争点が整理されていないいわゆる見直し調査

的な請求が多いといわれる。このような争いについては、まず原処分庁に不服を申し立てる

こととし、より簡易に、かつ、迅速に事件の処理を図るとともに、争点を整理して審査請求

の手続の整備充実に資する必要がある。異議申立てが前置されるゆえんである。」（本書末

尾「参考文献」掲載の志場ほか編『国税通則法精解』（ただし平成25年改訂版）913頁） 

--------------------------------------------------------------------------- 

もっとも、この説明に対しては、審査請求前置主義に対する批判と同様の批判が当て

はまるであろう（特に、平成26年１月からは、白色申告を行う個人も事業や不動産貸付等を行う

場合には記帳と帳簿書類の保存が義務付けられており（所税231条の２）、こうした改正を経た現

行法の下でも上記の説明が一般的に当てはまるかは、疑問である）。 

(イ) 再調査の請求（前置主義の廃止） 

再調査の請求も、その基本的な性格は異議申立てと同じく、処分庁に対して行う不服

申立てであり（行審５条①）、処分庁による処分の見直しの手続である。このような異議
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申立てと基本的に変わらない手続を残すことについては、次のような説明がされている。 

--------------------------------------------------------------------------- 

「一方、要件事実の認定の当否に係る不服申立てが大量になされる処分等については、処

理人員や処理期間の制約上、処分を行う際の審査に一定の限界があること等を踏まえれば、

例外的に、審査請求に先立って、処分の事案・内容等を容易に把握できる行政庁に対し簡易

な手続で改めて見直しを求める手続を設けることは、不服申立人の権利利益の簡易迅速な救

済及び行政における効率的な事務遂行の双方に資する面もあると考えられる。」（平成25年

６月に総務省が作成した「行政不服審査制度の見直し方針」４頁） 

--------------------------------------------------------------------------- 

ただし、再調査の請求制度を設ける場合でも、従来とは異なり、前置主義は採らない

こととされ、再調査の請求を利用するかどうかは、処分を受けた不服申立人の判断に委

ねられる仕組みとされた。国税に関する不服申立てについても、いきなり審査請求をし

てもよいし、まずは再調査の請求をして、これに対する決定に不服があればさらに審査

請求を行うことにしてもよいことになる。 

前置主義を採用しないこととした理由は次のように説明されており、その内容は適切

であるといえるだろう。異議申立てがどちらかといえば「処分庁への見直しの機会を与

える」ことを重視する手続であったのに対し、再調査の請求は、「国民が利用しやすい仕

組みを実現する観点から」選択肢として加えられ、その利用の有無もあくまで個々の利

用者（不服申立人）の選択に委ねることにされたのである。 

--------------------------------------------------------------------------- 

「審査請求の前に簡易な手続を設ける場合においても、不服申立人の中には、要件事実の

認定の当否ではなく、法令の解釈等を争いたい場合もあると考えられ、これを一律に義務付

ける意義は乏しいと考えられる。直ちに審査請求をすることができるようにすることにより、

争点の整理がされていない案件の増加等により審査庁の審理に時間を要することとなり、全

体として審理が長期化するおそれもあることに留意しつつ、国民が利用しやすい仕組みを実

現する観点から、「再調査の請求」をすることなく審査請求をすることを可能とすることが

適当と考えられる。」（前掲「行政不服審査制度の見直し方針」４頁） 

--------------------------------------------------------------------------- 

【参考６】不服申立手続が審査請求に一本化された理由 

 ここまでは、国税に関する不服申立てについての改正の内容を説明してきたが、そもそも

「なぜ行政不服審査法が異議申立てを廃止したのか」についても、説明しておくことにする。 

 既に説明したとおり、審査請求と異議申立ては、申立てを受けて審理裁断する行政庁が誰

であるかを基準として区別され、どちらか一方のみを行うことができた（たとえば、固定資産

税のように市町村長による課税処分〔賦課決定〕について争う場合には、市町村長に上級行政庁等が

存在しないから、市町村長に対する異議申立てを行うことになる。これに対し、県税事務所長による

課税処分〔賦課決定〕を争う場合は、その〔直近の〕上級行政庁である県知事に対する審査請求を行

うことになる）。 

 しかし、このように処分庁に上級行政庁が存在するか否かという、処分を受ける者にとっ

てはいわば偶然でしかない事情によって不服申立手続が変わることは、不合理であるとの

指摘がされてきた。異議申立ては、不服申立てを行う者に対する手続的権利の保障の点で審

査請求に比べてかなり劣るし、処分庁自身が処分を再度見直す手続であるという性格上、審
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査請求と比べると処分が取り消されることは一般的には期待し難いであろう。上級行政庁

が存在するか否かという一点の違いで、こうした差のある手続のどちらを利用できるかが

異なってしまうということには、たしかに問題があったといえるだろう。 

 平成26年の行政不服審査法の改正は、その主な柱として「審理の公正性の確保」が挙げら

れており（前掲「行政不服審査制度の見直し方針」１頁。なお同じ時期に総務省が作成した「行政不

服審査制度の見直し方針（概要）」も参照）、その観点から、不服申立手続そのものは従来の区別

を廃止して審査請求に一本化することとした。そして、審査請求の審理手続を審査庁に所属

する職員の中から指名された「審理員」に行わせることにし（行審９条①）、さらに、審査請

求の対象となる処分に関与した職員は審理員に就任できないことにして（同条②一）、処分庁

が審査庁となる場合であっても、具体的な審理の主宰者を処分の担当者と切り離した（上記

の例でいえば、処分庁である市町村長が審査庁となる場合でも、審理員を処分に関与していない職員

から選ぶことになる）。処分庁・審査庁が同じ行政庁であっても、補助機関として具体的な事

務を担当する者を区別することによって、処分を受けた不服申立人と処分担当者（部署）の

双方から主張を聴くなどし、これに基づいて、処分担当者とは異なる立場で判断をすること

のできる仕組みを、実質的に導入したのである（なお、処分庁や審査庁などの「行政庁」とは、

「みずからの名で、しかし行政主体のために意思決定をし、対外的に〔つまり私人に対して〕これを

表示する権限を、法令上与えられている行政機関」のことを指し〔後掲参考文献の藤田『行政法入門

（第７版）』25頁〕、所得税や法人税等の国税の課税処分であれば税務署長を指す。これに対し、税務

調査を担当する税務署員は、行政法上は「補助機関」と呼ばれる）。 

 なお、このような審査請求への一本化そのものは、平成26年の改正の柱のうち「使いやすさの

向上（国民の利便性の向上）」の具体的方策の１つとして位置付けられているが（前掲「行政不服審

査制度の見直し方針（概要）」）、より「審査の公正性の確保」を図るため改正された審査請求手続に

一本化されるのであるから、この一本化もこの観点からの改正と位置付けることができる。 

【参考７】行政不服審査会への諮問制度の創設と、国税に関する審査請求での不採用 

 上記の説明に関連して、もう１つ、平成26年の改正で「審理の公正性の確保」のために新

たに設けられた仕組みを説明する。 

 審査請求について最終的に裁決をするのは審査庁であるが、審理員から「審査庁がすべき

裁決に関する意見書（審理員意見書）」（行審42条）を受け取った場合には、①原則として裁

決をする前に「行政不服審査会」に諮問をしなければならず（行審43条①。地方公共団体の長

が審査庁である場合は、同法81条により設置される機関に対し諮問する）、また、②審査庁が、審理

員意見書または行政不服審査会の答申の内容と異なる内容の裁決をする場合（たとえば、審

理員意見書も行政不服審査会の答申も処分の全部取消しを妥当とする内容であったのに対し、審査庁

が処分を維持して審査請求を棄却する場合）には、これらと異なる裁決をした理由を裁決書に記

載しなければならない（行審50条①四）。このような手続を採ることで、審査庁がその裁決を

するに至った過程が透明化されることになり、審理員による審理の結果を無視して審査庁

が恣意的な判断をすることを抑制しやすくなる。この改正は地方税についての不服申立て

には適用されるから（地方税に関する不服申立てについては、行政不服審査法が適用される）、平

成26年の改正の施行（平成28年４月１日）後はこの諮問が行われている。 

 これに対し、国税に関する審査請求については、この行政不服審査会への諮問制度は採用

されていない（税通80①参照）。これは、国税不服審判所が裁決機関として執行機関から分離

されていることを考慮したものと推測される。 

 この点に関する賛否は分かれると思われるが、一方で国税不服審判所は、平成23年度税制改正
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大綱に示された工程表に従い、平成25年７月時点で、事件を担当する国税審判官99名のうち50名

が民間から採用され任官しているとのことである（平成26年６月５日参議院総務委員会における国税不

服審判所部長審判官の答弁。なおその内訳については、弁護士25名、税理士17名、公認会計士８名と説明さ

れている）。これは、いわゆる民間専門家を審判官に登用することにより、より中立といえる立場

にある者による公正な審査を実現するというアプローチを採っていると評価できるであろう（な

お、平成29年７月10日時点でも民間からの任官は50名とのことであり（増田稔「国税不服審判所の現状につ

いて－不服審査制度の改正から約１年が経過して－」TKC会報2018年１月特別号（№54）15頁（2018））、上記

のアプローチは継続されているようである）。この点については、今後の採用割合等も含め、引き続き

注目されるべきである。 

(２) 具体的な審理手続 

ここでは、審査請求について述べた内容（前記２（2）～（7））に準じて、具体的な審理手

続を説明する。 

ただし、以下の規定については、国税通則法（または新行政不服審査法）が再調査の請求に

ついても適用対象としており審査請求と同様の取扱いになるため、ここでは説明を省略する。 

① 申立てに関する手続のうち、代理（税通107条③）、総代（同108条）および参加人（同

109条）に関する定め（前記２（4）（ｳ）参照。なお、行為能力に関する定めも、審査請求につ

いての説明と同様の取扱いになると解される） 

② 執行不停止原則と執行停止制度に関する定め（税通105条）（同（5）（ｶ）参照） 

③ 再調査の請求について取下げを認める定め（税通110条）（同（6）（ｱ）参照） 

④ 教示に関する定め（行審82条、83条、税通112条①、⑤）（同（7）（ｱ）参照） 

⑤ 標準審理期間に関する定め（行審82条、83条、税通112条①、⑤）（同（7）（ｲ）参照）（な

お、再調査の請求については、標準審理期間が３か月とされている。平成28年４月１日付「不

服申立てに係る標準審理期間の設定等について（事務運営指針）」、国税庁パンフレット「平成

28年４月１日から国税不服申立制度が改正されます」参照。） 

(ア) 再調査の請求の宛先 

課税処分は税務署長が行うから（税通24条～30条）、これに対する再調査の請求も処分庁

たる税務署長に対して行うのが原則である（税通75条①一）。 

ただし、その課税処分の通知書にその課税処分が国税局（または国税庁）の当該職員によ

る調査に基づいてされた旨が記載されているときは、その処分についての処分庁は国税局

長（または国税庁長官）であるとみなし、その行政庁に対して再調査の請求を行う（税通75条

②、なお税通27条参照）。処分の見直しを実質的かつ効率的に行うためには、処分の根拠と

なった税務調査を行っている行政庁に見直しをさせるのが合理的だからである。実務上も、

課税処分に対する異議申立てを国税局長に対して行うケースは、よくみられる（注11）。 

（注11）なお、税務署員や国税局員が徴収職員（税徴２条⑪）として滞納処分を行った場合は、その職員

が所属する機関の長たる行政庁（この例では税務署長または国税局長）を処分庁とみなして、再調

査の請求もその行政庁に対して行うべきことが定められている（税通75条⑤）。 

(イ) 再調査の請求の要件 

審査請求と同じである（前記２（3）参照。審査請求期間に対応する「再調査の請求期間」も、

審査請求と同じく、処分があったことを知った日〔処分に係る通知を受けたときは、その通知を

受けた日〕の翌日から起算して３か月である〔税通77条①本文〕）。 
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なお、再調査の請求を行った場合は、これに対する決定を経なければ審査請求を行う

ことができない（税通75条④の反対解釈。納税者自らが選択して再調査の請求をした以上は、処

分庁に対してもその見直しの機会を与えるべきだといえるだろう）。ただし、①再調査の請求を

した日の翌日から起算して３か月を経過しても決定がない場合、②その他再調査の請求

についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合には、例外として決定を経な

いで審査請求を行うことができる（税通75条④。同様の規定として、行審５条②）。 

(ウ) 申立てに関する手続 

再調査の請求は、審査請求と同じく、書面（再調査の請求書）でする必要がある（税通81

条①、②）。もっとも、再調査の請求は、再調査の請求人と処分庁（再調査審理庁）の二者

で進める手続であるから、再調査の請求書について副本の提出は不要である。 

再調査の請求書の補正については、審査請求と同様の規定がある（税通81条③～⑤。前

記２（4）（ｲ）参照）。 

(エ) 審理手続の特色と内容 

(ａ) 書面審理中心主義 

再調査の請求も、原則として書面審理中心主義が採用されている（前記２（5）（ｱ）参

照）。前述のとおり再調査の請求を書面で行わせることや、口頭意見陳述が再調査の請

求人（または参加人）の申立てがあった場合にのみ行われることから（税通84条①）、そ

のように解される。 

(ｂ) 主張に関する手続 

再調査の請求は、審査請求と異なり再調査の請求人と処分庁（再調査審理庁）の二

者でその手続を進めるから、答弁書・反論書による主張のやり取りは予定されていな

い（前記２（5）（ｲ）（a）参照）。当事者の主張に関して法が予定している書面は、再調

査の請求書のみである（もっとも、再調査の請求も不服申立人の救済を目的とする制度で

あるから、再調査の請求人が申立理由を追加・補充すべく、主張書面を追加して提出するこ

とは可能と解される）。 

口頭意見陳述の定めはあるが（税通84条①～⑤）、処分庁が再調査審理庁として審理を

担当する関係上、処分庁に対する質問制度はない（前記２（5）（ｲ）（b）参照。なお、行審

61条は、一般の不服申立てとしての再調査の請求について審査請求の手続を準用しているが、

口頭意見陳述において処分庁に対する質問を認める規定〔同法31条⑤〕は準用していない。処

分庁に対する質問制度がない点は、国税に関する不服申立てと同じである）。 

【参考８】異議申立ては意外に公正さに配慮していた？ 

 従来の異議申立ては、いわば処分庁自身に再考を求める手続であるから、手続として簡

易である反面、公正さに対する信頼性は乏しいといわれてきた（【参考６】参照）。しかし、

国税当局は、運営のレベルにおいてであるが（平成14年６月28日付課審１－22「不服申立事務

提要の制定について」）、原則的に、上級国税調査官など官職が上位にある者を専任の担当者

として異議申立ての調査審理を担当させ、また、少なくとも原処分を担当した職員にその

異議申立ての調査審理を担当させない体制を採っていた。一度行われた処分を処分時の担

当者とは異なる者の目で検証することにより、異議申立ての審理をできる限り公正に行お

うとする趣旨のものといえよう（詳細については、末崎衛「税務争訟における税理士と弁護士の

協働」税務事例42巻２号（2010年２月号）35頁参照）。 

 また、異議申立てでの口頭意見陳述については、異議審理の担当者ではなく、その上に
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立って異議申立事務を管理する立場にある職員（「管理責任者」、税務署であれば各課税部門の

統括国税調査官がこれに当たる）とされていた（上記「不服申立事務提要の制定について」参照）。

管理責任者は、異議審理担当者から調査や審理の復命を受けて問題点等について指示し、

また異議決定にあたっては担当者が作成した異議決定理由の原案について念査する等、個

別事案の処理においても重要な役割を担っており、口頭意見陳述は、納税者がこのような

異議申立事務の統括管理者に対し直接事実関係や問題点等を説明する機会といえる。 

 こうした異議申立てに関する取扱いは、再調査の請求においても続けられることが望ま

しい。 

(ｃ) 証拠の収集・提出に関する手続 

証拠に関しては、再調査の請求人（または参加人）に証拠書類等の提出権を認める規

定が新設され（税通84条⑥）、その点では審査請求と同様の制度になっている（前記２（5）

（ｳ）（a）参照）。 

これに対し、再調査審理庁が行うものについての規定はない（同（b）参照）。従来の異

議申立てについては、処分庁自身がその処分を見直すという性格上、その調査は当該職

員の質問検査権等に基づいて行われると解されており、再調査の請求についても同様の

取扱いとなっている（不服審査基本通達（国税庁関係）84－３参照）。なお、【参考９】も参照）。 

証拠書類等の閲覧・写しの交付に関する手続は存在しない（前記２（5）（ｳ）（c）参照）。

これも、再調査の請求が処分庁による処分の見直しであることによるものと思われる。 

事実調査の範囲については、再調査の請求人が主張する事実に限られず、主張して

いない事実についても及ぶと解されている（職権探知主義、不服審査基本通達（国税庁関

係）84－１参照）。この点は、審査請求と同じである（前記２（5）（ｴ）参照）。 

計画審理に関する規定は存在しないが、これについては、再調査の請求をした日の

翌日から起算して３か月を経過しても決定がない場合には決定を経ないで審査請求を

することができることにより（税通75条④一、本項（ｲ）参照）、実質的には３か月が再調

査の請求の審理に関する一応の目安になっているため、再調査の請求人に特に不都合

が生じるおそれはないといえるだろう。 

(オ) 手続の終了 

再調査の請求に対する再調査審理庁（処分庁）の最終的な裁断を決定というが、①その

内容として却下、棄却、認容の３種類があること、②認容決定の具体的内容には取消し

と変更の２種類があること、および③変更決定をする場合に再調査の請求人の不利益に

なる内容に変更することができないことは、審査請求に対する裁決と同じである（税通83

条、前記２（6）（ｲ）参照。なお、【参考９】も参照）。 

裁決の拘束力に関する規定は、決定には存在しない。認容決定は、処分庁自身が当初

の処分を取り消すか変更するものであって、他の行政庁への影響を考える必要がないか

らである（前記２（6）（ｳ）参照）。 

また、通達と異なる解釈による決定についても規定がなく、制度上そのような決定は

認められていない（前記２（6）（ｴ）参照）。再調査の請求が簡易迅速な手続として作られ

ていることからすると、こうした手続まで定めるのは重すぎるからである（不服申立人が

通達と異なる解釈によって（原）処分の取消し等を求める場合には、最初から審査請求を選択す

ればよいから、再調査の請求についてこのような制度がなくても、不服申立人に不利益になるこ

とはないといえる）。 
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【参考９】手続外での「不利益変更」 

 不服申立手続の中では不服申立人の不利益に変更することが禁止されているが、手続外

で不利益変更が行われる可能性はある。たとえば、所得金額を1,000万円として申告し、こ

れを1,300万円とする増額更正がされたので税務署長に対し再調査の請求をしたところ、再

調査審理庁たる税務署長が調査の結果所得金額を1,500万円であると認めた場合、再調査の

請求については不利益変更の禁止により棄却決定をするに止まるものの、別に所得金額を

1,500万円とする増額再更正を行うことが考えられる。 

 このような処分を認めることは不利益変更を禁止した趣旨を潜脱することになるので許

されない、との見解もありうるが、裁判例ではこのような再更正を認めたものがある（東京

地判昭和54年２月28日・税資104号443頁）。国税当局も、再調査の請求に係る調査は再調査の請

求人の主張する範囲に制限されず（前掲通達84－１）、またこの調査は各税法の規定による質

問検査権等を行使して行うものと解しており（前掲通達84－３）、再調査の請求の審理をまさ

に税務調査のやり直しととらえていることが窺われるから（本項(2)(ｴ)(c)参照）、このような

手続外での不利益変更も理論的には十分考えられる。 

 実務上このような不利益変更がされる例を聴いた経験はないが、納税者から不服申立て

の依頼を受ける際には、このような不利益変更の可能性にも注意を払うべきであろう。 

 

４．行政訴訟①：取消訴訟 

 

行政上の不服申立ては行政の専門的知識等を活かした簡易迅速な救済を期待しうる点で

有益な争訟方法であり、税務争訟においても活用すべきである。しかし、行政から組織的

に独立した裁判所が審理裁断する行政訴訟は、中立性・公正性の点、また、手続が当事者

に対する適正手続の保障を図るものである点（手続が対審で行われ厳重な証拠調べ手続が採ら

れる等）において、救済方法として大きな意義を有する（行政上の不服申立ての長所・短所は

前記１（3）（ｲ）参照）。行政訴訟は、違法な行政作用による私人の権利利益の侵害を排除し、

法治国家原理（法による行政）を担保するための最も重要な制度といえる。 

行政訴訟にはさまざまな争訟方法があるが、既に述べたとおりその中心は取消訴訟、中

でも処分の取消しを求める訴えであり（行訴３条②）、税務訴訟でも同様である。行政事件

訴訟法も、まず取消訴訟についての規定を詳細に定め、他の類型の訴訟には取消訴訟の規

定を準用する方式を採っている。そこで、本書ではまず取消訴訟を中心に説明を進め、他

の類型の訴訟については必要に応じて述べることにする（なお、以下の記述で民事訴訟法ほか

民事訴訟に関する法律や規則の条文番号を記載する際、行政事件訴訟法７条の記載は省略する）。 

税理士は、行政訴訟で納税者の訴訟代理人となることはできないが（民訴54条①本文）、補

佐人として訴訟代理人である弁護士とともに出廷して陳述することができる（税理士２条の

２）。補佐人として関与するうえで、訴訟手続の概略を知ることは有益といえよう。 

 

(１) 原処分主義と裁決主義 

たとえば、納付すべき税額を100万円増額させる更正がされたので不服申立てをしたとこ

ろ、審査請求に対する裁決で更正が一部取り消され50万円に減額されたとする。このとき、

なお不服がある納税者は、更正の取消しを求めるべきであろうか（処分の取消しの訴え）、そ
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れとも、更正を一部しか取り消さなかった裁決がおかしいとしてその取消しを求めるべき

であろうか（裁決の取消しの訴え、行訴３条③）。 

この点について、行政事件訴訟法10条２項は「処分の取消しの訴えとその処分について

の審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取

消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と定め、

処分の違法は処分の取消しの訴えでのみ争うことができるという原処分主義を採用してい

る。上記の例では、一部取り消された後の更正の取消しを求めることになる。裁決の取消

しの訴えを提起しうるのは、証拠書類等の閲覧請求（税通97条の３、行審38条）を審査庁が違

法に拒否したまま裁決をしたなど、裁決に固有の瑕疵（かし）がある場合のみである。 

なお、個別法で裁決の取消しの訴えのみを提起することができるとされている場合には、

行政事件訴訟法10条２項の適用はなく、裁決の取消しを求める理由として原処分の違法を

主張することができる。租税争訟でこの裁決主義が採られている例として、「固定資産課税

台帳に登録された価格」に対する不服の訴訟に関する地方税法434条２項がある（固定資産

税の賦課決定ではなく、固定資産評価審査委員会の決定の取消しを求めなければならないとされて

いる）。 

 

(２) 訴訟要件 

訴訟要件とは、訴訟を利用するための要件であり、これらを欠くと訴えは不適法なもの

として却下される。行政上の不服申立てに関して「不服申立ての要件」として説明したも

のと基本的には共通しており（２（2））、①行政処分（「処分性」のある行為）のみが対象となる

こと（不服申立ての対象）、②当事者能力を有すること（民訴28条、29条、不服申立資格）、③原

告適格があること（行訴９条、不服申立適格）、④出訴期間内に提訴したこと（行訴14条、不服

申立期間）、および⑤（狭義の）訴えの利益があること（（狭義の）不服申立ての利益）が訴訟

要件に当たる。ここではこのうち④と⑤について説明する。なおこの他に、前記１（４）で

説明した審査請求前置主義を満たしていることも必要である（例外として不服申立てを経る

ことが要求されない場合について、税通115条①ただし書各号参照）。 

また、訴訟に特有の要件である被告適格と管轄についても、併せて説明する。 

(ア) 出訴期間 

出訴期間は、処分または裁決があったことを知った日から６か月である（行訴14条①）。

租税争訟のように処分の取消しの訴えにつき不服申立前置主義が採られている場合は、そ

の出訴期間は（処分ではなく）不服申立てに対する裁決があったことを知った日から進行す

る。また、処分または裁決があったことを知ったか否かにかかわらず、処分または裁決の

日から１年を過ぎると訴えは認められない（同条②）。ここでも、不服申立前置主義が採ら

れているものについては、裁決の日から進行する（注12）。なお、いずれの期間も、「正当な

理由」があるときは、その期間を経過した後の訴えも認められる（各項ただし書）。 

（注12）これらの期間は、民法の原則規定に従い、初日を算入せず、翌日から暦に従って計算する（民訴

95条①、民138条、140条本文）。また、出訴期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律

に規定する休日、12月29日から翌年１月３日までの日のいずれかに当たるときは、出訴期間の末日

はその翌日となる（民訴95条③）。 

(イ) （狭義の）訴えの利益 

税務訴訟における訴えの利益については、①申告額を下回る部分についても争うこと

ができるか、②増額更正の取消しを求める訴えの審理中に再更正がされた場合、そのま
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ま当初の更正を争うことができるか（それとも再更正の取消しを求めなければならないか）、

③同じく増額更正の取消訴訟中に他の理由により更正を上回る額の修正申告をした場合、

なお更正を争うことができるか、といった問題が生じる。この点を誤ると、争うべき処

分について訴訟を提起しないまま出訴期間が過ぎてしまうおそれがあり、実務上も極め

て重要な問題である（同様の問題は、不服申立てについても生じる）。ここでは紙幅の関係で

いくつかの裁判例を簡潔に紹介するに止めるので、内容等については各自で十分確認さ

れたい。 

  --------------------------------------------------------------------------- 

① 増額更正の取消訴訟で申告額を下回る部分の取消しを求める訴えの利益はない。当初の申告を納税

者の有利に是正したい場合には更正の請求によるべきであることが理由とされている（一部につき更

正の請求をした事案につき、東京高判昭和59年７月19日・行裁例集35巻７号948頁）。 

② 更正・決定の取消しを求める訴えの係属中に再更正が行われた場合、増額再更正であれば当初の更正等

は再更正に吸収されるから、当初の更正等の取消しを求める訴えの利益は消滅するが（最判昭和42年９月

19日・民集21巻７号1828頁等）、減額再更正の場合は当初の更正等の一部を取り消すもので納税者にとって

有利な処分であるから、その取消しを求める訴えの利益はない、と解されている（最判昭和56年４月24日・

民集35巻３号672頁、この考え方によれば、減額更正についても訴えの利益は否定される）。 

これらの判例によれば、同じ再更正がされた場合であっても増額再更正であれば再更正を、減額再

更正であれば当初の更正等を争うことになる。 

③ 増額更正の取消訴訟で係争中に、更正による税額を上回る税額の修正申告をしたときは、増額更正

の取消しを求める訴えの利益が失われる（札幌高判平成６年１月27日・訟月41巻10号2637頁、なお最

判平成６年12月６日・税資206号582頁も高裁判決を是認）。①の更正と再更正との関係と同様に、増額

更正がその後の修正申告に吸収されるという考え方による。増額更正等の係争中に修正申告を行うか

否かは、慎重に検討する必要があろう。 

--------------------------------------------------------------------------- 

(ウ) 被告適格 

処分（または裁決）の取消しを求めて訴える場合、処分（または裁決）をした行政庁の所

属する国または公共団体が被告となる（行訴11条①）。したがって、国税に関する処分に

ついては国を被告として、地方税に関する処分についてはその課税等をした行政庁が所

属する都道府県または市町村を被告として訴えを提起することになる。 

(エ) 管 轄 

異議申立てを審理裁断するのは処分庁であり、審査請求を裁断するのも処分庁の直近

の上級行政庁等の審査庁であるから、申立てをすべき行政庁はいずれも１つしかない。

これに対し、裁判所は国内に複数あるため、どの裁判所に訴えを起こせばよいかが問題

となる。この点についての定めが管轄であり、その内容も多岐にわたるが（注13）、ここで

問題になるのはもっぱらどの場所にある地方裁判所に最初の訴えを行うべきかという意

味の管轄（土地管轄）である。これについての定めは、次のとおりである。 

① 被告の普通裁判籍を管轄する裁判所（行訴12条①） 

国が被告となる行政訴訟においては、国の普通裁判籍が「訴訟について国を代表

する官庁の所在地」とされ（民訴４条⑥）、国を当事者とする訴訟は法務大臣が国を代

表するから（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律１条）、

その所在地を管轄する東京地方裁判所がこれに当たる。したがって、国税に関する

処分の取消訴訟は、常に東京地方裁判所に提起することができる。 
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② 処分（裁決）をした行政庁の所在地を管轄する裁判所（同条①） 

国税の場合、処分をした税務署長の所在地を管轄する地方裁判所にも提訴するこ

とができる。 

③ 特定管轄裁判所（行訴12条④） 

原告の普通裁判籍（個人の場合は住所または居所、法人の場合は主たる事務所または営

業所により定まる。民訴４条②、④）を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁

判所であり、東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の各地方裁判所が

該当する。 

--------------------------------------------------------------------------- 

〔例〕京都市内の居住者に対する所得税の課税処分の取消訴訟は、①により東京地方裁判所、

②により京都地方裁判所に提起できる他、③により大阪地方裁判所にも提起することができ

る。このうちどの裁判所に提訴するかは、原告（納税者）の選択による。 

--------------------------------------------------------------------------- 

なお、管轄を有しない裁判所に提訴してしまったときは、当事者の申立てにより、ま

たは裁判所の職権で、管轄権のある裁判所に移送されるが（民訴16条①）、被告が管轄違

いの主張をしないで本案について主張をしたときは、訴訟を受理した裁判所に管轄権が

生じ（応訴管轄）、審理が進められる（民訴12条）。 

（注13）我が国には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所があるが、この

うち民事事件で第１審裁判所となるのは、原則として地方裁判所か簡易裁判所（人事に関する訴訟

は家庭裁判所）である（審級管轄）。また、通常の民事事件の場合、訴額（訴訟の目的の価額、民訴

８条①）が140万円以下であれば簡易裁判所が第１審裁判所となるが、行政訴訟の場合は訴額に関

わらず地方裁判所のみが第１審となる（事物管轄、裁24条①、33条①一）。なお、民事訴訟と異な

り、地方裁判所の支部は行政訴訟について管轄を有しないから（地方裁判所及び家庭裁判所支部設

置規則１条②）、行政訴訟については47都道府県の県庁所在地にある地方裁判所、および、同じく

本庁とされている函館地裁、旭川地裁および釧路地裁の合計50か所でのみ審理されることになる。 

 

(３) 訴えの提起 

訴訟は、原告の訴えの提起によって開始されるが、訴えの提起は訴状を裁判所に提出し

て行わなければならない（民訴133条①）。訴状には①当事者および法定代理人、②請求の趣

旨および原因（請求を特定するのに必要な事実。民事訴訟規則53条①）を記載しなければならな

い。このうち②の記載に不備があり訴えの内容が特定できない場合は、裁判長が相当の期

間を定めて補正を命じ、原告が不備を補正しないときは裁判長が訴状を却下する（民訴137

条①、②）。 

不服申立てと異なるのは、訴えの提起に際し、訴額（訴訟の目的の価額）に応じた金額の

手数料を納めなければならないことである（民事訴訟費用等に関する法律３条）。納付は訴状

に収入印紙を貼ってする（同法８条）。これを納付しない場合、訴状の記載の不備と同様に

裁判長が相当の期間を定めて納付を命じ、原告がこれに応じないときは訴状を却下する（民

訴137条①、②）。ただし、この手数料などの訴訟費用については、資力がない者等の申立て

により、「勝訴の見込みがないとはいえない」ときに限り、裁判所が決定でその納付を猶予

することができる（訴訟上の救助、民訴82条～86条）。 

訴額はその訴えで主張する利益によって算定する（民訴8条①）。増額更正の取消しを求め

る訴えの場合は、更正による本税額と納税者が主張する税額（通常は申告した本税額）との
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差額が訴額となり、更正の請求に理由がない旨の通知（税通23条④）の取消しを求める訴え

の場合は、減額を求める税額が訴額となる。滞納処分の取消しを求める訴えの場合は、差

押財産の価額が基準となる（最判昭和34年８月28日・民集13巻10号1348頁）。 

【参考10】訴額（手数料）の算出は慎重に 

 更正・決定の取消訴訟を提起する場合、通常は合わせて加算税の賦課決定についても取消し

を求めることになるが、一般に、訴額の算定にあたって加算税の額を算入する必要はないと解

されている。加算税は附帯税であり、更正・決定の取消しを求める訴えにおいて付随的、副次

的にその取消しを求めるものであって、「訴訟の附帯の目的」たる請求（利息等の果実、損害

賠償等の請求）に当たると解されるからである（民訴９条②）。 

 一方、たとえば同じ納税者に対してされた３年（度）の同種の租税の更正・決定を一回の取

消訴訟で争う場合、①本税で取消しを求める３年（度）の税額を合算し、合算額を訴額として

手数料を算出する考え方と（民訴９条①本文が適用される）、②各年（度）の税額を個別に訴額と

して手数料を計算し、算出された各年（度）分の手数料を合算する考え方とがある。①は、訴

えの個数が１つと理解する考え方であり、②は、訴えの個数は３つであり、それらがたまたま

１つの訴訟で一緒に審理されると理解する考え方である。取消訴訟は、複数の訴えの目的（取

消しを求める対象）が関連請求（行訴13条）に当たると解されれば、それらの訴えは１つとさ

れ、訴額の計算は①によることになるが、関連請求に当たらないと解されると、訴えは複数と

され、訴額の計算は②によることになる。手数料の算定は、訴額が高くなるほど乗じる率が低

くなるため（所得税等の超過累進税率とは反対に、高い金額の部分になるほど率が低くなる）、

①の方が②より低額となり、差が生じることになる。同様の問題は、同一年（度）にかかる青

色申告承認の取消しと更正の取消しを１つの訴訟で求める場合にも生じる。 

 訴額の算定（その前提としての訴えの個数の考え方）は、各々の訴えが関連請求に当たるか

否かによって定まり、その判断は最終的には受訴裁判所の裁判長が行う。しかし、訴額が高額

になると算定方法の違いによって手数料の額にかなりの差が生じるので、訴訟代理人となる弁

護士と協議し、場合によっては複数の請求が関連請求に当たり①によるべきであること等、裁

判長に対して納税者に有利となる解釈を主張し説得することも必要であろう。 

 以上に関しては、本書末尾「参考文献」掲載の『租税訴訟の審理について』85頁～89頁参照。 

 

(４) 取消訴訟の審理 

(ア) 口頭弁論中心主義 

取消訴訟の審理も通常の民事訴訟と同じく、口頭弁論期日に当事者（原告、被告）が出

廷し、中立の裁判所の面前で主張立証を行う方式で行われる。この方式を口頭弁論中心

主義という（民訴87条①本文参照）。 

この口頭弁論という手続は、①公開の法廷において（公開主義。憲82条①）、②当事者双

方に対し主張立証の機会を保障し（双方審尋主義）、③弁論（主張）や証拠調べといった訴

訟活動は口頭で行うものとし、口頭で行われたものだけが判決の基礎となる（口頭主義）、

④判決をする裁判官自身が当事者の主張（弁論）を聴き証拠調べを行う（直接主義、民訴

249条）というルールに従って行われる（これらのうち②から④の仕組みで行われる手続を「対

審」という）。口頭弁論中心主義を支えるこれらのルールはいずれも、適正で公平な判断

を迅速かつ効率的に行うためのものである。  
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【参考11】「準備書面」 

 もっとも、③口頭主義と④直接主義は、これを徹底するとかえって審理が混乱したり遅延

したりするおそれもあるため、修正が加えられている。 

 このうち、③に関して書面審理主義的な制度を取り入れている一例として、口頭弁論期日

で主張する内容については書面（準備書面）を提出しなければならないことが挙げられる

（民訴161条①、②）。関係する事実が多岐にわたり複雑である事案や、租税法令のような専門

技術的な法令の解釈が問題となる事案では、主張すべき内容が多くなり、期日に口頭ですべ

て説明し尽くすことは到底できず、裁判所も内容を理解することが困難である。準備書面

は、口頭弁論期日での審理を充実させるという意義を有し、実務上もその役割は極めて重要

である。補佐人として税理士が関与する場合、この準備書面の作成においても適切な役割を

果たすことが求められる。 

(イ) 審理における裁判所と当事者の役割 

(ａ) 民事訴訟手続の原則 

我が国の民事訴訟制度は、訴訟（審理）手続の進行・整理（手続的側面）については裁

判所に主導的役割を認める職権主義を基本としつつ（期日の指定に関する民訴93条①、口

頭弁論を裁判長が指揮すると定める民訴148条①等）、訴訟手続の中で事実を主張し、その

事実の存否を裏付ける証拠（注14）を提出する等して立証すること（実体的側面）につい

ては、当事者に主導的役割を認める当事者主義を基本としている。 

当事者は、自己の請求（課税処分が違法であり取り消されるべきであること）を基礎付け

る事実の主張や相手方の主張に対する反論を行い（民訴161条参照）、証人尋問（同190条）、

当事者尋問（同207条）、鑑定（同212条）、書証（同219条）、検証（同232条）および証拠保

全（同234条）といった証拠の申し出（申立て）を行うことができる（同180条）。 

通常の民事訴訟において、当事者の主張しない事実は、たとえ証拠調べの結果判明

したとしても、裁判所がその事実を認定して判断の資料とすることはできない（行政上

の不服申立てで説明した職権探知主義は、ここでは採られていない）。また、当事者が申し

出ない証拠を裁判所の職権で取り調べることも認められていない。これらの内容を含

む民事訴訟制度上の原則を弁論主義といい（自白の拘束力もその内容の１つである。民訴

179条）、審理の手続における当事者主義の現れとされる（注15）。 

もっとも、当事者の主張に矛盾、不明確・不十分な点がある場合に、その内容や事

実関係・法律関係（訴訟関係）を明らかにするため、裁判長は、事実上・法律上の事項

について当事者に質問し、また証拠の提出を促すことができ（釈明権、民訴149条①）、

さらに裁判所が法で認められた処分をすることができる（釈明処分、民訴151条）。当事

者主義は、両当事者が対等に主張立証活動を行えることを前提としているが、当事者

の一方が代理人（弁護士）を依頼していない場合のように、実際には両当事者の能力が

対等でない場合があるため、当事者主義（弁論主義）を補充・修正し審理を充実させる

目的でこれらの権限が認められている。 

（注14）「証拠」とは、裁判所による事実認定のための材料のことであるが、その意味は次のように多

様であり、用いられる場面によって内容が異なるので注意されたい。 

 ① 証拠方法  証拠調べの対象を指す。証人、当事者本人、鑑定人などの「人証」と、文書、検

証物などの「物証」とがある。 

 ② 証拠資料  証拠方法を取り調べて得られた結果を指す。証言、当事者の供述、鑑定意見、

242



 

文書等の内容、検証結果などである。 

 ③ 証拠原因  事実の存否につき裁判官に核心を生じさせる原因となった証拠資料、および、

弁論の全趣旨（民訴247条）である。要するに、判決の結論を導く根拠となった証拠を指す。 

（注15）弁論主義が採られる根拠については議論があるが、通説的見解は、私的自治の原則の手続にお

ける現れであると説明している。これは、民事訴訟の対象となっている権利関係は、通常、私人

間で自由に処分できるのであるから、訴訟でその権利の存否が争われる場合も、どのような資料

に基づいてその判断を求めるかについては当事者の意思に委ねられてよい、という考え方であ

る。なお、私的自治の原則については、我妻榮ほか『民法Ⅰ』（勁草書房、第３版、2008）123頁

等参照。 

(ｂ) 取消訴訟（行政訴訟）における修正 

これに対し、取消訴訟（を含む行政訴訟）では、職権証拠調べが認められている（行訴

24条）。公益に関する事件が多く事案の真相を解明する要請が高いことや、行政と私人

との立証能力に差異があり当事者間の実質的公平を図る必要があることを理由とする。

ただし、当事者に対する手続的保障を図るため、職権証拠調べの結果については当事

者の意見を聞くことを義務付けている（同条ただし書）。もっとも、職権証拠調べは実務

上ほとんど行われず（証人の特定が困難であるなど、裁判所の証拠収集には技術的な困難が

ある）、真相解明の要請や当事者間の実質的公平の確保は、むしろ釈明権の行使によっ

て図られることが多い。 

取消訴訟では、釈明処分について特則があり（行訴23条の２）、裁判所が被告（国また

は公共団体）または被告に所属する行政庁に対し、その保有する資料で次の①②に当た

るものの提出を求めることができる（被告に所属しない行政庁に対しては、これらの資料の

送付を嘱託することができる）。訴訟の早期の段階で処分または裁決の理由を明らかにす

ることが必要である、という認識に基づく制度である。 

① 処分または裁決の内容、処分または裁決の根拠となる法令の条項、処分または裁

決の原因となる事実その他処分または裁決の理由を明らかにする資料（行訴23条の

２①）。これは「訴訟関係を明確にするため必要があるとき」にすることができる。 

② 審査請求に対する裁決を経て提訴された訴訟においては、当該審査請求に係る事

件の記録（同条②）。①と異なり「訴訟関係を明確にするため必要があるとき」との

要件はないが、これはこの事件記録が訴訟関係の明確化に当然必要だからである。 

この釈明処分に被告（または行政庁）が従わない場合の制裁は定められていないが、

正当な理由がないのに釈明処分に従わない場合、事実上、裁判官の心証形成（後記（ｵ）

参照）の面で不利に作用するであろう。 

なお、行政上の不服申立てと異なり、取消訴訟（行政訴訟）では職権探知主義は採ら

れていないと解されている。訴訟手続が当事者主義を基本としていること、訴訟の場

合は原告にも弁護士が代理人に就くことが多く、当事者間の実質的公平を図るうえで

も職権探知主義まで認める必要はないことがその根拠とされる。職権証拠調べが実際

にはほとんど行われていないことも合わせると、課税処分の取消訴訟においても、処

分取消しの根拠となる事実の主張とその証拠は、当事者である原告（納税者）が主体的

に裁判所に提出しなければならず、民事訴訟の場合と変わらないことになる。この点

に注意されたい。 

(ウ) 争点整理手続 

充実した審理を迅速に進めるためには、当事者双方の主張を整理し争点を絞り込んだ
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上で集中審理を行うことが必要である。民事訴訟法は争点整理手続として３種の手続を

定めているが（民訴164条、168条、175条）、このうち最も広く利用されるのが弁論準備手続

（同168条）である。 

弁論準備手続は口頭弁論手続ではないが、当事者双方が立ち会うことができる期日に

行わなければならず（同169条①）、また傍聴についても相当と認める者の傍聴を許す他、

当事者が申し出た者については原則として傍聴を許さなければならないとし（裁量公開・

関係者公開、同条②）、双方審尋主義、公開主義といった原則に配慮した手続となっている。

弁論準備手続では準備書面の提出の他、書証の取調べをすることもできる（民訴170条①、

②）。これにより、弁論準備手続終了後の口頭弁論において証人や当事者本人の尋問を集

中して行うことが可能となり（同182条）、審理の充実化、迅速化に資することになる。 

弁論準備手続は通常の法廷ではなく、ラウンド・テーブル法廷や弁論準備室といった

場所で、裁判官と当事者が１つのテーブルを囲んで話し合う形で進めるため、議論もし

やすく、また背景事情や書証、図面の内容等も理解しやすい。裁判官も当事者も事件の

見通しを付けやすくなる他、事案によっては和解による解決の機運も高まるといわれて

いる。近時は税務訴訟でも弁論準備手続が利用されているようである。 

(エ) 攻撃防御方法の提出時期 

充実した審理を迅速に行うための方策の１つとして、民事訴訟法は適時提出主義を

採り、攻撃防御方法（自己の請求を基礎付ける主張や相手方の主張に対する反論等、およびそ

れらについての証拠）を訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出することを求めている

（民訴156条）。この規定に反して攻撃防御方法が①時機に後れて提出された場合、それ

が②当事者の故意または重大な過失によるものであり、かつ、③その提出を認めると訴

訟の完結を遅延させることとなるときは、その提出が認められず却下される（同157条

①）。 

この規定に関して国税通則法116条１項は、課税処分の取消訴訟において納税者が「必

要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実」で課税処分の基礎と

された事実と異なる事実を主張しようとするときは、相手方当事者である国がその課税

処分の基礎となった事実を主張した日以後遅滞なくその有利な事実を具体的に主張する

とともに、その事実に関する証拠の申し出をすべきものとし、同条２項はこれに反して

なされた主張または証拠の申し出を時機に遅れて提出されたもの（すなわち上記①の要件

を満たすもの）とみなすと定める。課税処分が大量に反復してなされることや、課税所得

の基礎となった取引等の事実について納税者は多くの証拠書類を保持していること等か

ら、納税者の早期の積極的な立証活動を要請する趣旨である（同旨の規定として地税19条の

14参照）。 

(オ) 事実認定に関するルール（自由心証主義・立証責任） 

裁判は、事実を認定し、これに法律を解釈適用することによってなされるが、裁判官

は、自らが直接経験していない過去の事実の存否を判断しなければならない。このため、

その判断は、提出された証拠の価値を吟味し取捨選択しながら、経験則（我々の経験から

帰納して得られた事物の性状とか因果に関する知識や法則。後藤勇『続・民事裁判における経験

則』（判例タイムズ社、2003）18頁参照）に基づき、価値の高い証拠から過去の事実を推論す

るという方法によって行われる（このような証拠に基づく事実認定は、適正な事実認定を担保

し、公正な裁判の実現に資するという意義も有している）。このような方法によって行われる

裁判官の事実についての判断を心証といい、その事実の存否についての判断に確信を持
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つに至ることを心証形成というが、民事訴訟法は、この心証形成の方法について、用い

ることのできる証拠方法や経験則を特に限定せず裁判官の自由な選択に任せるという自

由心証主義（民訴247条）を採っている（注16）。 

裁判における事実認定がこのように証拠に基づくものである以上、訴訟当事者や裁判

所が努力したにもかかわらず、裁判所が証拠からではある事実について「ある」とも「な

い」とも心証が形成できないまま審理が終わってしまう場合もある。しかし、この場合

に裁判所が裁判（判断）をしないで放置するのでは、当事者間の紛争は解決されず、紛争

の解決という訴訟制度の目的も達せられない。そこで、事実の存否が不明である場合に

は、原則として「ない」ものと扱い、裁判（判断）を可能にするという制度が採られてい

る。これを当事者の方からみると、ある事実の存否が不明である場合、どちらか一方の

当事者が、その事実を要件とする自分に有利な法律効果の発生が認められないことにな

るという危険または不利益を負わされている、とみることができる。このような当事者

の一方が負うべき危険または不利益を立証責任という。 

--------------------------------------------------------------------------- 

〔例〕原告が被告に貸金の返還を求めて訴えを起こしたが、原告が被告に金を貸した事実（す

なわち、原告と被告とで被告が原告に返還することを合意したうえで、原告が被告に金銭を

交付した事実。民587条）を被告が否定して争い、証拠によってもその存否が不明であるとい

う場合、上記の事実の立証責任は原告が負っているから、原告が被告に金を貸した事実は「な

い」ものと扱われ、原告の請求は退けられる（棄却される）ことになる。 

同じ例で、被告が原告から金を借りたことは認めつつ既に返還（返済）したと主張したの

に対し、原告が返還されたとの事実を否定して争い、この事実の存否が不明であるという場

合、この事実の立証責任は被告が負っているから、被告が原告に金を返還したという事実は

「ない」ものと扱われ、原告の請求は認められることになる。 

--------------------------------------------------------------------------- 

課税処分の取消訴訟等においても、立証責任を納税者が負うのか国（課税庁）が負うの

かについてはさまざまな議論がある。これについては、本書第３部「租税法概論」の該

当箇所を参照されたい。 

（注16）自由心証主義と反対に、証拠方法を限定し、事実を推認する法則を法定して裁判官をこれに拘束

させるあり方を法定証拠主義という。私人間の関係が単純で定型的であり、かつ、裁判官の判断能

力が低い時代には、無責任な独断を抑制する見地から法定証拠主義が採られていたが、社会関係の

複雑化により法定証拠主義ではかえって合理的な事実認定を妨げると考えられたことや、裁判官の

能力が向上したことから、近代以降は自由心証主義が採用されるようになった、と説明されている。 

(カ) その他 

審判の対象（訴訟物）は、税務訴訟においても重要な問題であるが、これについては本

書第３部「租税法概論」の該当箇所を参照されたい。ここでは、その他の問題について

説明する。 

(ａ) 違法判断の基準時 

課税処分の取消訴訟が審理されている間に特別に控除を認める法改正が行われ、改

正後の法令を適用すると過大な課税処分となる場合に、裁判所はどのように判断すべ

きか。これは、違法性についての判断を処分時の事実関係や法令を基準として行うべ

きか、審理の終了時すなわち口頭弁論終結時のそれを基準とすべきかという問題であ

り、前者が処分時説、後者が判決時説と呼ばれる。 
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この点については、処分時説が判例・通説とされる（最判昭和27年１月25日・民集６巻

１号22頁、同昭和28年10月30日・行裁例集４巻10号2316頁等）。原告は処分の違法を理由と

して提訴しており、取消訴訟の役割はその訴えに決着をつけることにあるのだから、

処分時に違法である以上は取り消すべきである、という考え方に基づく。また、処分

時説は、取消判決（認容判決）に形成力が認められることとも整合するとされる。もっ

とも、処分時説と判決時説との対立は、処分時の事情を基にすると処分は違法である

が口頭弁論終結時の事情によれば適法と解される場合に、なお取消判決をする必要が

あるのか否かをめぐって論じられてきたものである。これと反対に、処分時の事情か

らは適法であったが口頭弁論終結時の事情によると違法となる場合に、処分時説によ

り処分を適法とすべきかについては、なお見解が分かれている。 

(ｂ) 執行停止制度 

執行不停止原則と執行停止制度（行訴25条）の基本的な考え方は、行政上の不服申立

てで述べたのと同じである。 

取消訴訟の執行停止に特有の制度として、内閣総理大臣の異議があり、この異議が

なされると裁判所は執行停止をすることができず、既に執行停止決定をしたときは取

り消さなければならない（行訴27条）。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある

場合で、かつやむをえない場合に限って認められるものではあるが、内閣総理大臣が

その要件を満たすとして異議を述べた場合には、裁判所はその内容について審査し判

断することができないと解されているため、極めて強力な権限である。学説上は、裁

判を受ける権利（憲32条）や行政機関による終身裁判の禁止（憲76条②）に反し違憲で

あるとする見解や、違憲の疑いが強いとする見解が多い。 

(ｃ) 訴訟参加 

取消訴訟の判決は、その実効性を確保するため当事者以外の第三者にも及ぶ（対世効）

とされている（行訴32条①）。そのため、訴訟の結果により権利を害される第三者には、

訴訟への参加の機会が保障されなければならない。この点から、このような第三者に

訴訟参加の申立てが認められている。また、裁判所も職権でその第三者を参加させる

ことができる（同22条①）。直接には権利を害されるおそれのある第三者の権利を保護

する趣旨の規定といえるが、職権での参加も認められることからすると、第三者の参

加により適正な審理の実現を図ることもその目的といえる。なお、権利を害される第

三者が自己の責めに帰することができない理由で訴訟に参加することができなかった

場合には、一定の要件の下に再審の訴えを提起することができる（同34条）。 

また、裁判所は、審理の対象たる処分に関係する行政庁（処分に同意を与えた行政庁等）

を、当事者や行政庁の申立てによりまたは職権で訴訟に参加させることができる（行訴

23条①）。審理の実質化を図る趣旨の規定であり、処分（または裁決）に密接に関わった

行政庁以外の行政庁が処分（または裁決）の適法性審査に参考になる資料を別に保有す

るか、参考となる意見を述べうると考えられる場合で、独立した主体として訴訟に引

き込むことが審理の実質化に資すると考えられるときに、この制度の利用が予定され

ているようである。 

 

(５) 手続の終了 

行政上の不服申立てと同様、訴訟も原告が取り下げると判決によらずに終了する（民訴

261条、262条）。判決の種類に却下判決、棄却判決、認容の場合の取消判決があること（撤廃

246



 

や変更は法定されていない）、事情判決制度があること（行訴31条）、確定した取消判決に形成

力、拘束力があることも（拘束力につき行訴33条）、裁決と同じである。また、取消訴訟の判

決に対世効があることは前述した。これら以外に、次の２点について説明する。 

(ａ) 和解（判決によらない解決）の可否 

私的自治の原則が妥当する民事上の紛争について、訴訟を利用して解決する否かは当

事者の意思に委ねられており（処分権主義）、判決によらず和解によって解決すること

も認められる。しかし、国や公共団体といった行政主体は、法律に従って行政を行う義

務を負うので（法律による行政の原理）、処分が適法であると考えている以上、長期間

訴訟で争われるのがわずらわしいというような理由で和解をすることは許されないと一

般に解されている（もっとも、行政庁が職権で取り消しうる処分であるならば、和解を認めても

差し支えないとする見解もある）。 

実務上は、裁判所のあっせんにより、処分庁が職権で処分を取り消し、原告が訴訟を

取り下げることで、和解をしたのと事実上同じ結果を生じさせる方法が採られる。合法

性の原則が妥当する税務訴訟の場面でも、財産の評価が争いとなる事案ではこのような

方法で処理されることが少なくない。 

(ｂ) 判決の既判力 

判決が確定した場合、当事者は同一事項をその後の別の訴訟で確定判決の内容に矛盾

する主張をもって争うことができず、裁判所も矛盾する判断をすることができないとい

う効力が生じる。この効力を既判力という。紛争の蒸し返しを防ぐ機能を有する。 

既判力が及ぶ者は、訴訟当事者およびこれと一定の関係にある者である（具体的範囲は

民訴115条①参照）。取消判決の効力はこれらの者以外にも及ぶが（対世効）、棄却判決には

対世効がないから、既判力の及ばない第三者は判決の確定後も別に訴訟を提起すること

ができる。もっとも税務訴訟（行政訴訟）の場合、通常は出訴期間を過ぎているであろう

から、実際に別訴提起がされることは考え難い。 

既判力は、判決の「主文に包含するもの」に及ぶとされ（民訴114条①）、これは訴訟物

（審理の対象）を指すと一般に解されている。取消訴訟の訴訟物について、通説は処分の

違法性一般（いかなる理由によるかを問わず、とにかく処分が違法であること）と解するから、

棄却判決がされると、判決時までに生じていた違法理由を主張することはできないこと

になる。租税訴訟でも、学説上は有力な異論があるものの、判例は審理の対象について

総額主義の立場を採っており、総額主義は取消訴訟の訴訟物を処分の違法性一般と解す

る見解を前提としているから、税務訴訟でも既判力の及ぶ範囲については同様に解する

ことになろう（総額主義については本書第３部「租税法概論」参照）。 

 

(６) 上訴 

判決や決定等の裁判（裁判所の判断）に不服がある場合に、上級裁判所に対してすること

ができる不服申立てを上訴という。判決に対する上訴には控訴と上告がある。 

(ア) 控訴 

取消訴訟の場合、第１審（地方裁判所）の判決に不服のある当事者は、高等裁判所に対

して控訴をすることができる（民訴281条①）。 

控訴は、判決書の送達を受けた日から２週間以内に控訴状を提出してしなければなら

ない（同285条、286条）。控訴の理由（第１審判決の取消しまたは変更を求める理由）は、控訴

提起後50日以内に書面に記載して提出しなければならないが（民事訴訟規則182条、ただし
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訓示規定であり、期間を過ぎても控訴が却下されることはない）、内容は事実認定に関するも

のでも法令の解釈適用に関するものでもよい。 

控訴審の審理・判断は、当事者が第１審判決の変更を求める部分についてのみ行われ

る（民訴296条①、304条）。控訴審の手続は基本的に第１審と同様である（同297条）。控訴

審の判決にも却下、棄却および認容があるが、認容する場合には第１審裁判所に差し戻

すほか、自ら原判決を変更する内容の判決をすることができる（同308条①）。実務上は後

者の例が多いようである。 

(イ) 上告・上告受理申立て 

控訴審判決に不服があるときは、最高裁判所に上告することができるが（民訴311条①）、

その理由は控訴審判決に憲法解釈の誤り等の憲法違反がある場合か、訴訟手続に関する

規定のうち重要なものについての違反がある場合かに限られ（同312条①、②）、事実認定

の誤りを理由とすることができない（同321条①）。また、控訴審判決に最高裁判決に反す

る判断がある等、法令の解釈に関する重要な事項を含む事件については、当事者の申立

て（上告受理申立て）により最高裁判所がその裁量で上告審として事件を受理すること

ができるが（同318条①、受理されたときは上告があったものとみなされる。同条④）、ここで

も事実認定の誤りは理由にできない。上告審が法律審といわれるゆえんであり（これに対

し控訴審は事実審といわれる）、それだけに事実認定に関する争いは控訴審の段階までに尽

くしておく必要がある。 

上告も上告受理申立ても、控訴審判決の送達を受けてから２週間以内に上告状（上告受

理申立書）を提出してしなければならず（同314条①、318条⑤）、また、上告人（申立人）が

上告提起通知書（上告受理申立通知書）の送達を受けた日から50日以内に上告理由（上告受

理申立理由）を記載した書面（上告〔受理申立〕理由書）を提出しなければならない（同315

条、318条⑤）。上告理由書等を提出しないまま上記の期間を徒過すると、控訴の場合と異

なり上告等は却下されてしまうので（同316条①二、318条⑤）、注意が必要である。 

最高裁判所は、上告理由書等の書面により上告に理由がないと判断すれば、口頭弁論

を開かないで上告を棄却する判決をすることができる（民訴319条）。上告を認容する場合

には口頭弁論を開く必要があるため、口頭弁論が開かれると控訴審判決が破棄される可

能性は高いといえる（原判決が維持される場合もある）。上告裁判所は自ら事実認定をやり

直すことができないため（同321条①）、上告を認容する場合は審理を控訴審裁判所に差し

戻すのが原則となるが（同325条①）、控訴審判決が認定した事実に基づき判決をすること

が可能な場合には自ら判決をする（同326条一）。 

 

５．行政訴訟②：その他の訴訟 

 

行政訴訟として法定されているものは、抗告訴訟（行訴３条）、当事者訴訟（同４条）、民

衆訴訟（同５条）および機関訴訟（同６条）の４種類である。このうち抗告訴訟と当事者訴

訟は、国民の個人的利益の保護を目的とする訴訟（主観訴訟）であり、民衆訴訟と機関訴

訟は個人の利益とは直接関わりのない客観的法秩序の維持を目的とする訴訟（客観訴訟）

である（住民訴訟は民衆訴訟の一例である）。 

税務訴訟で用いられるのは主観訴訟に属する訴訟であるので、ここでは抗告訴訟（のうち

既に説明した処分の取消しの訴え等を除くもの）と当事者訴訟についてのみ説明する。 
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(１) 抗告訴訟 

抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、６種類の訴訟が法定

されている（法定抗告訴訟）。このうち処分の取消しの訴え（行訴３条②）と裁決の取消しの

訴え（行訴３条②）については既に説明したので、ここでは残る４種類の訴訟について説明

する。これらの訴訟の手続には、取消訴訟に関する規定の多くが準用される（行訴38条）。 

(ア) 無効等確認の訴え 

処分もしくは裁決の存否または効力の有無の確認を求める訴訟である（行訴３条④）。 

行政処分に重大な瑕疵（違法性）があり、かつ、その瑕疵が明白であるときは、その行

政処分は無効である（なお、瑕疵の明白性の要否については議論がある）。行政処分が無効で

あることは訴訟によらなくとも主張できるが、税務署長が無効な課税処分を有効である

と認識して滞納処分に進むような事態を事前に防ぐためには、処分の無効を裁判所に確

認してもらうことが有効である。このような場合に備えて認められている訴訟である。 

瑕疵が重大であることから出訴期間を制限する合理的理由がないため、出訴期間の制

限を受けない。また、不服申立前置主義の適用もない（無効等確認の訴えに対応する行政上

の不服申立ては法定されていない）。 

税務訴訟では、所得の帰属を誤ってした課税処分を無効とした判例があるが（最判昭和

48年４月26日・民集27巻３号629頁）、課税標準等についての問題で課税処分が無効であると

評価されるケースは通常考え難い。したがって、瑕疵が重大であり処分が無効であると

考える場合でも、実務上はその処分の取消訴訟を適法に起こせるようにするため、不服

申立てをしておくべきであろう。 

(イ) 不作為の違法確認の訴え 

行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内になんらかの処分または裁決をすべ

きであるにもかかわらずこれをしないという不作為について、それが違法であることの

確認を求める訴訟である（行訴３条⑤）。たとえば、更正の請求について税務署長が応答

せず放置している場合に、その不作為が違法であることを確認する判決がされると、判

決の拘束力（行訴38条、33条）によりその税務署長はなんらかの処分をすることを義務付

けられる。これにより、申請に対する処分を迅速にさせることを目的とする訴訟である。 

しかし、違法確認判決がされても行政庁は申請を認容することを義務付けられず、拒

否処分をすることも可能であり、この場合納税者はさらにその拒否処分の取消訴訟を提

起しなければならないから、この方法での救済には限界がある。もっとも現在は、平成

16年改正で法定された次の義務付けの訴えを合わせて起こすことにより、より実効的な

解決を図る途が開かれている。 

(ウ) 義務付けの訴え 

裁判所が行政庁に対し処分（または裁決）をすべきことを命ずるよう求める訴訟である

が（行訴３条⑤）、これには２種類ある。 

(ａ) 申請型義務付けの訴え 

法令に基づく申請（または審査請求）がされ、行政庁がこれに対する処分（または裁決）

をすべきであるのにそれをしない場合に、その処分（または裁決）をすべきことを命じ

るよう、裁判所に対し求める訴訟である（行訴３条⑥二）。原告にその処分等を求める権

利（申請権）がある場合に認められる方法である。 

処分等をしない場合には、そもそも応答をしない場合と（不作為）、応答はしたが拒

否する内容であった場合（更正の請求に対する更正の理由がない旨の通知等）との２つの
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場合があるが（同37条の３①）、前者の場合は（イ）の不作為の違法確認の訴えと、後者

の場合はその拒否処分の取消しの訴えと合わせて提起しなければならない（同条③）。

更正の請求に対し更正の理由がない旨の通知を受けた納税者は、訴訟でその通知の取

消しだけでなく、自らの求める内容の減額更正をすることを裁判所が税務署長に命じ

るよう求めることができるわけである。更正の請求に関する争訟では、特に後者のタ

イプの訴訟が活用されるであろう。 

なお、裁判所は、不作為の違法確認の訴えまたは処分の取消しの訴えのみについて

判決をする方が迅速な訴訟の解決に資すると認めるときは、その訴訟についてのみ判

決をすることができる（同条⑥）。 

(ｂ) 非申請型義務付けの訴え 

(ａ) と異なり、原告が処分を求める申請権を有していない場合のものである（行訴

３条⑥一）。念頭に置かれているのは、たとえば原子炉近辺の住民がその原子炉を設置

管理している電力会社への運転停止命令を出すことを行政庁に義務付けるよう求める

等、第三者に対する規制権限の発動を求める訴訟であるが、理論上は原告自身に対す

る職権処分の発動（税務署長の職権による減額更正）を求める場合も含まれる（注17）。 

原告に申請権がないことを反映して、この訴えの訴訟要件として①一定の処分がされな

いことにより重大な損害が生ずるおそれがあること（重大性の要件、同37条の２①）、②その

損害を避けるために他に適当な方法がないこと（補充性の要件、同37条の２①）および③行

政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求める訴えにつき法律上の利益を有するこ

と（法律上の利益の要件、同条③）が必要とされ、どれか１つでも欠けば却下される。 

（注17）平成23年法律第114号による改正前の国税通則法では、更正の請求を行える期間が原則として

法定申告期限から１年以内に制限される一方（改正前の税通23条①）、税務署長の職権による減

額更正は原則として法定申告期限から５年まで可能とされていたから（改正前の税通70条②）、

後者の減額更正の義務付けの訴えが認められるか否かは、納税者の救済の可能性を大きく左右

する問題であった。この点について、広島高判平成20年６月20日・訟月55巻７号2642頁は、この

ような義務付けの訴えは認められないと判断し、また、学説上も②の補充生の要件を満たすかど

うかをめぐって議論がされてきた。 

    もっとも、この問題については、上記改正により更正の請求を行える期間が原則として法定申

告期限から５年間に延長され（税通23条①）、職権による減額更正の期間（税通70条①）と揃え

られたため、実質的には解消されたとみてよいであろう。 

(エ) 差止めの訴え 

行政庁が一定の処分（または裁決）をすべきでないにもかかわらず、これがなされよう

としている場合に、その処分または裁決をしてはならない旨を当該行政庁に対して命ず

ることを求めるものである（行訴３条⑦）。 

差止めの訴えは、一定の処分（または裁決）がされることにより重大な損害が生ずるお

それがある場合に限り認められるが、その損害を避けるために他に適当な方法がある場

合には認められない（同37条の４①、これらも訴訟要件である）。 

 

(２) 当事者訴訟 

この訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟という２つの種類があるが（どちら

も行訴４条）、同じ「当事者訴訟」であってもその内容は大きく異なり、むしろ別のタイプ

の訴訟と考える方が理解しやすいであろう。税務訴訟で形式的当事者訴訟に当たるものは
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見当たらないため、ここでは実質的当事者訴訟についてのみ説明する。 

実質的当事者訴訟とは、「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関

係に関する訴訟」である（行訴４条）。対等な当事者間の訴訟である点で民事訴訟と共通す

るが、公法・私法二元論を前提として、公法上の法律関係に関する訴訟を民事訴訟と区別

している。実質的当事者訴訟の例としては、公務員としての地位の確認を求める訴訟、憲

法29条３項に基づき損失補償を請求する訴訟が挙げられている。税額の確定が行政処分に

よらない源泉徴収に係る所得税の納税義務について、その不存在の確認を求めまたは納付

した誤納金の返還を求める訴訟もこの実質的当事者訴訟に当たる。 

もっとも、実質的当事者訴訟の手続は実際には民事訴訟手続と同じといって差し支えな

く（行訴41条が準用する各条文は、現実の運用を前提とすれば実質的意味を持たないとされている）、

民事訴訟と別にこのようなタイプの訴訟を設けることに意味があるのかという疑問が示さ

れている。一方で、平成16年改正はこの実質的当事者訴訟の１つとして「公法上の法律関

係に関する確認の訴え」が含まれることを明記し、その活用を促しているとされる。通達

における解釈の誤りをその通達に従った課税処分の後に取消訴訟の中で主張するのではな

く、課税処分がされる前にその通達が違法であることの確認を求める訴訟を提起して争う

ことができるかどうか等、この実質的当事者訴訟をどのようにして「活用」することがで

きるか、今後の実務での対応が注目される。  

【参考12】公法・私法二元論 

 「公法と私法」とを区別する議論であり、「公法・私法区別論」「公法・私法二分論」等とも

いわれる。この区別には従来、①行政法学の対象である行政法すなわち公法の範囲を確定す

る、②行政上の法関係ないし行政活動への適用法規を決する、③訴訟手続が公法上の当事者訴

訟によるべきか民事訴訟によるべきかを決する、という３つの意義があったとされる。 

 しかし、①については、行政法学の対象となる行政法とは「行政に特有の法」と解すれば十

分であってこの点で公法の概念を用いることは必要でないし、私法関係ないし私法上の活動

も、たとえば国有林の管理のように行政法的統制を及ぼすことが必要と考えられる場合もあ

り、行政法学の考察の対象から外すことは適当でない、と指摘されている。 

 また、②は、行政に固有の法がある場合の適用範囲や（たとえば消滅時効に関する会計法30

条）、行政に固有の法がない場合に私法法規の適用があるかどうか（たとえば錯誤に関する民

法95条や登記に関する同法177条）を考える際に、公法規範と私法規範、公法関係と私法関係

とを区別し、公法関係には公法規範が、私法関係には私法規範が適用されるとする考え方であ

るが、今日ではこの意味での公法・私法二元論（区別論）も一般に否定されている。この意味

での二元論が最も問題となるのは、適用すべき行政法規がない場合に私法を適用できるかと

いう場面であるが、これについては具体的な問題ごとに私法の適用があるかそれとも独自の

取扱いが適切かを判断すべきである、と考えられている。 

 これに対し、③の区別は現行法上なお意味を有するが、しかしこれもあくまで現行の行政事

件訴訟法の解釈・運用の見地からのものである。訴訟手続を公法上の当事者訴訟と民事訴訟の

どちらで行うかを決するためには「公法上の法律関係」に関する訴訟であるか否かを判断する

必要があり、この点で「公法上の法律関係」とそれ以外とを区別する必要はあろうが、だから

といって適用法規の決定（②）などの実体法の次元でもこの区別が必要であるということには

ならない。 

 以上については、芝池・前掲（1（4）（ｱ））『行政法総論講義』19頁～35頁参照。
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Ⅰ 序   説 

１．租税の意義 

（罰金、科料、過料、料金、使用料、手数料など）

２．租税法の基本原則 

（憲30

条、84条） （14条①） （92条以下）

 

(１) 租税法律主義 

（課税される側）

（国王や近代国家における行政）
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（課税要件）

（租税負担）

（行政立法）

（個別的・具体的委任）

（仙台高秋田支判昭和57年７月23日・行裁例集33巻７号1616頁参照）

（最判昭和

53年４月21日・訟月24巻８号1694頁参照）

（民１条②参照）

（本項（2）、Ⅰの４．参照）

（税通74条の14、地税18条の４）
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(２) 租税公平主義 

（憲14条①）

（最(大)判昭和60年３月27日・民集39巻２号

247頁参照）

（Ⅲの６．参照）

（宇都宮地判昭和30年11月24日・行裁例集６巻12号2805頁、大阪高判昭和44年９月30

日・高民集22巻５号682頁）

(３) 自主財政主義・地方税条例主義 

（条例制定権）

（いわゆる自主

財源） （地方分権推進法６条参照）

（地税72条の77以下）
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（地税３条も参照）

（地税１条①五参照）

３．租税法の法源 

（20条、22条、24条、25条、29条、31条、35条等）

（憲98条②参照）

（行組14条②）
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４．租税法の解釈と適用 

（価値判断）

（事実認定）

（国庫の不利益に）

（最判昭和35年10月７日・民集14巻12号2420頁、最判

昭和36年10月27日・民集15巻９号2357頁、最判昭和37年３月29日・民集16巻３号643頁等）

（特に取引形式）

（脱税）

（節税）
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（解釈の範囲を超えた）

（所税157条、法税132条、相税64条、地税72条の43）

（法税132条の２） （法税132条の３）

（課税要件事実）

（地税343条②、③等）

（民94条）

（本項２．の（2）参照）

（最判昭和62年10月30日・訟月34巻４号853頁）

Ⅱ 課税要件総論 

（租税債務法）
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１．納税義務者・税理士 

（外交関係に関する

ウィーン条約23条、34条、36条等参照） （法税４条②）

（税理士１条参照）

２．課税物件 

（所税９条等） （相税12

条等） （地税348条②四ないし八の二等）

（地税348条２項の前掲各号以外の規定等参照）

（所税９条①五）

（同項十七）

３．課税物件の帰属 

（人的帰属）

（所税12条、法税11条、地税24条２の２、72条２の３、294条２の２。消税13条

も参照）
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４．課税標準 

５．税  率 

（消費税、固定資産税等） （所得税、

相続税等） （地税１条①五）

Ⅲ 課税要件各論 

１．所得課税 

(１) 所 得 税 

(ア) 所得税の意義 

（累進税率表）
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(イ) 納税義務者の種別と課税単位 

（５条）

（２条①

三）

（５条①、７条①一）

（２条①四） （161条）

（７条①二）

（２条①五） （５条②、７条①三）

（法税68条、144条参照）

（個人単位主義）

（56条）

（最(大)判昭和36年９月６日・民集15巻８号2047頁）

(ウ) 所得概念 

（取得型所得概念）
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（32条） （33条）

（34条） （35条）

（自己の財産の利用および自己の労働から直接得られる経済的利益）

（例外とし

て39条等参照）

(エ) 課税標準および税額算出の基本的な仕組み 

（21条①一）

（69条）

（140条）

（70条） （72条）

（71条）

（21条①二）

（長期譲渡所

得および一時所得については所得の金額の２分の１） （損失の繰越控除の適用が

ある場合にはその適用後の金額） （22条②）

（注）平成16年１月１日以後に行う土地、建物等の長期譲渡所得の金額または短期譲渡所得の

金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得と

の通算および翌年以降の繰越しが認められない。ただし、特定の居住用財産の譲渡による

損失については別に定めがある。 

（21条①三）

（86条） （83条） （84条）

（79条） （81条） （82条）

（72

条） （73条）

（74条） （75条）

（76条） （77条） （78条）

（注）平成29年度税制改正において、配偶者特別控除が拡大する等とともに、納税者本人の所

得の大きさに応じて配偶者控除、配偶者特別控除が逓減し、消滅することとなった（平成

30年分より適用）。また、平成30年度税制改正において、給与所得控除額等が一律10万円引
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き下げられるとともに、基礎控除額が一律10万円引き上げられたが、基礎控除は、所定の

合計所得金額を超えると、控除額が逓減し消滅することとなった（令和２年分より適用）。 

（21条①四）

（89条①） （２条①二十三） （同項二十四）

（90条）

（92条） （95条）

（租特41条）

（21条①五）

(オ) 各種所得の意義、金額および課税方法 

(ａ) 利子所得 

（23条①）

（23条②）

（181条、182条一） （租特３条、３条の３）

（一律源泉分離課税）

(ｂ) 配当所得 

（24

条①）

（最判昭和35年10月７日・民集14巻12号2420頁参照）

（25条）

（24条②） （181条、182条二）

（租特８条の４）

（租特８条の５）

(ｃ) 不動産所得 

（26条①）

（たとえば貸間業）

（26条②）

(ｄ) 事業所得 

（所税令63条） （27条①）

（最判昭和56年４月24日・民集35巻３号672頁）

（27条②）
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(ｅ) 給与所得 

（28条①）

（前掲最判昭和56年

４月24日）

（28条②）

（28条③五）

（通勤費、

転勤費、研修費、資格取得費、単身赴任者帰宅旅費、図書費等の勤務必要経費）

（57条の２）

（最(大)判昭

和60年３月27日・民集39巻２号247頁）

（183条以下）

（190条以下） （121条

参照）

(ｆ) 退職所得 

（30条①）

（最判昭和58年９月９日・民集37

巻７号962頁、最判昭和58年12月６日・判時1106号61頁）

（30条②） （89条①）

（199条以下）

（長期発生

所得、勤務に対する報償、老後の生活保障等）

（30条②、④）

(ｇ) 山林所得 

（32条①）
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（長期発生所得等） （32条②参

照）

（32条③）

（89条①）

(ｈ) 譲渡所得 

（33条①）

（最判昭和43年10月31日・訟月

14巻12号1442頁、最判昭和47年12月26日・民集26巻10号2083頁）

（２条①十六） （33条②）

（最判

昭和50年５月27日・民集29巻５号641頁）

（33条①かっこ書）

（33条③） （租

特33条の４、34条～36条） （22条

②）

（租特31条、32条）

（租特37条の10）

（租特37条の11の３等）

（60条の２～60条の４）

(ｉ) 一時所得 

（34条①）

（34条②）

（22条②二）

(ｊ) 雑所得 

（35条①）

（35条②） （203条の２以下）

(カ) 収入金額および必要経費の意義と範囲 

(ａ) 収入金額 
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（たとえば現物給与、交換取得不動

産） （たとえば有価証券） （たとえば債務免除益）

（36条①かっこ書）

（収入金額算入規定）

（収入金額不算入規定）

（39条）

（40条）

（41条）

（59条）

（最判昭和63年７月19日・判時1290号56頁）

（60条②）

（同条①）

（42条～44条）

（58条）

（64

条）

（36条③、65条～67条の２）

（最判昭和40年９月８日・刑集19巻６号630頁、最判昭和53年２月24日・民集32巻

１号43頁）

（最判昭和60年４月18日・訟月31巻12号3147頁、最判昭和46年11月９日・民集25巻８号1120頁、

前掲最判昭和53年２月24日）

(ｂ) 必要経費 

（37条）
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（45条①一）

（45条①一、所

税令96条）

（56条）

（57条）

（租特27条）

（63条）

（51条）

（37条

①前段） （個別対応）

（同項後段）

（一般対応。同か

っこ書参照）

（所基通37-２参照）

(２) 法 人 税 

(ア) 法人税の意義と性質 

（５条）

（６条） （８条）

（83条以下）

（81条以下）
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（61条の13）

（所税92条）

（23条）

(イ) 法人所得の意義と計算 

（２条三） （全世界所得） （５条） （２条四）

（138条） （９条） （２条六）

（同条八、３条） （２条十三）

（４条①ただし書、７条） （２条五） （４条②）

（21条）

（22条①）

（公正処理

基準） （22条④） （74条①等）

(ウ) 益金および損金の意義と範囲（原則） 

（22条②）
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（22条③一） （同項二）

（同項三）

（22条③二かっこ書参照）

（２条十六）

（22条⑤）

（22条④）

（企業会計原

則第２の１参照）

（22条の２）。

(エ) 益金に関する主な別段の定め 

(ａ) 受取配当等 

（負債利子控除後の金額） （23条）

（100％、50％および20％の３区分）

（24条）

（23条の２）

(ｂ) 資産の評価益 
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（企業会計原則第２の１Ａ、会431条、会社計算規則５条①、⑥等参照）

（25条）

（評価損は損金に算入）（61条、61条の３）

(ｃ) 還付金等 

（38条、40条、41条）

（26条）

(ｄ) リース取引 

（64条の２）

(オ) 損金に関する主な別段の定め 

(ａ) 売上原価 

（２条二十）

（企業会計原則

第２の３Ｃ参照） （29条）

（法税令28条）

（同28条の２） （２条二十一）

（61条の２、法税令119条の11）

(ｂ) 固定資産の減価償却費 

（２条二十二）

（同条二十三）

（31条①、法税令48条～50条）

（２条二十五） （31条①）

（租特42

条の５等）

（31条⑥）

（法税令48条の２①）

（法税令48条の２①）  

(ｃ) 繰延資産の償却費 
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（２条二十四）

（旧商規35条～41条）

（32条、法税令64条）

(ｄ) 資産の評価損 

（33条①、②）

（33条⑥）

(ｅ) 役員給与等 

（34条①）

（34条②）

（旧35条）

(ｆ) 寄附金 

（37条⑦、⑧）

（37条⑦かっこ書）

（法基通９-４-１、９-４-２も参照）

（37条①）

（事業関連性）

（37条③一、二）

(ｇ) 租税公課 

（38条～41条）

(ｈ) 圧縮記帳 

（またはその範囲内の金
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額） （圧縮）

（42条以下、租特64条以下）

(ｉ) 引当金 

（22条③参照）

（52条、改正附則25条）

（52条⑩等）

(ｊ) 準備金 

（租特55条以下）

(ｋ) 交際費等 

（租特61条の４）

(ｌ) 使途不明金（使途秘匿金） 

（目的、内容、相手方等）
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（法基通９-７-20）

（租特62条）

(ｍ) 繰越欠損金 

（２条十九）

（80条。ただし、租特66条の12により、令和４年３月31日までの間に終了する事業年度に

ついては、中小法人等を除き、原則として適用が停止されている）

（57条）

（最判昭和43年５月２日・民集22巻５号1067頁参照）

(カ) 法人税額の計算 

（66条）

（後述） （租特62条の３～63条）

（68条～70条） （42条の４～42条の13）

(キ) 同族会社に関する特別規定 

（特殊支配同

族会社）
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（２条十）

（平成19年度税制改正により、資本金の額または出資金の額が１億円以下は除かれ

る）

（67条）

（132条） （所

税157条） （相税64条） （地税72条の43）

(３) 住民税・事業税 

（都および特別区については地税１条

２項、３項参照） （23条以下、292条以下） （72条以下）

(ア) 住民税 

（ａ） （23条①一、292条①一）

（38条、310条）

（52条、312条。市町村均等割については制限税率も）

（ｂ） （地方所得税） （23条①二、292

条①二）

（32条、313条）

（34条、314条の２）

（合わせて10％） （35条、314条の３）

（50条の２以下、328条以下）（ｃ）

（23条①三、四、292条①三、四）

（51条①、314条の４①）（ｄ）

（23条①三の二、十四、71条の５、71条の６①）

（24条①一、294条①一）
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（24条①二、294条①二）

（１条①七） （41条、319条②）

（１条①九）

（319条①）

（24条①三、294条①三）

（24条①四、294条①四）

（57条、321条の13）

（１条①八） （53条以下、321条の８以下）

（24条①五、71条の９以下）

(イ) 事業税 

（72条の２）

（701条

の30以下）

（72条の12二）

（いわゆる外形対象法人である。平成15年度税制改正において、外形標準課税

の要素が導入された）

（72条の２①）

（３対

５）

（72条の２①）

（72条の49の11）

（72条の24の７）

（72条の49の17①）

（72条の24の12、72条の49

の18）
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２．資産課税 

(１) 相 続 税 

(ア) 相続税の意義 

（所税９条①十六も

参照）

（21条の９以下）

（死因贈与を含む）

(イ) 相続税の納税義務者 

（相税１条

の３）

（66

条）

(ウ) 相続財産の範囲 

（死因贈与を含む）

（１条の３、２条参照）

276



（３条、４条、７条～９条）

（12条、租特70条）

(エ) 課税標準と税額（無制限納税義務者の場合） 

（以下「財産取得者」と

いう）

（11条の２①）

（債務控除。13条①）

（19条）

（15

条） （3,000

万円＋600万円×法定相続人の数） （15条②

参照）

（これが相続税の課税標準である）

（16条）

（17条）

(オ) 相続財産の評価 

（22条）

（法定評価。23条、24条）
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（土地

に関する路線価方式、倍率方式、株式に関する取引価格法、類似業種比準方式、純資産価額方式、

配当還元方式など）

（同通達６）

（取引価額）

（平成４年以降公示価格の約８割）

(カ) 税額の加算、軽減および税額控除 

（その代襲相続人を含む）

（18条）

（19条の２）

（19条）

（19

条の３） （19条の４）

（20条）

（20条の２）

(キ) 相続税の納付 

（38条～40条）

（41条～44条）

（租特70条の７、70条７の２）

（租特70条７の５、70条７の６）

（租特70条６の８、70条６の10）  
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（租特70条の６）

(２) 地 価 税 

（租特71条）

(３) 固定資産税 

(ア) 固定資産税の意義と性質 

（土地、家屋および償却資産）

（地税342条①、343条①）

（最判昭和59年12月７日・民集38巻12号1287頁）

（342条①）

（740条以下） （702条以下）

（585条以下）

(イ) 台帳課税主義 

（341条九、380条以下）

（343条①、②前段）

（349条、349条の２）

（最判昭

和30年３月23日・民集９巻３号336頁）

（最判昭和47年１月25日・民集26巻１号１頁）

（343条②後段）

（348条①）

(ウ) 固定資産の評価と価格の決定 

（348条②） （毎年１月１日。359条）
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（343条②、349条、349条の２）

（自動車税の課税客体たる自動車および軽自動車税の課

税客体たる原動機付自転車等を除く） （341条一～四）

（341条五）

（341条六）

（349条①～③）

（409条①）

（383条）

（409条③）

（349条の２）

（408条） （409条④）

（410条）

（411

条①）

（416条①）

（432条①）

（423条以下）

（433条①）

（434条①）

（固定資産の評価の基準

ならびに評価の実施の方法および手続） （388条①）

（403条①）

(エ) 土地の評価 
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（地税附則17条以下）

（349条の３の２）

（地税附則19条の２）

(オ) 税額と賦課徴収 

（350条①）

（351条）

（364条⑨）

（362条①）

３．消費課税 

(１) 「消費税」 

(ア) 講学上の消費税の意義と種類 

（地税75条以下）

（地税701条以下）
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（税制改革法10

条③、14条②）

(イ) 「消費税」の導入とその後の改正 

（「消費税」導入当時はＥＣ）

（改正前3,000万円）

（改正前２億円）

（地方税込み6,000万円）

（改正前３か月ごと）
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（平成９年４月１日施行） （平

成26年４月１日施行） （令和元年10月１日施行）

（８％）

（インボイス方式）

(ウ) 「消費税」の課税要件 

(ａ) 課税の対象（課税物件） 

（消税４条①、②）

（２条①八）

（２条②参照）

（４条⑤）

（４条③）

（６条①）

（２条①九）

（７条、８条、31

条、租特85条以下）
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（２条①十）

（２条①二）

（４条⑥）

（６条②）

（２条①十一）

(ｂ) 納税義務者 

（個

人事業者および法人。２条①四） （５条①）

（５条②）

（ただし、これらの者も、選択

により課税事業者となることができる）（９条①、④）

（19条①一、二）

（２条①十四）

（９条②一）

（10条～12条）

（リバースチャージ方式）

（２条①八の二～八の四、４条③三、

４条④、５条①）

(ｃ) 課税標準 

（28条①）

（同項かっこ書）

（同上）
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（28条①ただし書）

（28条③）

（資産の譲

渡等の期間帰属） （「収受し、又は収受すべき一切の金銭」）

（16条～18条）

（消基通９-１-１以下参照）

（税通２条三）

（28条④）

(ｄ) 税額と税額控除 

（これを「課税標準額」という）

（地方消費税率が2.2％） （29条、

地税72条の83） （地方消費税と併せて８％）

（30条①）

（給与等を対価とする役務の提供を除く）

（２条①十二）

（非課税取引） （同号第２のかっこ書前半）

（総売上高に対する課税売上高の割合。30条⑥）

（30条②、③）
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（30条②）

（30条⑦）

（対価の返還等に係る税額を控

除した残額） （これを「みなし仕入率」という）

（37条）

（卸売業） （小

売業） （農林漁業、製造業、電気・ガス供給業等）

（その他の事業） （運輸・通信業、金融業、

保険業、サービス業） （不動産業） （消税令57条）

（38条） （39条）

(２) 個別消費税 

（１キ

ロリットル当たりの金額） （酒税１条、６条、

22条）

（７条以下） （最判平成元

年12月14日・刑集43巻13号841頁、最判平成４年12月15日・民集46巻９号2829頁）

（たばこ税法）

（地税74条以下、464条以下）

（ア）

（揮発油税法）

（イ）

（ウ）

（石油ガス税法）
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（エ）

（石油石炭税法）（オ）

（航空機燃料税法）（カ）

（地税144条以下）

４．国際課税 

（国際取引）

(１) 租税条約 

（一方的措置）

（多くの場合二国間条約）

（当事国間

での課税権の配分、二重課税の排除方法等）

（令和２年５月現在138か国・地域）

(２) 外国税額控除 

（95条） （69条）

（66条の７） （37条の３、314条の８、53条㉖、321条の８㉖）
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（所税46条、法税41条）

（法税69条①）

（69条①かっこ書、法税令142条の

２①）

（138条） （国外源泉所得） （こ

れを「国外所得金額」という） （69条①、法税令142

条） （一括

限度方式）

（法税令142条③）

（同項ただし書）

（地税53条㉖、321条の８㉖）

（これを「繰

越控除限度額」という）

（69条②、地税令９条の７⑧、48条の13⑨）

（これを「繰越控除対象外国法人税額」という）

（69条③、地税令９条の７②、48条の13

②）

（法税23条の２）

(３) タックス・ヘイブン対策税制 

（租特40条の４以下、66条の６以下）

（外国子会社の所在する国の租税負担割合が20％以上であれば、

合算課税をしない）

（「適用対象金額」という）

（「課税対象金額」という）
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（66条の６①、②）

（「特定外国関係会社」という。66条の６②二）

（租税負担割合が30％以上の場合は除く）

（66条の

６①、②三）

（66条の６②六、⑥）

（66条の６②四）

(４) 移転価格税制 

（正常対価）

（租特66条の４）

（これを「国外関連者」という）

（これを「国外関連取引」という）

（資産の無償・低価譲渡等）

（資産の高価買入等）

（租特66条の４①）
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（同条④）

（同条①）

（基本３法）

（ベストメソッド方式） （同条②）

（平成13年６月１日付査調７-１ほか「移転価格事務

運営要領の制定について（事務運営指針）」の第６章参照） （法税37

条）

（租特66条の４③）

（経済

的二重課税）

（租特66条の４の２）

(５) 支払利子等に係る課税の特例 

（租特66条の５）

（租特66条の５の２）

５．附 帯 税 

（Ⅰ

の１．参照） （税通２条五）
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（２条四） （印税20条）

（地税72条

の44以下、326条、327条、369条など） （72条の46、72条

の47）

(１) 延 滞 税 

（税通60条①、②）

（具体

的納期限）

（同条②ただし書）

（租特94条①）

（税通11条、消税51条、酒税30条の６等） （所税131条、132条、相税38条①、

③） （税通11条、法税75条、75条の２）

（税通63条②、64条②）

（税通46条）

（税通63条①、③）

(２) 利 子 税 

（税通64条①）

（所税131条③、136条、法税75条⑦、75条の２⑧。

例外として相税52条、租特66条の３）

（租特93条）

(３) 各種加算税 

（税通15条②十三、十

四） （32条）

（35条③）

（36条①一、②）
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（65条①、②）

（65条④）

（65条⑤）

（66条①）

（66条①本文ただし書）

（66条①かっこ内）

（66条②、④）

（２条二）

（67条①）

（67条②）

（19条①）

（68条）

（68

条④）

(４) 過 怠 税 

（印税８条①）

（同条②）

（20条①）

（同条③）  
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６．租税特別措置 

（必要経費・損金、所得控除等）

（憲14条

①）

Ⅳ 租税手続法 

１．租税手続と行政手続法 ― 国税通則法と行政手続法との適用関係 

(１) 行政手続法の内容 

（１条）
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（２条四）

（２条六）

(２) 行政手続法による適用除外 

（３条、４条）

（３条①

六） 

（同項

十四） 

（同項十五）

（同項十六）

（４条①）

（設立認可の取消し等。４条②二）

（上記①について）

（上記②について）

（上記③、

④について）

（上記⑤、⑥について）

(３) 国税通則法による適用除外 

（申請に対する処分） （不利益処分） （不利
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益処分の理由の提示を定める14条を除く） （税通74条の14①）

（税通74条の14①かっこ書）

（行政指導に係る書面の交付） （複数の者を

対象とする行政指導） （税通74条の14②）

（32条） （33条） （34

条） （35条①）

（届出） （税通74条の14③）

（所税10条③、④）
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２．申告納税 ― 意義、更正・決定、推計課税、更正の請求 

(１) 申告納税の意義と法的性格 

(ア) 意 義 

（更正または決定）

（税通16条①）

（税通16条②）

（予定納税に係る所得税、源

泉徴収等による国税等）

（税通15条③）

(イ) 納税申告の種別 

（法定申告期限内に行われる納税申告）

（法定申告期限の経過後、課税処分としての決定があるまでに行われる納税申告） （申

告をした後において、または課税処分の後において、納税義務者が自己の不利益に変更する納税

申告）

（相税31条②等）

（所税120条①）

（法税74条①）

（相税27条①）

（相税28条①）

（消税45条①。ただし、個人事

業者の場合、翌年３月31日。租特86条の４）
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(ウ) 納税申告の効果 

（税通20条）

(エ) 納税申告の法的性格 

（最判昭和39年10月22日・民集18巻８号1762

頁）

(東京地判昭和56年４月27日・行裁例集32巻４号661頁等)

(オ) 青色申告等 

（青色申告等） （記帳義務、質問検査権行使の際の

受忍義務、加算税等）

（白色申告者）

（たとえば、租税特別措置法上の特別減価償却等）

（最判昭和49年４月

25日・民集28巻３号405頁）

（所税232条、法税150条の２）

(２) 更正・決定 

(ア) 意 義 
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（あるいは、賦課処分）

（行政法学にいう確認行為）

(イ) 申告と更正、更正・決定と再更正との関係 

（消滅説）

（併存説）

（正確には、一部取消説）

（29

条）

(ウ) 課税処分の手続 

（税通24条～26条）

（所税

155条②、法税130条②）

（最判昭和38年５月
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31日・民集17巻４号617頁）

（税通70条、71条）

（税通70条）

（租特66条の４、相税36条）

（従来の９年を10年に延長）

（税通70条②）

（租税事件に関する裁決

等による原処分の異動など）

（税通71条）

(３) 推計課税 

(ア) 意 義 

（帳簿書

類等）

（所税156条、法税131条）

（課税期間の期首と期末における純資産の増加額を推計する方法） （納税

者の消費支出額を基礎として所得金額を推計する方法） （既に判明している売上げ、仕

入れ等の金額に、所得率、差益率等の特定の比率を適用して所得金額を推計する方法で、その比

率は、本人率、同業者率、実調率、標準率等により求める） （納税者の電力使用量、従業

員数、販売個数等の一単位当たりの収入金額等から所得金額を推計する方法で、その一単位当た

りの収入金額等は、本人率、同業者率等により求める）
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(イ) 推計の必要性 

（そのために、質問

検査権が認められている。）

(ウ) 推計の合理性 

（実額反

証）

（実額は推計を破る）

（すなわち、収入金額の全額）
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(４) 更正の請求 

(ア) 意 義 

（通常の更正の請求）

（特別の更正の請求）

(イ) 通常の更正の請求 

（平成23年度税制改正前は１年）

（税通23条①）

（所税95条、法税23条等）

（更正の請求の原則的排他性）

（最判昭和62年11月10日・判時1261号54頁）

（最判平成２年６月５日・民集44巻４号612頁）

(ウ) 特別の更正の請求 

（税通23条②）

（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む）
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（最判昭和57年２月23日・民集36巻２号215

頁）

（税通令６条①五）

３．税務調査（質問検査権） 

(１) 意 義 

（税通74条の２以下）

（税通128条二、三）

（税通74条の７）

（令状主義、自白強要の禁止）

（税通127条）

（刑訴239条②）
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（更正、

決定など） （犯

則事件）

（最決昭和

48年７月10日・刑集27巻７号1205頁：荒川民商事件）

 

(２) 質問検査の必要性 

(３) 質問検査の相手方 

（本人調査）

（反面調査）

(４) 質問検査の手続 

（税通74条の９）
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（税通74条の10）

（税通74条の11①、②）

（税通74条の11③）

（事前調査）

 

(５) 質問検査の違法と課税処分の効力  

（たとえば、相手方の意に反する検査の強行）

Ⅴ 租税徴収手続 

１．納付と徴収 

(１) 租税の納付 

(ア) 納付の主体 
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(イ) 納付の方法 

（相税41条）

（相税43条②）

（最判昭和42年５月２日・民集21巻４号811頁）

(ウ) 納付の期限等 

（税通35条②二）

（税通11条）

（消税51条、酒

税30条の６など）

（相税38条①） （相税38条③） （所税131条、132条）

（所税

305



131条③、136条。例外として相税52条①）

（税

通46条以下、地税15条以下）

(２) 徴収納付（源泉徴収等） 

(ア) 意 義 

（作為義務）

（給付義務）

（最判昭和37年２月28日・刑集16巻２号212頁）

(イ) 徴収納付の手続 

（たとえば、源泉徴収の所得税は翌月10

日）

(ウ) 徴収納付の法律関係 

（または地方団体）
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（最判平成４年２月18日・民集46巻２号77頁）

(３) 租税の徴収 

（最判昭和45年12月24日・民集

24巻13号2243頁）

（具体的納期限）

(４) 徴収の繰上請求等 
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（税通38条①、地税13条の２①）

（税

徴159条①、地税16条の４①）

（税通38条③）

（納期

限の延長、延納、納税の猶予等）

（税通42条、地税20条の７）

２．滞納処分 

(１) 意 義 

（自力執行権）
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(２) 滞納処分の手続 

(ア) 財産の差押え 

(イ) 財産の換価 

（狭義の換価）

（狭義の換価）

(ウ) 配 当 

(３) 租税債権の優先劣後 

（税徴８条、

９条、地税14条、14条の２）
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（税徴15条以下）

(ア) 私債権との調整 

(ａ)

(ｂ) 

(ｃ) 

(ｄ)

(ｅ)

(イ) 租税相互間の調整 

（税徴８条）

（差押先着手主義。税徴12条）

（交付要求先着手主義。税徴13条）

(ウ) 租税と私債権の競合の調整 

（税徴26条、地税14条の20）

(４) 滞納処分と他の強制換価手続との関係 

(ア) 強制執行等との関係 

（調整法）

（調整法３条①、21条①等）

(イ) 破産手続との関係 
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（破148条①三）

（破99条）

(ウ) 会社更生手続との関係 

（２条⑮、136条②四参照）

(エ) 民事再生手続との関係 

（平成11年制定）

（122条②）

Ⅵ 租税争訟手続 

１．総  説 

(１) 日本国憲法下の租税争訟制度 

(２) 不服申立前置主義 

（８条①）

（審査請求） （税通115
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条①、関税93条、地税19条の12）

（例外として、再調査の請求が認められる）

(３) 総額主義と争点主義 

（租税債務の内容）

（争点）

（最判昭和49年４月18日・訟月20巻11

号175頁、最判昭和36年12月１日・訟月14巻２号191頁）

（最判昭和56年７月14日・民集35巻５号901

頁）
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２．不服申立て 

（異議申立前置主義、不服申立前置主義）

(１) 不服申立ての種類、不服申立人等 

(ア) 不服申立ての種類 

（税通75条①） （国税に

ついては税務署長等、地方税については地方公共団体の長）

（国税については国税不服審判所長、

地方税については税務事務所長等の出先機関によって処分がされた場合に限り地方公共団体の長）

(イ) 不服申立人 

（たとえば、差押財産の所有者）

(ウ) 不服申立期間 
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（税通111条）

(２) 再調査の請求 

（税通81条①）

（最判昭和47年３月31日・民集26巻２号319頁）

(３) 審査請求 

（税通87条①）
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（租税行政の統一性の確保という必要性から認められた権限）

（税通99条）

（税通

97条の３） （大阪高判昭和50年９月30日・行裁例

集26巻９号1158頁等）

（税通101条①）

（最判昭和

47年12月５日・民集26巻10号1795頁）
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３．訴  訟 

(１) 租税訴訟の種類 

（たとえば、滞納処分

が無効であることを理由に、公売財産の買受人に、当該財産の返還を求める訴訟）

(２) 訴訟要件 

（税通115条①一～三）
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(３) 訴えの利益 

(ア) 手続の違法と訴えの利益 

（最判昭和49年７月19日・民集28巻５号759頁）

(イ) 減額更正と訴えの利益 

（この考え方を基本的に承認

するとみられる判決として、東京高判昭和59年７月19日・行裁例集35巻７号948頁参照）

(ウ) 訴訟継続中の再更正と訴えの利益 

（税通29条等）

(４) 立証責任 

（客観的立証責任）

（最判昭和38年３月

３日・訟月９巻５号668頁）
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（広島高岡山支判

昭和42年４月26日・行裁例集18巻４号614頁）

（大阪高判平成２年５月30日・訟月38巻２号320頁）

(５) 判 決 
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Ⅰ 会計参与制度 

 

 

１．会計参与制度の創設 

 

平成18年５月１日、最近の社会経済情勢の変化に対応するために会社に関する各種制度

を見直すとともに、これを現代用語の表記にし、わかりやすく再編成する措置を講ずるこ

とを目的として「会社法」と会社法の施行に伴う９つの関係法律の廃止および所要の経過

措置を定める「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が、施行された。会

社の組織・運営などに関しては、この「会社法（平成17年法律第86号）」の規律によらなけれ

ばならないとされている。 

「会社法」では、過度な負担なく中小会社の計算書類に対する社会的信頼性を確保する

ため、いわゆる会計の適正化の確保を目的として、我が国の会社法制の中にこれまで存在

しなかった制度である「会計参与制度」が創設された。この制度は、我が国の中小企業が

その活動を通じ経済基盤を支えてきた貴重な存在であることを認識しつつも、これまで外

部に対しては必ずしも会計情報の正確さや公開の面で十分機能を果たしているとはいえず、

外部の会計に関する専門的識見を有する税理士および公認会計士をして会社の内部機関に

有効活用するために置かれたものである。 
 

(１) 創設の目的 

昭和61年以来、旧商法が改正の俎上にのぼる都度、税理士業界の最大の懸案事項として

「中小会社の計算書類の適正性を担保する制度」の創設が大きな課題とされていた。日本

税理士会連合会は、「会社法」創設を目指した法制審議会会社法（現代化関係）部会の会社

法制現代化の作業において、小会社（㊟資本金１億円以下かつ負債総額200億円未満）における

計算書類の適正担保制度のスキ−ムを提言し、小会社に過重な負担を課さない実態に即した

制度の構築を求めてきた。平成16年６月の法制審議会会社法（現代化関係）部会では、税

理士および公認会計士という一定の資格者が就任することを前提にし、株式会社の内部的

な機関と位置づけつつも、内部の他の機関からの独立性を確保し、いわば社外取締役と同

様の立場に立った会計参与制度創設が容認され、所要の整備が図られた。 

法制化された会計参与制度は、会社法制上の規律として計算関係書類（規２条３項11号に

規定するものをいう）の取締役（以下「取締役」と記載している箇所は、それぞれ関連する会社法

の規定に応じて、適宜読み替えることとする）との共同作成、それに係る株主総会における説

明、計算関係書類および自ら作成した会計参与報告の備置き、株主・債権者への開示等が

職務とされており、計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高め、株主・債権者の保

護および利便に資することを目的している。 
 

(２) 創設の趣旨 

法制審議会会社法（現代化関係）部会に対し、法務省民事局から提案された会計参与創

設の「意義」と「機能」は、次のとおりである。 

(ア) 会計参与の「意義」 

会計参与は、株主総会により選任され、会計に関する専門的識見を有する者（㊟税理士
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および公認会計士）として、取締役・執行役と共同して計算書類を作成するとともに、当

該計算書類を取締役・執行役とは別に保存し、株主・会社債権者に対して開示すること

等をその職務とする株式会社の機関をいう。 

(イ) 会計参与の「機能」 

特に、会計監査人の設置されていない中小企業において、税理士等が、取締役・執行

役と共同して計算書類を作成し、取締役とは別に計算書類を保存・開示する職務を担う

ことにより、取締役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止し、計算書類の記載の正

確さに対する信頼を高めることができる。また、取締役の計算書類の作成や株主に対す

る説明の労力が軽減され、取締役が経営に専念することができる。 

 

(３) 税理士の使命との関係 

税理士法１条の使命との関係、特に「独立した公正な立場」との関連について、日本税

理士会連合会は「会計参与は、会計に関する専門的識見を有する者として、税理士が有す

る会計の専門性と独立性に鑑みて提案された制度であり、会社の内部機関として位置づけ

られたとしても、職務の遂行に当たり、専門家としての独立した識見を発揮することを期

待された制度であるからして『独立した公正な立場』が損なわれる懸念は生じない。」と表

明している。なお、会計参与制度はあくまで会社法上の制度であるからして、この制度自

体をもって税理士法上の定めとされる税理士に対する権利・義務の関係に直接に何らの影

響を及ぼすものではない。 

 

(４) 会計参与制度と２つの重要な指針 

日本税理士会連合会は、この制度が時代の要請に応えていくために、早い段階から「会

計参与の職務遂行上、一定のル−ルが必要となる。」との認識を持ち、日本公認会計士協会

等と、「中小企業の会計に関する指針（以下「中小会計指針」という）」と「会計参与の行動指

針（以下「行動指針」という）」を策定した。 

「中小会計指針」は、会計参与が取締役等と計算関係書類を共同して作成するにあたり

拠るべき会計処理の判断基準とされ、「行動指針」は、会計参与の職務遂行にあたり実務の

参考に資する行為規範とされる。 

この２つの重要な指針は、会計参与としての職務水準の同一性の確保を目指したものと

されており、会計参与制度の社会的信頼性確立に資することを目的としている。 

なお、「中小会計指針」は企業会計基準（適用指針を含む）等の見直しに伴い（最終改正平

成31年３月６日）、そして、「行動指針」は「中小会計指針」の見直しに伴い（最終改正平成31

年４月25日）改訂されている。「中小企業の会計に関する指針・中小会計要領」については、

本テキスト332頁を参照のこと。 

また、会計参与に就任する際、必要となる税理士資格証明書の発行件数は、令和２年４

月末日現在で5,576件となっている。 

 

２．機関としての会計参与 

 

(１) 会計参与の「設置」 

会社法では、会社の機関設計の柔軟化が図られている。そこでは、会社の規模の大小や
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公開・非公開を問わず、すべての株式会社が定款で会計参与を設置する旨を定めた場合、

会社の機関として会計参与を置くことができる（会326条②）とされた。既に設立されてい

る株式会社が会計参与を置く場合は、会社の定款を変更しなくてはならないが（会466条）、

株主総会では特別決議が必要となる（会309条②十一）。 

なお、取締役会設置会社（委員会設置会社を除く）は、監査役を置かなければならないが、

非公開会社で、取締役会を設置しながら（委員会設置会社を除く）監査役（会）を設置しない

会社は、会計参与を設置すればよいこととされている（会327条②）。その理由は、非公開会

社においては、会計の専門的知識の有無を法律上問わない会計監査の権限のみの監査役を

認めているのであるから、会計の専門的知識を有する会計参与がいるならば、監査役がい

なくてもよいのではないかという均衡論からとされている。 

 

(２) 会計参与の「登記」 

会計参与を新たに設置する会社（以下「会計参与設置会社」という）は、本店の所在地にお

いて、会計参与を設置した旨ならびに会計参与の氏名または名称および第378条第１項の場

所（㊟ここでは計算関係書類の備置き等の場所を指す）を定め、会計参与の選任に係る株主総会

の終結の日から２週間以内に登記しなければならない（会911条③十六）。 

なお、税理士法人が会計参与となる場合、当該法人の名称だけが登記され、職務を行う

べき当該法人の社員名は登記されない。また、会計参与の責任の免除について定款の定め

があるときは、その定め（会426条①）を、さらに会計参与が負う責任の限度に関する契約の

締結についての定款の定めがあるときは、その定め（会427条①）を登記しなければならな

いので留意しなければならない。（６．会計参与の責任（２）を参照） 

 

(３) 会計参与の「資格等」 

(ア) 会計参与となれる者 

会計参与は、公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税理士法人でなけれ

ばならない（会333条①）。また、監査法人または税理士法人が選任された場合は、その社

員（税理士法人の場合社員税理士に限る）の中から会計参与の職務を行うべき者を選定して、

これを会社に通知しなければならない（会333条②）。なお、会計参与に就任した者は、株

式会社の金銭以外の財産の出資において、現物出資財産の価額の証明をすることはでき

ない（会207条⑩一）ことに留意しなければならない。 

(イ) 会計参与となることができない者 

次に掲げるものは、会計参与となることができないとされている。なお、会計監査人

である者が会計参与を兼ねることは、会計監査人の欠格事由（会337条③一）に該当するこ

ととなるため、認められていない。①は、会計参与の独立性を担保する要請から措置さ

れたものである。 

① 株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしくは執行役または支配人その他

の使用人（会333条③一）。 

② 業務の停止処分（㊟公認会計士または税理士としての職業法上の処分）を受け、その

停止期間を経過しない者（会333条③二）。 

③ 税理士法第43条の規定により同法第２条第２項（㊟２条１項の税理士業務に付随し

て行う財務書類の作成、その他財務に関する事務等をいう）に規定する税理士業務を行う

ことができない者（会333条③三）。 
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(ウ) 会計参与が補助者として使用することができない者 

会計参与は、その職務を行うにあたって補助者を使用することができる。しかし、会社法

333条３項２号または３項３号に掲げる者については、補助者として使用することができな

いとされている。会社法333条３項２号または３項３号に掲げる者とは、前項（イ）会計参

与となることができない者の ② および ③ に該当する者をいう。 

 

(４) 会計参与の「選任・任期」 

会計参与は、株主総会の決議によって選任される（会329条①）。選任は、定款に別段の定

めがある場合を除き、普通決議でよいとされる。また、会計参与が病気等の理由により職

務が遂行できないこともあり得ることから、その場合に備えて、補欠の会計参与（㊟補欠会

計参与）を選任することができるとされている（会329条②）。 

会計参与の任期は、原則として選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までである（㊟委員会設置会社については別の定めがある）。た

だし、定款または株主総会の決議によってその任期を短縮または伸長することは妨げない

（会332条①、②、334条①）。なお、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃

止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更効力が生じた時に

満了する（会334条②）。 

公開会社でない株式会社（委員会設置会社を除く）は、定款によって、取締役等と同様に会

計参与の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時まで伸長することができる（会334条①において準用、会332条②）。 

なお、委員会設置会社については、１年とされ（会334条①において準用、会332条③）、公開

会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に

ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう（会２条五）。 

会計参与の「員数」に関しては制限する特段の規定はないが、取締役と共同して計算書

類を作成する等の職務内容や会社の経費負担からみて、複数人を置く合理性や必要性は薄

く、通常は１人になるものと考えられている。 

 

(５) 「会計参与の行動指針」における就任にあたっての留意事項 

日本税理士会連合会および日本公認会計士協会が共同して、会計参与の実務の参考に資

するための「行動指針」を、平成18年４月25日公表している。 

この「行動指針」では、我が国初めての制度であることや会社の機関の一員としての相

互信頼を再確認する意味を含め、会計参与に就任しようとする者に対し、次のような留意

事項を記載している（「行動指針」Ⅲ１就任に当たっての行動指針）。 

(ア) 会社から会計参与に就任の要請があったときには、会計参与に就任しようとする

者は就任を承諾するに際して以下の事項に留意する。 

 ① 税務顧問や会計指導等の業務上の関係を有する会社からの要請により会計参与に

就任しようとする者であっても、就任を承諾するに先立って、会計参与の職務・権

限・責任および取締役の役割について会社が十分に理解しているかを確かめ、さら

に必要であれば追加的に会社の状況等を把握し、就任可能であるか否かについて判

断する。 

 ② 税務顧問や会計指導等の業務上の関係を有しない会社からの要請により会計参与

に就任しようとする者は、就任を承諾するに先立って、会社の概要、事業の状況、
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会社の組織体制等について十分な情報収集を実施する。そのうえで、必要な会社の

状況等を追加的に把握し、会計参与の職務・権限・責任および取締役の役割に関し

て会社が十分に理解しているかを確かめ、就任可能であるか否かについて判断する。 

  ③ 定款に責任限定の定めがあるか否かおよびその内容を確かめる。 

 ④ 会計参与設置会社であることの登記がなされているまたはなされることを確かめ

る。なお、会計参与の就任による変更の登記には、その選任に関する株主総会の議

事録（会329条①）、その就任承諾書のほかに、有資格者であること等を確かめるため

に、監査法人または税理士法人にあっては登記事項証明書、公認会計士または税理

士個人である場合にはその所属団体が発行する資格証明書が添付書面として必要で

ある。 

  ⑤ 補欠会計参与を選任する予定があるかを確かめる。 

(イ) 会計参与に就任するにあたっては、以下の事項に留意する。 

  ① 円滑に職務を遂行するため、書面により会計参与契約を締結する。 

  ② 計算関係書類および会計参与報告を備え置く場所を会社に通知する。 

(ウ) 会計参与を選任する株主総会において必要があれば報酬等について意見を述べる。 

 

(６) 会計参与の「解任」 

会計参与は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる（会339条①）。た

だし、解任された会計参与は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社

に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる（会339条②）。 

会計参与を選任し、または解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数（３分の１以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上）を

有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数（これを上回る割合を定款で定めた

場合にあっては、その割合以上）をもって行わなければならない（会341条）。 

なお、会計参与が解任された場合、後任の会計参与が選任されていなくとも退任登記は

受理されるので、会計参与として義務を負うことはない。 

 

(７) 会計参与の「選任等についての意見陳述」 

会計参与は、株主総会において、会計参与の選任もしくは解任または辞任について意見

を述べることができる（会345条①）。この規定は、会計参与の身分を保証する定めである。

会計参与を辞任した場合は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨お

よびその理由を述べることができる（会345条②）。なお、取締役は、辞任した会計参与に対

して、辞任後最初に招集される株主総会を招集する旨および株主総会の日時および場所を

通知しなければならない（会345条③）。 

 

３．会計参与の職務と権限 

 

(１) 計算書類の取締役等との共同作成 

会計参与は、取締役・執行役と共同して、①各事業年度に係る計算書類（会社法435条２項

に規定する計算書類をいう）およびその付属明細書、②臨時計算書類（会社法441条１項に規定

する臨時計算書類をいう）、③連結計算書類（会社法444条１項に規定する連結計算書類をいう）、
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④成立の日における貸借対照表を作成する（会374条①等）。 

「計算書類及びその付属明細書」とは、各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計

算書その他株式会社の財産および損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定

めるものおよび事業報告ならびにこれらの付属明細書〔会435条①、②〕）をいう。 

「共同して作成する」とは、取締役と会計参与の共同意思に基づいて計算書類を作成す

るということであり、両者の意見が一致しなければ、当該株式会社における計算書類を作

成することができないことをいうとされる。したがって、取締役と会計参与の意見が一致

しない場合、株主総会を開催することができないのはもちろんであるが、仮に取締役が株

主総会に意見の一致しない計算書類（と称する文書）を提出して承認を受けたとしても、無

効な文書に定時総会の承認を受けたにすぎず、決算は確定しないこととなる。 

会計参与が取締役と共同して計算関係書類を作成する場合、その会計処理にあたって「中

小会計指針」が企業会計の慣行として認知されている。したがって、「中小会計指針」およ

び「行動指針」に基づき会計参与業務を行うことが、会計参与の責任を果たすこととなる。

なお、平成24年２月１日、「中小企業の会計に関する基本要領（以下「中小要領」という）」が

公表されているが、会計参与設置会社が「中小会計要領」を会計処理の判断基準として適

用する場合は、会計参与としての責任等の観点からみてもより慎重な判断が必要となる。 

 

(２) 会計参与報告 

会計参与は、取締役と共同して計算関係書類を作成した場合、会計参与報告を作成しな

ければならない（会374条①）。会計参与報告は、株主および債権者に対する情報提供を目的

としているが株主総会等への提出義務はなく、備置き場所にて閲覧・交付の請求のあった

日現在の株主および債権者に対して開示を認める資料とされている（会378条①）ことに留

意しなければならない。 

(ア) 会計参与報告記載事項 

会計参与報告は、次に掲げる事項（８項目）を内容とするものでなければならない（会

規102条）。 

 (ａ) 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なも

の（規102条一） 

  会計参与が法の要請による重要な職務を適切に履行するためには、会社との信頼関

係と相互の協力が不可欠であり、会社との間で、当該協力等に関する事項を予め定め

ておかなければならない。「行動指針」では、契約当事者が会計参与に関する職務、権

限および責任に対する認識を高め、かつ相互理解と信義を基に誤解や後日の紛争を未

然に防ぐため、確認し合意しておくべき事項を明らかにした「会計参与契約書と約款」

のモデルを参考として掲載している。なお、「会計参与契約書と約款」の関係は、一体

をなすものとされている。 

  「会計参与が職務を行なうにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの」の

記載事項には、「会計参与契約書と約款」の内容のうち主なものを記載することとなる。 

 (ｂ) 計算関係書類のうち、取締役または執行役と会計参与が共同して作成したもの

の種類（規102条二） 

(ｃ) 会計方針（計算規則２条３項58号に規定する会計方針をいう）に関する次に掲

げる事項（重要性の乏しいものを除く）（規102条三） 

① 資産の評価基準および評価方法 
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② 固定資産の減価償却の方法 

③ 引当金の計上基準 

④ 収益および費用の計上基準 

⑤ その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項 

(ｄ) 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程お

よび方法（規102条四） 

(ｅ) (ｄ)に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨およびその理

由（規102条五） 

① 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき 

② 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がなされていたとき 

(ｆ) 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったときまたは保存が

適切にされていなかったときは、その旨およびその理由（規102条六） 

(ｇ) 会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収および調査の結果

（規102条七） 

(ｈ) 会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項（規102条八） 

(イ) その他重要な事項 

(ａ) 作成日 

会計参与報告の作成の日付は、後発事象の範囲等も含め会計参与の責任の及ぶ期間

に関する重要な事項となる。「行動指針」では、「日付は計算関係書類を作成した日、

すなわち、取締役と合意した日とする。」とされている。 

(ｂ) 署名押印  

会計参与報告の署名押印については、税理士の場合は個人名、税理士法人の場合は

法人の名称と代表社員名を自書し、それぞれ自己の印を押さなければならない。 

 

(３) 会計帳簿および資料の閲覧・謄写権 

株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなけれ

ばならない（会432条①）とされており、会計帳簿等の作成権限と責任は、取締役にある。 

したがって、会計参与は、その職務の遂行にあたって、いつでも、次に掲げるものの閲

覧および謄写をし、または取締役および支配人その他の使用人に対して会計に関する報告

を求めることができる（会374条②）とされている。この場合、取締役および支配人その他の

使用人はこれを拒むことができない。 

① 会計帳簿またはこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

（会374条②一） 

② 会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電

磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの（会374条②二） 

 

(４) 子会社等の業務および財産の状況の調査権 

会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対し

て会計に関する報告を求め、または会計参与設置会社もしくはその子会社の業務および財

産の状況の調査をすることができる（会374条③）。この場合、対象となる子会社は、正当な

理由があるときは、この報告または調査を拒むことができる（会374条④）。 
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(５) 不正・違反行為等の株主等への報告義務 

会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令

もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主

（監査役設置会社にあっては、監査役）に報告しなければならない（会375条①）。 

この会計参与の報告義務は、監査役の取締役への報告義務（会382条）および会計監査人

の監査役への報告義務（会397条①）と同趣旨の規定となっている。なお、この場合の報告の

方法等については、会計参与の裁量に委ねられている。 

会社が計算書類の公告を怠っている場合、「取締役の法令に違反する重大な違反に当たる

か」については、公告懈怠は明らかな法令違反となるため「重大な違反」に当たる。 

 

(６) 計算書類を承認する取締役会への出席義務 

取締役会設置会社の会計参与（会計参与が監査法人または税理士法人である場合にあっては、

その職務を行うべき社員）は、計算書類および事業報告ならびにこれらの付属明細書（会436

条③）、臨時計算書類（会441条③）、連結計算書類（会444条⑤）の承認をする取締役会に出席

しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見

を述べなければならない（会376条①）。 

会計参与設置会社において、当該取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の１週間

（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前までに、各会計参与に対して

その通知を発しなければならない（会376条②）。なお、取締役全員の同意により取締役会を

招集の手続を経ることなく開催する（会368条②）ときは、会計参与全員の同意を得なけれ

ばならない（会376条③）とされている。 

 

(７) 株主総会における特定事項（計算書類等）の説明義務 

会計参与は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的であ

る事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害す

る場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない（会314

条）。 

会計参与は、決算を確定する定時株主総会には必ず出席しなければならない他、会計に

関する報告や決議がある臨時株主総会にも出席が義務づけられる。この場合、補助者等が

会計参与の代理人として出席することはできない。 

 

(８) 株主総会における取締役と意見を異にする場合の陳述 

計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類ならびに連結計算書類の作成に関する事

項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与（会計参与が監査法人また

は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員）は、株主総会において意見を述

べることができる（会337条①）。 

会計参与が取締役と意見を異にしている場合には、取締役と共同して計算書類等の作成

ができないことから、会計参与にいわゆる意見陳述権が与えられている。なお、この規定

は、取締役会の「必要があると認めるときは、意見を述べなければならない（会376条①）」

との義務規定とは異なり、「株主総会において意見を述べることができる」とした任意規定

となっている。 
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４．会計参与の計算書類等の備置き等（備置き・開示） 

 

会計参与制度では、会社とは別に計算書類等を備置き・開示する職務を担わせることに

より、取締役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止する、いわゆる不正防止機能を果

たすことが求められているが、会計参与が備置き・開示する計算関係書類等について株主・

債権者からその内容について質問を受けたとしても、会計参与に説明の義務はない。 

会計参与を解任された場合には、計算関係書類および会計参与報告の備置期間である５

年を経過する前であっても直ちに備置き、開示義務を負わなくなる。なぜならば、当該計

算関係書類は、会社で保存・開示が行われるものであるので、株主・債権者を害すること

にはならないからである。 

なお、会計参与が任期満了あるいは辞任した場合は、新たに他の会計参与または一時会

計参与が就任するまでの間は備置き、開示義務を負わなければならない（会346条①）こと

に留意する。また、会計参与は、ある意味重い責任が課されていることなどから、特に、係

争事件に備える意味でも10年間は保存することが望ましい（「行動指針」備置き・開示１③）

としている。 

 

(１) 計算関係書類等の備置き 

会計参与は、次に掲げる備え置く書類を、当該定める期間、法務省令で定めるところに

より、当該会計参与が定めた場所（㊟会計参与報告等備置場所）に備え置かなければならない

（会378条①）。 

なお、成立の日における貸借対照表および連結計算書類を取締役と会計参与が作成した

場合には、会計参与報告を作成するものの（規102条二）、会計参与は成立の日における貸借

対照表および連結計算書類ならびにこれらの会計参与報告の備置きおよび開示義務は負わ

ない。 

(ア) 各事業年度に係る計算書類およびその付属明細書ならびに会計参与報告（同項第１

号） 

定時株主総会の日の１週間（取締役会設置会社にあっては、２週間）前の日（株主総会の決

議の省略の場合〔会319条①〕にあっては、提案があった日）から５年間 

(イ) 臨時計算書類および会計参与報告（同項第２号） 

  臨時計算書類を作成した日から５年間 

 

(２) 計算関係書類等の開示 

会計参与設置会社の株主および債権者は、会計参与設置会社の営業時間内（会計参与が請

求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く）は、いつでも、会計参与に対

し、次に掲げる請求（閲覧・交付請求）をすることができる。ただし、次の ② または ④ に

掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない（会378条②、

③）。この場合に原則「いつでも」としているのは、会計参与が会社の機関とされているか

らであるとされる。しかし、通常、会計参与は、会計参与の職務以外に独立した業務（税理

士業務等）に従事していることが通常である考えられること等が配慮され、「請求に応じる

ことが困難な場合として法務省令で定める場合」として、「税理士の業務時間外である場合」

との定め（規104条）が置かれている。なお、税理士事務所の業務時間が、会社の営業時間と
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全く異なる場合は、法務省令で定める業務時間の規定が優先して適用されるものとされる

が、閲覧・交付請求者が株主または債権者であるか否かの確認に要する時間等を勘案し、

合理的な時間内に応じることが望ましい。 

① 備え置く書類の(ア)および(イ)に掲げるものが書面をもって作成されているときは、

当該書面の閲覧の請求（会378条②一） 

② 上記①の書面の謄本または抄本の交付の請求（会378条②二） 

③ 備え置く書類の(ア)および(イ)に掲げるものが電磁的記録をもって作成されている

ときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したも

のの閲覧の請求（会378条②三） 

④ 上記③の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたも

のにより提供することの請求またはその事項を記載した書面の交付の請求（会378条

②四） 

会計参与がこの職務に関して、閲覧・交付請求者に請求できる「費用」は、当該事務

に要する実費相当額（㊟たとえば、登記所における閲覧・交付等の料金）とすべきである。

その場合、閲覧・交付請求者との間でのトラブルを避ける意味からも、「謄本・抄本の

交付を行う場合には、会計参与が閲覧・交付請求者にあらかじめ提示した費用相当額を

受領する（「行動指針」備置き・開示２⑤」）ことが望ましい。 

「会計参与契約書及び約款」では、閲覧・交付請求者が会計参与の事務所に閲覧・交

付の請求に訪れた場合でも、会社から株主または債権者であることの証明書を入手する

ことを原則としている。これは、会計参与自身が、株主または債権者か否かを判断する

ことが非常に困難であり、仮に株主または債権者以外の者の閲覧・交付の請求に応じた

場合には、会社から守秘義務違反に問われる可能性があるための措置である。 

しかし、法律上は、会計参与に対して直接閲覧・交付の請求があった場合には、会計

参与の判断により応ずる必要があり、株主または債権者であるか不明であることを理由

に閲覧・交付の請求を断ることができず、むしろ立法趣旨に鑑みれば、株主または債権

者である可能性のある者に対しては、会社の承諾を得たうえで閲覧・交付の請求を受諾

することが前提となる。そのため、会社と会計参与との間で、一定の期間内に通知がな

い場合や株主・債権者であることの資格を証する書面を持参した者に対しては、開示す

ることとするとしている。この場合、会計参与の会社に対する守秘義務が会計参与契約

の限度で解除される結果、当該請求者が真に株主・債権者としての請求権を有していな

いことが判明しても請求に応じた責任を負うことはない（「行動指針」Ⅳ会計参与契約・「会

計参与契約書及び約款」のひな型の解説６）とされている。 

 

(３) 会計参与報告等備置場所 

会計参与は、当該会計参与である公認会計士もしくは監査法人または税理士もしくは税

理士法人の事務所（会計参与が税理士法２条３項の規定により税理士または税理士法人の補助者

として常時同項に規定する業務に従事するものであるときは、その従事する税理士事務所または所

属税理士法人の事務所）の場所の中から会計参与報告等備置場所を定めなければならない（規

103条①、②）。会計参与報告等備置場所は、会計参与設置会社の本店または支店と異なる場

所を定めなければならず（規103条③）、定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対

して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない（規103条④）。 
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５．会計参与報酬と費用の請求 

 

会計参与の報酬等（㊟報酬・賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益）は、定

款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定めることとなる（会379条①）。

会計参与が２人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定めまたは株

主総会の決議がないときは、当該報酬等の範囲内において、各会計参与の協議によって定

める（会379条②）。また、会計参与は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見

を述べることができる（会379条③）。 

会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたと

きは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用または債務が当該会計参与の職務の

執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない（会380条）。 

① 費用の前払いの請求（会380条一） 

② 支出した費用および支出の日以後におけるその利息の償還の請求（会380条二） 

③ 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の

担保の提供）の請求（会380条三） 

 

６．会計参与の責任 

 

会計参与は、会計の専門家であることが資格要件となっており、一般の取締役には期待

し得ない知見の発揮が期待されている制度である。そうしたことから、計算関係書類等の

作成に関して課せられる善管注意義務の程度は、一般の取締役とはおのずと異なっている

と解するのが順当とされている。 

会計参与の責任は、民事上の責任として、会社に対する責任と第三者に対する特別な責

任ほか、刑事上の責任と過料に処すべき行為についても会社法に規定されている。 

なお、行政上の責任としては、税理士法37条に定められている信用失墜行為の禁止に抵

触するおそれがあるので留意しなければならない。 

 

(１) 会社に対する責任 

会計参与は、計算関係書類等の作成等の任務を怠り、これによって会社に損害を与えた

場合には、その損害を賠償する責任を負わなければならない（会423条①）。会計参与のこの

場合の責任は、株主代表訴訟の対象となる（会847条）。ただし、会社に対する責任は過失責

任であるため、会計参与に過失がなければ、会社に生じた損害についての責任を負うこと

はない。立証責任は、請求者にあり、通常、この場合の請求者とは会社となる。 

 

(２) 会社に対する責任の免除ならびに一部免除 

(ア) 会計参与の会社に対する責任は、原則として総株主の同意がなければ免除されな

い（会424条）。 

(イ) 会計参与は、以下に該当する場合で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が

ない場合において、責任の原因となった事実の内容、会計参与の職務の執行状況そ

の他の事情を勘案して、特に必要と認める場合には会計参与が会社から受ける報酬
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等の２年分（最低責任限度額）を超える部分を最大としてその責任が免除される。 

なお、以下の ② および ③ は会計参与の会社に対する責任を一部免除できる旨または

責任限定契約を締結できる旨を定款に定めてあることが前提となる。② および ③ の定款

の定めは、登記事項となる（会911条③二十三、二十四）。 

① 株主総会の特別決議により会計参与の責任の一部を免除した場合（会425条①） 

② 取締役が２人以上の会社において定款の定めに基づいて、監査役設置会社または委

員会設置会社が、取締役の過半数の同意または取締役会の決議により、会計参与の責

任の一部を免除した場合（会426条①） 

③ 定款の定めに基づいて、会社と会計参与が定款で定めた額の範囲内であらかじめ会

社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を責任の限度とする旨の契約を締

結した場合（会427条①） 

 

(３) 第三者に対する特別な責任 

会計参与の第三者に対する責任は、会社に対する責任と異なり、責任が免除され、また

は限定されることはない。会計参与は、次に掲げるように、職務懈怠につき悪意または重

過失があった場合、第三者に対して損害賠償責任を負わなければならない。 

① 会計参与はその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これに

よって第三者（㊟株主、投資家、債権者、取引先等）に生じた損害を賠償する責任を負わ

なければならない（会429条①）。 

② 会計参与は計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類ならびに会計参与報告に

記載し、または記録すべき重要な事項について虚偽の記載または記録をしたときは、

注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負

わなければならない（会429条②一ロ）。 

 

(４) 連帯責任 

会計参与が会社または第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役

員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者となる（会430条）。 

 

(５) 刑事上の責任 

会計参与に限定された罰則ではないが、①取締役等の特別背任罪（会960条①三）、②会社

財産を危うくする罪（会963条②）、③虚偽文書行使等の罪（会964条①一）、④預合いの罪（会

965条）、⑤取締役等の贈収賄罪（会967条①一、②）、⑥株主の権利の行使に関する利益供与の

罪（会970条①）に該当し懲役または罰金に処せられる規定では、会計参与もその対象者に

含まれているので留意しなければならない。 

 

(６) 過料に処すべき行為 

法令上の義務の不履行、法令上の禁止または制限の違反に対しては、その行為について

刑を科すべきときを除き、100万円以下の過料に処せられる。このうち、会計参与の職務に

係わる主なものは、次のとおりである。 

① 貸借対照表、損益計算書、付属明細書、会計参与報告に記載し、もしくは記録すべ

き事項を記載せず、もしくは記録せず、または虚偽の記載もしくは記録をしたとき（会

976条七） 
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② 各事業年度に係る計算書類およびその付属明細書ならびに臨時計算書類、会計参与

報告を会社法に定められた期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定

めた場所に備え置かなかったとき（会976条八） 

 

(７) 行政上の責任 

(ア) 会計参与が不正経理に協力した場合はもちろん、不注意で不正を見逃して善管注

意義務に違反したものと判定された場合にも、税理士法上の信用失墜行為として行

政処分の対象となり得ることに留意しなければならない（税理士37条）。 

(イ) 会計参与である税理士が、正当な理由がなく、その職務遂行において取り扱った

ことについて知り得た秘密を他に洩らし、または窃用した場合は、税理士法上の信

用失墜行為の対象となり得ることに留意しなければならない。会計参与でなくなっ

た後も同様である（税理士38条）。 

 

(８) 会計参与賠償責任保険 

会計参与制度は、会社法上の制度であるため、税理士法に定める税理士業務とは異なっ

た職責上の重い責任が生じることも起こり得る。 

一定の責任を負うことが法定されている会計参与制度の円滑な運用を期するためにも、

賠償責任保険の創設が不可欠であった。日本税理士会連合会は、（株）損保ジャパンおよび

東京海上日動火災保険（株）の保険会社２社に、会計参与賠償責任保険の商品開発を依頼

した結果、「会計参与賠償責任保険」制度が創設され、平成19年７月１日より運用が開始さ

れている。この保険は、会計参与に就任した税理士または税理士法人が、初年度契約の保

険開始日より後に会計参与として行った職務（任務懈怠等）に起因して、保険期間中に日本

国内で損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負担したことにより被る損害について、

これを補償するものである。なお、この保険は、日本税理士会連合会を保険契約者とし、

税理士および税理士法人を被保険者とする団体契約による保険で、税理士会会員のみを加

入対象者としている。 

331



 

Ⅱ 中小企業の会計に関する指針・中小会計要領 

１.『中小企業の会計に関する指針』作成の経緯 

（以下「中小会計指針」という）

（平成17年６月29日成立）
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（監査証明を受ける会社を除く）

（公開草案）

２．これまでの改正の経緯 
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（前年改正の追加改正）

（資産除去

債務）
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（349頁参照）

３.「中小会計指針」の精神（総論） 

 

(１) 中小企業の会計－計算書類の作成義務 

（株式会社にあっては、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）

（以下「会計基準」という）

（第１項）

（一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準）

 

(２) 本指針の目的 
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（第３項）

(３) 本指針の適用対象とする株式会社 

（大会社以外で任意で会計監査人を設置する株式会社を

含む）

（財務諸表）

（第４項）

（第５項）
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(４) 会計基準とその限定的な適用 

（第６項）

（会計処理の簡便化の具体例としては、減損会計の限定的適用、貸倒

引当金の法人税法での区分、退職給付引当金の簡便法などがある）

(５) 法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合 

（第７項）
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（たとえば、減価償却資産の耐用年数や償却限度額の計算方法）

(６) 本指針の記載範囲 

（第

８項）

338



 

４.「中小会計指針」の評価と「中小会計要領」の策定 

(１) これまでの指針の改正 

（所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係る会計処理など）

（以下「IFRS」という）

（遮断）

(２) 中小企業の会計をめぐる２つの議論 

（ASBJ）

（以下「懇談会」という）

（以下「研究会」という）

（研究会では中間報告。以下「報告

書等」という）

(ア) 「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書 （抜粋）」 

(イ) 「中小企業の会計に関する研究会 中間報告 （抜粋）」 
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（以下「中小

会計要領」という）

５．中小企業の会計に関する基本要領の精神（総論） 

(１) 目 的 

 

 （金融機関、取引先、株主等）
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中小企業庁作成リーフレットより  

(２) 中小会計要領の利用が想定される会社 

(３) 中小会計要領の特徴 

 

（真実性の原則）

 （資本取引と損益取引の区分の

原則）

 

（明瞭性の原則）

 

（保守主義の原則）

 

（単一性の原則）
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（重要性の原則）

６．中小会計指針と中小会計要領との関係 

(１) 中小会計指針の他の規定との関係 

（本指針の目的） ３.（2）

３.（2）

(２) 中小会計要領の他の規定との関係 

（以下「企業会計基準」という。）

（1）

(３) 税理士法と中小企業会計 

（税理士の業務）

（これを「税理士業務」という）

342



 

（いわゆる「中小企業等経営強化法」）

７.「中小会計指針」・「中小会計要領」の個別項目（各論） 

(１) 各論を確認する前に 

５.

（実際に要領には、税効果会計、

組織再編の会計およびデリバティブに係る規定は設けられていない）

 

(２) 有価証券 

(ア) 

（会社がトレーディング目的の

専門部署を設置している場合の、その目的のために取得した有価証券）
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(イ) 

(３) 棚卸資産 

(ア) （副産物および作業くずを含む） （半

成工事を含む）

(イ) 

(ウ) 

(エ) 

(４) 固定資産 

(ア) 

(イ) 
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(ウ) 

(エ) 

(オ) 

(カ) 

(５) 退職給付債務・退職給付引当金 

(ア)

(イ)

(ウ) （適用時

差異）
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(エ) 

(６) 税効果会計 

（会計上の簿価と税務上の簿価と

の差額）

(７) その他の各論 

(ア) 金銭債権 

(イ) 貸倒損失・貸倒引当金 
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（11-１-１）

（法基通11-１-１）

(ウ) 経過勘定等 

(エ) 繰延資産 

(オ) 金銭債務 

(カ) デリバティブ 

(キ) 引 当 金 
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(ク) 税金費用・税金債務 

(ケ) 純 資 産 

(コ) 収益・費用の計上 

 
 
 
 
 

（法法22条の２）
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（中小企業）

(サ) リース取引 

（賃借料）

(シ) 外貨建取引等 

（外貨預金を含む）

（１年超のもの）

（時価のないものを含む）

（その他有価証券のうち時価のないものにつ

いては取得原価）

(ス) 組織再編の会計（企業結合会計および事業分離会計） 

（一方の会社が他の会社を支配

したと認められる企業結合） （共同支配となる企業結合）

（親会社と子会社、あるいは子会社と子会社の企業結合などグルー

プ内の組織再編）
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（受取対価が株式のみで、その株式が子会社株式または関連

会社株式に該当する場合） （受取対価

が現金の場合など）

(セ) 個別注記表 

(ソ) 決算公告と貸借対照表および損益計算書ならびに株主資本等変動計算書の例示 

８．中小会計指針および中小会計要領のチェックリスト 

(１) チェックリストの位置づけ 

(２) 中小会計指針のチェックリストの改訂 

（1）

350



 

(３) 中小会計要領のチェックリストの改訂 

（2）

(４) チェックリストを活用した新制度 

９．会計業務の展望と中小企業会計の必要性 

 
※１

※２

（ＩＣＴ）
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※1 野村総合研究所とオックスフォード大学マイケル・Ａ・オズボーン准教授、カール・ベネディ

クト・フレイ博士との共同研究により2015年12月に報告された。 

※2 金融庁金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」では、フィンテッ

クについて、「主に、ＩＴを活用した革新的な金融サービス事業を指す。特に、近年は、海

外を中心に、ＩＴベンチャー企業が、ＩＴ技術を生かして、伝統的な銀行等が提供していな

い金融サービスを提供する動きが活発化している。」と報告している。 

10．中小企業会計と税務実務 

（平成31年４月１日〔基準日〕前）
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税理士法及び関係法令 

 

１． 税理士法 353 

２． 税理士法施行令 368 

３． 税理士法施行規則 370 

４． 税理士法基本通達 377 

 

 





税税 理理 士士 法法 及及 びび 関関 係係 法法 令令   
 

 

税税 理理 士士 法法  

公  布：昭和２６年 ６月１５日法律第２３７号 

施  行：昭和２６年 ７月１５日 

最終改正：令和 ２ 年 ５月２９日法律第３３号 

第第１１章章  総総則則 

（税理士の使命） 

第第１１条条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の

信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 

（税理士の業務） 

第第２２条条 税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税（地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）第 10条の 4第 2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。）、法定外目的税（同項に規定する

法定外目的税をいう。）その他の政令で定めるものを除く。第 49条の 2第 2項第 10号を除き、以下同じ。）に関し、次に

掲げる事務を行うことを業とする。 

一一 税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に対する租税に関

する法令若しくは行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て（これ

らに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和 28年法律第 6号）第２章の規定に係る申告、申請

及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは

処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務書類の作成にとど

まるものを除く。）をいう。） 

二二 税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規

定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。第 34条第 1項において同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）で財務省令で

定めるもの（以下「申告書等」という。）を作成することをいう。） 

三三 税務相談（税務官公署に対する申告等、第 1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標

準等（国税通則法（昭和 37年法律第 66号）第 2条第 6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当する

ものをいう。以下同じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。） 

２２ 税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税

理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただ

し、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。 

３３ 前 2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人（第 48条の 2に規定する税理士法人をいう。次章、第４章及び第５

章において同じ。）の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。 

第第２２条条のの２２ 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭

し、陳述をすることができる。 

２２ 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取

り消し、又は更正したときは、この限りでない。 

（税理士の資格） 

第第３３条条 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第 1号又は第 2号に該当する者については、租

税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して２年以上あることを必要とする。 

一一 税理士試験に合格した者 

二二 第 6条に定める試験科目の全部について、第 7条又は第 8条の規定により税理士試験を免除された者 

三三 弁護士（弁護士となる資格を有する者を含む。） 

四四 公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。） 

２２ 公認会計士法（昭和 23年法律第 103 号）第 16条の 2第 1項の規定により同法第 2条に規定する業務を行うことができる

者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。 

３３ 第 1項第 4号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第 16条第 1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務

省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。 

（欠格条項） 

第第４４条条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。 

一一 未成年者 

二二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三三 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から５年を経過しないもの 

四四 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法（昭

和 29年法律第 61号）（とん税法（昭和 32年法律第 37号）及び特別とん税法（昭和 32年法律第 38号）において準用す
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る場合を含む。）若しくは地方税法の規定により通告処分受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を

受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から３年を経過しないもの 

五五 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなつた日から３年を経過しないもの 

六六 懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から３年を経過しないもの 

七七 国家公務員法（昭和 22年法律第 120 号）、国会職員法（昭和 22年法律第 85号）又は地方公務員法（昭和 25年法律第

261 号）の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から３年を経過しない者 

八八 国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手

当支給制限等処分（国家公務員退職手当法（昭和 28年法律第 182 号）第 14条第 1項第 3号に該当することにより同項の

規定による一般の退職手当等（同法第 5条の 2第 2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。）

の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一

般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。）を受けた者又は地方公

務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する

処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から３年を経過しないもの 

九九 弁護士法（昭和 24年法律第 205 号）若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（昭和 61年法律

第 66号）、公認会計士法、弁理士法（平成 12年法律第 49号）、司法書士法（昭和 25年法律第 197 号）、行政書士法（昭

和 26年法律第 4号）、社会保険労務士法（昭和 43年法律第 89号）又は不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38年法律

第 152 号）の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行

政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受け

た日から３年を経過しないもの（これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。） 

十十 税理士の登録を拒否された者のうち第 22条第 4項の規定に該当する者又は第 25条第 1項第 1号の規定により税理士の

登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から３年を経過しないもの 

第第２２章章  税税理理士士試試験験   

（受験資格） 

第第５５条条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。 

一一 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して２年以上になる者 

イイ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税（関税、とん税及び特別とん税を除く。第 24条、第 36条、

第 41条の 3及び第 46条を除き、以下同じ。）若しくは地方税に関する事務 

ロロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務 

ハハ 銀行、信託会社（信託業法（平成 16年法律第 154 号）第 3条又は第 53条第 1項の免許を受けた者をいう。）、保険

会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用（貸付先の経

理についての審査を含む。）に関する事務 

ニニ 法人（国又は地方公共団体の特別会計を含む。）又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの 

ホホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務 

ヘヘ 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務 

二二 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法

律学又は経済学を修めたもの又は同法第91条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの 

三三 司法試験に合格した者  

四四 公認会計士法第8条第1項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者（当

該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。） 

五五 国税審議会が法律学又は経済学に関し前 3号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者 

２２ 前項第 1号に掲げる事務又は業務の２以上に従事した者は、これらの事務又は業務の２以上に従事した期間を通算した場

合に、その期間が２年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。 

３３ 前 2項の規定の適用については、第 1項第 1号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受

けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。 

４４ 第 1項第 5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。 

（試験の目的及び試験科目） 

第第６６条条 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定

める科目について行う。 

一一 次に掲げる科目（イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を

含む。以下「税法に属する科目」という。）のうち受験者の選択する３科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか

１科目は、必ず選択しなければならないものとする。 

イイ 所得税法 

ロロ 法人税法 

ハハ 相続税法 

ニニ 消費税法又は酒税法のいずれか１科目 

ホホ 国税徴収法 

ヘヘ 地方税法のうち道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含む。）に関する部分又は地方税法の

うち事業税に関する部分のいずれか１科目 
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トト 地方税法のうち固定資産税に関する部分 

二二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の２科目（以下「会計学に属する科目」という。） 

（試験科目の一部の免除等） 

第第７７条条 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申

請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。 

２２ 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの（以下この項及び次条第 1項第 1号において「税法に属する科目等」とい

う。）に関する研究により修士の学位（学校教育法第 104 条に規定する学位をいう。次項及び次条第 1項において同じ。）

又は同法第 104 条第 3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験におい

て税法に属する科目のいずれか１科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に

関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該１科目以外の税法に属する科目について、

前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。 

３３ 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの（以下この項及び次条第 1 項第 2 号において「会計学に属する科目等」と

いう。）に関する研究により修士の学位又は学校教育法第 104 条第 3 項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定

めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか１科目について政令で定める基準以上の成績を

得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの

当該１科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。 

４４ 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第 1項に規定する成績を得た者については、

当該科目は、前条第 1号に掲げられている試験科目とみなす。 

５５ 第 2項及び第 3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。 

第第８８条条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を

免除する。 

一一 大学等（学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第 104 条第 7項第 2号に規定する大学若しくは大

学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。）において税法に属する科目等の教授、

准教授又は講師の職にあつた期間が通算して３年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を

授与された者については、税法に属する科目 

二二 大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授又は講師の職にあつた期間が通算して３年以上になる者及び会計

学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目 

三三 公認会計士法第3条に規定する公認会計士試験に合格した者又は同法第10条第2項の規定により公認会計士試験の論文

式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に

属する科目 

四四 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律

の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 

五五 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して 15 年以上になる者

については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 

六六 官公署における事務のうち道府県民税（都民税を含む。）、市町村民税（特別区民税を含む。）、事業税若しくは固定

資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して 10 年以上になる者につい

ては、税法に属する科目のうち地方税に関するもの 

七七 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して 15 年以上になる

者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの 

八八 第 6号に規定する事務に従事した期間が通算して 15年以上になる者については、税法に属する科目 

九九 第 7号に規定する事務に従事した期間が通算して 20年以上になる者については、税法に属する科目 

十十 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又

は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令

で定めるものに在職した期間が通算して５年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修（財務省令で定める要件

を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第 1項に規定する成績

を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。）を修了した者につい

ては、会計学に属する科目 

イイ 第 4号から第 6号までに規定する事務に従事した期間が通算して 23年以上になる者 

ロロ 第 7号に規定する事務に従事した期間が通算して 28年以上になる者 

ハハ イに規定する期間を通算した年数の 23分の 28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数

が 28年以上になる者 

２２  前項第 1号又は第 4号から第 9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に

従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を 10年とする割合により年数を換算し

てこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が 10年以上になるときは、その申請により、税

理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第 1号又は第 8号若しくは第 9号に規定する職又は事務

に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関する

もののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。 

（受験手数料等） 

第第９９条条 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 

２２ 第 7条第 2項又は第 3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付し
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なければならない。 

３３ 第 1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。 

（合格の取消し等） 

第第 1100 条条 国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又

は合格の決定を取り消すことができる。 

２２ 国税審議会は、第 7条第 2項若しくは第 3項の規定による認定又は第 8条第 1項各号の規定による免除を決定した後、当

該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、そ

の認定又は免除を取り消すことができる。 

３３ 国税審議会は、第 1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により３年以内の期間を定めて税理士試験を受けること

ができないものとすることができる。 

（合格証書等） 

第第 1111 条条 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 

２２ 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知

する。 

（試験の執行） 

第第 1122 条条 税理士試験は、国税審議会が行う。 

２２ 税理士試験は、毎年１回以上行う。 

（試験の細目）  

第第 1133 条条 この法律に定めるもののほか、税理士試験（第 8条第 1項第 10号の規定による指定を含む。）の執行に関する細目

については、財務省令で定める。 

第第 1144 条条 削除 

第第 1155 条条 削除 

第第 1166 条条 削除 

第第 1177 条条 削除 

第第３３章章  登登録録 

（登録） 

第第 1188 条条 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年

月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。 

（税理士名簿） 

第第 1199 条条 税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。 

２２ 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。 

３３ 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第 1項の税理士名簿を磁気ディスク（これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第 41条及び第 48条の 10において同じ。）をもつて調製すること

ができる。 

（変更登録） 

第第 2200 条条 税理士は、第 18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければな

らない。 

（登録の申請） 

第第 2211 条条 第 18 条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登

録申請書を、第 3条第 1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を

経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。 

２２ 前項の規定による登録申請書には、その副本３通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、

遅滞なく当該副本１通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村（特別区を含む。以下

同じ。）及び都道府県の長に送付するものとする。 

（登録に関する決定） 

第第 2222 条条 日本税理士会連合会は、前条第 1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士とな

る資格を有し、かつ、第 24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理

士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この

場合において、次条第 1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、

第 49条の 16に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。 

２２ 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、

相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。 

３３ 日本税理士会連合会は、第 1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定

により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。 

４４ 日本税理士会連合会は、第 1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第 24条各

号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第 1項の規定に

よる登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。 

（国等と日本税理士会連合会との間の通知） 

第第 2233 条条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第 21条第 1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資
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格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第 21条第 2項の規定により登録申請書の副本の送付を

受けた日から１月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。 

２２ 日本税理士会連合会は、前条第 1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地

を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。 

（登録拒否事由） 

第第 2244 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 

一一 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業

務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第 5条に規定する鑑定評価等業務（第 43条において「鑑定評価等業

務」という。）を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの 

二二 報酬のある公職（国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他財務省令で定める公職を除く。第 43条に

おいて同じ。）に就いている者 

三三 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者

で、その行為があつた日から２年を経過しないもの 

四四 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その

行為があつた日から２年を経過しないもの 

五五 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令に触れる行為をした者で、その行為があつた日から２年を

経過しないもの 

六六 次のイ又はロのいずれかに該当し、税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者 

イイ 心身に故障があるとき。 

ロロ 第4条第4号から第11号までのいずれかに該当していた者が当該各号に規定する日から当該各号に規定する年数を経

過して登録の申請をしたとき。 

七七 税理士の信用又は品位を害するおそれがある者その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 

（登録を拒否された場合等の審査請求）  

第第 2244 条条のの２２ 第 22 条第 1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請

求をすることができる。 

２２ 第 21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から３月を経過しても当該申請に対して何

らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場

合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。 

３３ 前 2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第 22条第 4項の規定に該当する者であるときは、国

税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。 

４４ 第 1項又は第 2項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第 25条第 2項及び第 3項並びに第 46条第 2項の規定

の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。 

（登録の取消し） 

第第 2255 条条 日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第 49 条の 16 に規定

する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 

一一 税理士となる資格又は第 24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは

虚偽の記載をして第 21条第 1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判

明したとき。 

二二 第 24 条第 6号（イに係る部分に限る。）に規定する者に該当するに至つたとき。 

三三 ２年以上継続して所在が不明であるとき。 

２２ 日本税理士会連合会は、前項第 1号又は第 2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取

り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。 

３３ 前条第 1項及び第 4項の規定は、第 1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用す

る。この場合において、同条第 4項中「第 46条第 2項」とあるのは、「第 46条第 1項」と読み替えるものとする。 

（登録の抹消） 

第第 2266 条条 日本税理士会連合会は、税理士が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消し

なければならない。 

一一 その業務を廃止したとき。 

二二 死亡したとき。 

三三 前条第 1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 

四四 前号に規定するもののほか、第 4条第 2号から第 9号までのいずれかに該当するに至つたことその他の事由により税理

士たる資格を有しないこととなつたとき。 

２２ 税理士が前項第 1号、第 2号又は第 4号のいずれかに該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相

続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。 

（登録及び登録のまつ消の公告） 

第第 2277 条条 日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録を

まつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。 

（税理士証票の返還） 

第第 2288 条条 税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理

士会連合会に返還しなければならない。税理士が第 43条の規定に該当することとなつた場合又は第 45条若しくは第 46条の
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規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。 

２２ 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申

請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。 

（登録の細目） 

第第 2299 条条 この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目につ

いては、財務省令で定める。 

第第４４章章  税税理理士士のの権権利利及及びび義義務務   

（税務代理の権限の明示） 

第第 3300 条条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面

を税務官公署に提出しなければならない。 

（特別の委任を要する事項）  

第第 3311 条条 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 

一一 不服申立ての取下げ 

二二 代理人の選任 

（税理士証票の提示） 

第第 3322 条条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接する

ときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。 

（署名押印の義務） 

第第 3333 条条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出すると

きは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名押印しなければならない。この場合において、当該申告書等が租

税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還付の請求に関する書類であるときは、当該申

告書等には、併せて本人（その者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものである

ときは、その代表者又は管理人）が署名押印しなければならない。 

２２ 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなけ

ればならない。 

３３ 税理士は、前2項の規定により署名押印するときは、税理士である旨その他財務省令で定める事項を付記しなければならない。 

４４ 第 1項又は第 2項の規定による署名押印の有無は、当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。 

５５ 削除 

（計算事項、審査事項等を記載した書面の添付） 

第第 3333 条条のの２２ 税理士又は税理士法人は、国税通則法第 16条第 1項第 1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第 1条第 1項第

8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、

当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申

告書に添付することができる。 

２２ 税理士又は税理士法人は、前項に規定する租税の課税標準等を記載した申告書で他人の作成したものにつき相談を受けて

これを審査した場合において、当該申告書が当該租税に関する法令の規定に従つて作成されていると認めたときは、その審

査した事項及び当該申告書が当該法令の規定に従つて作成されている旨を財務省令で定めるところにより記載した書面を当

該申告書に添付することができる。 

３３ 税理士又は税理士法人が前 2項の書面を作成したときは、当該書面の作成に係る税理士は、当該書面に税理士である旨そ

の他財務省令で定める事項を付記して署名押印しなければならない。 

（調査の通知） 

第第 3344 条条 税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関

しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされてい

る場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。）を調査する場合において、当該租税に関し第 30条の規定による書面を

提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。 

２２ 前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するとき

は、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足りる。 

３３ 第 1項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表

する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当

該代表する税理士に対してすれば足りる。 

（意見の聴取） 

第第 3355 条条 税務官公署の当該職員は、第 33条の 2第 1項又は第 2項に規定する書面（以下この項及び次項において「添付書面」

という。）が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通

知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第 30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、

当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 

２２ 添付書面が添付されている申告書について国税通則法又は地方税法の規定による更正をすべき場合において、当該添付書

面に記載されたところにより当該更正の基因となる事実につき税理士が計算し、整理し、若しくは相談に応じ、又は審査し

ていると認められるときは、税務署長（当該更正が国税庁又は国税局の当該職員の調査に基づいてされるものである場合に

おいては、国税庁長官又は国税局長）又は地方公共団体の長は、当該税理士に対し、当該事実に関し意見を述べる機会を与

えなければならない。ただし、申告書及びこれに添付された書類の調査により課税標準等の計算について法令の規定に従つ
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ていないことが明らかであること又はその計算に誤りがあることにより更正を行う場合には、この限りでない。 

３３ 国税不服審判所の担当審判官又は行政不服審査法第 9条第 1項の規定により国税庁長官若しくは地方公共団体の長が指名

した者は、租税についての審査請求に係る事案について調査する場合において、当該審査請求に関し第 30条の規定による書

面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対し当該事案に関し意見を述べる機会を与えなければならない。 

４４ 前 3項の規定による措置の有無は、これらの規定に規定する調査に係る処分、更正又は審査請求についての裁決の効力に

影響を及ぼすものと解してはならない。 

（脱税相談等の禁止） 

第第 3366 条条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受ける

ことにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第第 3377 条条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 

（非税理士に対する名義貸しの禁止） 

第第 3377 条条のの２２ 税理士は、第52条又は第53条第1項から第3項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 

（秘密を守る義務） 

第第 3388 条条 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理

士でなくなつた後においても、また同様とする。 

（会則を守る義務） 

第第 3399 条条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 

（研修）  

第第 3399 条条のの２２ 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなけれ

ばならない。 

（事務所の設置） 

第第 4400 条条 税理士（税理士法人の社員（財務省令で定める者を含む。第 4 項において同じ。）を除く。次項及び第 3 項におい

て同じ。）及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。 

２２ 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。 

３３ 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。 

４４ 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。 

（帳簿作成の義務） 

第第 4411 条条 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、１件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税

務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。 

２２ 前項の帳簿は、閉鎖後５年間保存しなければならない。 

３３ 税理士は、財務省令で定めるところにより、第 1項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。 

（使用人等に対する監督義務） 

第第 4411 条条のの２２ 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠ける

ところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。 

（助言義務） 

第第 4411 条条のの３３ 税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れてい

る事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき

事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう

助言しなければならない。 

（業務の制限） 

第第 4422 条条 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後１

年間は、その離職前１年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長

官の承認を受けた者については、この限りでない。 

（業務の停止） 

第第 4433 条条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会

保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けてい

る間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。 

第第５５章章  税税理理士士のの責責任任 

（懲戒の種類） 

第第 4444 条条 税理士に対する懲戒処分は、次の３種とする。 

一一 戒告 

二二 ２年以内の税理士業務の停止 

三三 税理士業務の禁止 

（脱税相談等をした場合の懲戒） 

第第 4455 条条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第 36条の

規定に違反する行為をしたときは、２年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。 

２２ 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は２年以内の税理士業務の停止の

処分をすることができる。 
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（一般の懲戒） 

第第 4466 条条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第 33条の 2第 1項若しくは第 2項の規定により添

付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第

44条に規定する懲戒処分をすることができる。 

（懲戒の手続等） 

第第 4477 条条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前 2 条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務

大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するもの

とする。 

２２ 税理士会は、その会員について、前 2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏

名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 

３３ 何人も、税理士について、前 2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及

びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

４４ 財務大臣は、前 2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしな

ければならない。当該懲戒処分に係る審査請求について、行政不服審査法第 46条第 1項の規定により裁決をしようとすると

きも、同様とする。 

５５ 財務大臣は、前 2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士

に通知しなければならない。 

（登録抹消の制限） 

第第 4477 条条のの２２ 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第 26条

第 1項第 1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。 

（懲戒処分の公告） 

第第 4488 条条 財務大臣は、第 45 条又は第 46 条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなけ

ればならない。 

第第５５章章のの２２  税税理理士士法法人人 

（設立） 

第第 4488 条条のの２２ 税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人（税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士

が共同して設立した法人をいう。以下同じ。）を設立することができる。 

（名称） 

第第 4488 条条のの３３ 税理士法人は、その名称中に税理士法人という文字を使用しなければならない。 

（社員の資格） 

第第 4488 条条のの４４ 税理士法人の社員は、税理士でなければならない。 

２２ 次に掲げる者は、社員となることができない。 

一一 第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた

場合において、当該業務の停止の期間を経過しない者 

二二 第 48 条の 20 第 1 項の規定により税理士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前 30

日内にその社員であつた者でその処分の日から３年（業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間）

を経過しないもの 

（業務の範囲） 

第第 4488 条条のの５５ 税理士法人は、税理士業務を行うほか、定款で定めるところにより、第 2 条第 2 項の業務その他これに準ずる

ものとして財務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。 

第第 4488 条条のの６６ 前条に規定するもののほか、税理士法人は、第 2 条の 2 第 1 項の規定により税理士が処理することができる事

務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士（以下この条及び第 48条の 20第 4項において「社員等」という。）に

行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等の

うちからその補佐人を選任させなければならない。 

（登記） 

第第 4488 条条のの７７ 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 

２２ 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 

（設立の手続） 

第第 4488 条条のの８８ 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。 

２２ 会社法（平成 17年法律第 86号）第 30条第 1項の規定は、税理士法人の定款について準用する。 

３３ 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一一 目的 

 二二 名称 

 三三 事務所の所在地 

 四四 社員の氏名及び住所 

 五五 社員の出資に関する事項 

 六六 業務の執行に関する事項 

（成立の時期） 

第第 4488 条条のの９９ 税理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 
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（成立の届出等） 

第第 4488 条条のの 1100 税理士法人は、成立したときは、成立の日から２週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その

旨を、その主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会（以下この章において「本店所在地の税理士会」と

いう。）を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。 

２２ 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、税理士法人の名簿を作成し、これを国税庁長官に提出しなけれ

ばならない。 

３３  日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、前項の名簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。  

（業務を執行する権限） 

第第 4488 条条のの 1111 税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 

２２ 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 

（社員の常駐） 

第第 4488 条条のの 1122 税理士法人の事務所には、その事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員である社員を常駐

させなければならない。 

（定款の変更） 

第第 4488 条条のの 1133 税理士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 

２２ 税理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から２週間以内に、変更に係る事項を、本店所在地の税理士会を経由し

て、日本税理士会連合会に届け出なければならない。 

（社員の競業の禁止） 

第第 4488 条条のの 1144 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他

の税理士法人の社員となつてはならない。 

２２ 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたと

きは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。 

（業務の執行方法） 

第第 4488 条条のの 1155 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。 

（税理士の権利及び義務等に関する規定の準用）  

第第 4488 条条のの 1166 第 1条、第 30条、第 31条、第 34条から第 37条の 2まで、第 39条及び第 41条から第 41条の 3までの規定は、

税理士法人について準用する。 

（法定脱退） 

第第 4488 条条のの 1177 税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。 

一一 税理士の登録の抹消  

二二 定款に定める理由の発生  

三三 総社員の同意  

四四 除名  

（解散） 

第第 4488 条条のの 1188 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。 

一一 定款に定める理由の発生 

二二 総社員の同意 

三三 他の税理士法人との合併 

四四 破産手続開始の決定 

五五 解散を命ずる裁判 

六六 第 48 条の 20 第 1項の規定による解散の命令 

２２ 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が１人になり、そのなつた日から引き続き６月間その社員が２人以上

にならなかつた場合においても、その６月を経過した時に解散する。 

３３ 税理士法人は、第 1項第 3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から２週間以内に、その旨を、本店所在

地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。 

（裁判所による監督） 

第第 4488 条条のの 1188 のの２２ 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

３３ 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 

４４ 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 

（清算結了の届出） 

第第 4488 条条のの 1188 のの３３ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。 

（解散及び清算の監督に関する事件の管轄）  

第第 4488 条条のの 1188 のの４４ 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管

轄に属する。 

（検査役の選任） 

第第 4488 条条のの 1188 のの５５ 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 

２２ 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

３３ 裁判所は、第 1項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。 
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（合併）  

第第 4488 条条のの 1199 税理士法人は、総社員の同意があるときは、他の税理士法人と合併することができる。 

２２  合併は、合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をす

ることによつて、その効力を生ずる。 

３３ 税理士法人は、合併したときは、合併の日から２週間以内に、登記事項証明書（合併により設立する税理士法人にあつて

は、登記事項証明書及び定款の写し）を添えて、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け

出なければならない。 

４４ 合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人は、合併により消滅する税理士法人の権利義務を承継する。 

（債権者の異議等） 

第第 4488 条条のの 1199 のの２２ 合併をする税理士法人の債権者は、当該税理士法人に対し、合併について異議を述べることができる。 

２２ 合併をする税理士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ

ならない。ただし、第 3号の期間は、１月を下ることができない。 

一一 合併をする旨 

二二 合併により消滅する税理士法人及び合併後存続する税理士法人又は合併により設立する税理士法人の名称及び主たる事

務所の所在地 

三三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 

３３ 前項の規定にかかわらず、合併をする税理士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第 6項において準用する会社

法第 939 条第 1項の規定による定款の定めに従い、同項第 2号又は第 3号に掲げる方法によりするときは、前項の規定によ

る各別の催告は、することを要しない。 

４４ 債権者が第 2項第 3号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 

５５ 債権者が第 2項第 3号の期間内に異議を述べたときは、合併をする税理士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは

相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等（信託会社及び信託業務を営む金融

機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和 18年法律第 43号）第 1条第 1項の認可を受けた金融機関をいう。）

をいう。）に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、

この限りでない。 

６６ 会社法第 939 条第 1項（第 2号及び第 3号に係る部分に限る。）及び第 3項、第 940 条第 1項（第 3号に係る部分に限る。）

及び第 3項、第 941 条、第 946 条、第 947 条、第 951 条第 2項、第 953 条並びに第 955 条の規定は、税理士法人が第 2項の

規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第 939 条第 1項及び第 3項中「公告方法」とあるの

は「合併の公告の方法」と、同法第 946 条第 3項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。 

（合併の無効の訴え） 

第第 4488 条条のの 1199 のの３３ 会社法第 828 条第 1項（第 7号及び第 8号に係る部分に限る。）及び第 2項（第 7号及び第 8号に係る部

分に限る。）、第 834 条（第 7 号及び第 8 号に係る部分に限る。）、第 835 条第 1 項、第 836 条第 2 項及び第 3 項、第 837

条から第 839 条まで、第 843 条（第 1項第 3号及び第 4号並びに第 2項ただし書を除く。）並びに第 846 条の規定は税理士

法人の合併の無効の訴えについて、同法第 868 条第 6 項、第 870 条第 2 項（第 6 号に係る部分に限る。）、第 870 条の 2、

第 871 条本文、第 872 条（第 5 号に係る部分に限る。）、第 872 条の 2、第 873 条本文、第 875 条及び第 876 条の規定はこ

の条において準用する同法第 843 条第 4項の申立てについて、それぞれ準用する。 

（違法行為等についての処分） 

第第 4488 条条のの 2200 財務大臣は、税理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認めら

れるときは、その税理士法人に対し、戒告し、若しくは２年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又

は解散を命ずることができる。 

２２ 第 47 条及び第 48条の規定は、前項の処分について準用する。 

３３ 第 1項の規定による処分の手続に付された税理士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、

当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。 

４４ 第 1 項の規定は、同項の規定により税理士法人を処分する場合において、当該税理士法人の社員等につき第 45 条又は第

46条に該当する事実があるときは、その社員等である税理士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはな

らない。 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等） 

第第 4488 条条のの 2211 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第 4 条並びに会社法第 600 条、第 614

条から第 619 条まで、第 621 条及び第 622 条の規定は税理士法人について、同法第 580 条第 1項、第 581 条、第 582 条、第

585 条第 1 項及び第 4 項、第 586 条、第 593 条、第 595 条、第 596 条、第 599 条、第 601 条、第 605 条、第 606 条、第 609

条第 1項及び第 2項、第 611 条（第 1項ただし書を除く。）、第 612 条並びに第 613 条の規定は税理士法人の社員について、

同法第 589 条第 1 項の規定は税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第 859 条から第 862

条までの規定は税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。

この場合において、同法第 613 条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第 615 条第 1項、第 617 条第 1項及び第 2項並び

に第 618 条第 1項第 2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第 617 条第 3項中「電磁的記録」とあるのは「電

磁的記録（税理士法第 2条第 1項第 2号に規定する電磁的記録をいう。次条第 1項第 2号において同じ。）」と、同法第 859

条第 2 号中「第 594 条第 1 項（第 598 条第 2 項において準用する場合を含む。）」とあるのは「税理士法第 48 条の 14 第 1

項」と読み替えるものとする。 

２２ 会社法第 644 条（第 3 号を除く。）、第 645 条から第 649 条まで、第 650 条第 1 項及び第 2 項、第 651 条第 1 項及び第 2

項（同法第 594 条の準用に係る部分を除く。）、第 652 条、第 653 条、第 655 条から第 659 条まで、第 662 条から第 664 条
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まで、第 666 条から第 673 条まで、第 675 条、第 863 条、第 864 条、第 868 条第 1項、第 869 条、第 870 条第 1項（第 1号

及び第 2号に係る部分に限る。）、第 871 条、第 872 条（第 4号に係る部分に限る。）、第 874 条（第 1号及び第 4号に係

る部分に限る。）、第 875 条並びに第 876 条の規定は、税理士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、

同法第 644 条第 1号中「第 641 条第 5号」とあるのは「税理士法第 48条の 18第 1項第 3号」と、同法第 647 条第 3項中「第

641 条第 4 号又は第 7 号」とあるのは「税理士法第 48 条の 18 第 1 項第 5 号若しくは第 6 号又は第 2 項」と、同法第 658 条

第 1項及び第 669 条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同法第 668 条第 1項及び第 669 条中「第 641 条第 1号から

第 3号まで」とあるのは「税理士法第 48条の 18第 1項第 1号又は第 2号」と、同法第 670 条第 3項中「第 939 条第 1項」

とあるのは「税理士法第 48条の 19の 2第 6項において準用する第 939 条第 1項」と、同法第 673 条第 1項中「第 580 条」

とあるのは「税理士法第 48条の 21第 1項において準用する第 580 条第 1項」と読み替えるものとする。 

３３ 会社法第 824 条、第 826 条、第 868 条第 1 項、第 870 条第 1 項（第 10 号に係る部分に限る。）、第 871 条本文、第 872

条（第 4号に係る部分に限る。）、第 873 条本文、第 875 条、第 876 条、第 904 条及び第 937 条第 1項（第 3号ロに係る部

分に限る。）の規定は税理士法人の解散の命令について、同法第 825 条、第 868 条第 1項、第 870 条第 1項（第 1号に係る

部分に限る。）、第 871 条、第 872 条（第 1号及び第 4号に係る部分に限る。）、第 873 条、第 874 条（第 2号及び第 3号

に係る部分に限る。）、第 875 条、第 876 条、第 905 条及び第 906 条の規定はこの項において準用する同法第 824 条第 1項

の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 

４４ 会社法第 828 条第 1項（第 1号に係る部分に限る。）及び第 2項（第 1号に係る部分に限る。）、第 834 条（第 1号に係

る部分に限る。）、第 835 条第 1項、第 837 条から第 839 条まで並びに第 846 条の規定は、税理士法人の設立の無効の訴え

について準用する。 

５５ 会社法第 833 条第 2項、第 834 条（第 21号に係る部分に限る。）、第 835 条第 1項、第 837 条、第 838 条、第 846 条及び

第 937 条第 1項（第 1号リに係る部分に限る。）の規定は、税理士法人の解散の訴えについて準用する。 

６６ 破産法（平成 16年法律第 75号）第 16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。 

第第６６章章  税税理理士士会会及及びび日日本本税税理理士士会会連連合合会会 

（税理士会） 

第第 4499 条条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。 

２２ 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長

官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域（以下「指定区域」

という。）を定めることを請求することができる。 

３３ 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立

されている区域内において指定区域を定めることができる。 

４４ 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた

税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。 

５５ 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第

2 項の規定による請求をした税理士会（以下この項において「前の税理士会」という。）が設立されていた区域から除かれ

るものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第 3項の規定により国税庁長官が定

めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。 

６６ 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改

善進歩に資するため、支部（第 49条の 3第 1項に規定する支部をいう。）及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事

務を行うことを目的とする。 

７７ 税理士会は、法人とする。 

８８ 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。 

（税理士会の会則） 

第第 4499 条条のの２２ 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなけれ

ばならない。 

２２ 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 

一一 名称及び事務所の所在地 

二二 入会及び退会に関する規定 

三三 役員に関する規定 

四四 会議に関する規定 

五五 税理士の品位保持に関する規定 

六六 会員の研修に関する規定 

七七 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 

八八 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定 

九九 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定 

十十 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関する規定 

十十一一 会費に関する規定 

十十二二 庶務及び会計に関する規定 

３３ 税理士会の会則の変更（政令で定める重要な事項に係るものに限る。）は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を

生じない。 
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（税理士会の支部） 

第第 4499 条条のの３３ 税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたと

きは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。 

２２ 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。 

（成立の時期） 

第第 4499 条条のの４４ 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。 

（登記） 

第第 4499 条条のの５５ 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 

２２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 

（入会及び退会等） 

第第 4499 条条のの６６ 税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む

区域に設立されている税理士会の会員となる。 

２２ 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所

在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当

然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税

理士会の会員となる。 

３３ 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員

となる。 

４４ 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立さ

れている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在

地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 

５５ 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつた

ときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。 

６６ 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更（第 49条第 5項の規定による区域の変更を含む。）

があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれるこ

ととなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所

又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。 

７７ 税理士は、第 26条第 1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税

理士会を退会する。 

８８ 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。 

９９ 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に

所属するものとする。 

（役員） 

第第 4499 条条のの７７ 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。 

２２ 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。 

３３ 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときは

その職務を行う。 

４４ 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 

（総会） 

第第 4499 条条のの８８ 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。 

２２ 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。 

３３ 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。 

（総会の決議等の報告） 

第第 4499 条条のの９９ 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。 

（紛議の調停） 

第第 4499 条条のの 1100 税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることが

できる。 

（建議等） 

第第 4499 条条のの 1111 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮

問に答申することができる。 

（合併及び解散） 

第第 4499 条条のの 1122 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税

理士会は、総会の決議により合併又は解散する。 

２２ 合併後存続する税理士会又は合併により設立する税理士会は、合併により消滅する税理士会の権利義務を承継する。 

３３ 第 48 条の 19 の 2の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。 

４４ 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立

された税理士会の会員となる。 

（清算中の税理士会の能力） 

第第 4499 条条のの 1122 のの２２ 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみ

なす。 
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（清算人） 

第第 4499 条条のの 1122 のの３３ 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人

となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りで

ない。 

２２ 次に掲げる者は、清算人となることができない。 

一一 死刑又は無期若しくは６年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者 

二二 ６年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（裁判所による清算人の選任） 

第第 4499 条条のの 1122 のの４４ 前条第 1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがある

ときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 

（清算人の解任） 

第第 4499 条条のの 1122 のの５５ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任

することができる。 

（清算人の職務及び権限） 

第第 4499 条条のの 1122 のの６６ 清算人の職務は、次のとおりとする。  

一一 現務の結了 

二二  債権の取立て及び債務の弁済 

三三 残余財産の引渡し 

２２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 

（債権の申出の催告等） 

第第 4499 条条のの 1122 のの７７ 清算人は、その就職の日から２月以内に、少なくとも３回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内

にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、２月を下ることができない。 

２２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただ

し、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 

３３ 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 

４４ 第 1項の公告は、官報に掲載してする。 

（期間経過後の債権の申出） 

第第 4499 条条のの 1122 のの８８ 前条第 1項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき

者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 

（裁判所による監督） 

第第 4499 条条のの 1122 のの９９ 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

（日本税理士会連合会） 

第第 4499 条条のの 1133 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。 

２２ 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理

士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の

登録に関する事務を行うことを目的とする。 

３３ 日本税理士会連合会は、法人とする。 

４４ 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。 

（日本税理士会連合会の会則） 

第第 4499 条条のの 1144 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 

一一 第 49 条の 2第 2項第 1号、第 3号から第 5号まで及び第 10号から第 12号までに掲げる事項 

二二 税理士の登録に関する規定 

三三 第 49 条の 16 に規定する資格審査会に関する規定 

四四 第 41 条第 1項の帳簿及びその記載に関する規定 

五五 税理士会の会員の研修に関する規定 

六六 第 49 条の 2第 2項第 9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定 

２２ 日本税理士会連合会の会則の変更（前項第 2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。）は、財

務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

（税理士会に関する規定の準用） 

第第 4499 条条のの 1155 第 49 条の 2第 1項、第 49条の 4、第 49条の 5、第 49条の 7から第 49条の 9まで及び第 49条の 11の規定は、

日本税理士会連合会について準用する。 

（資格審査会） 

第第 4499 条条のの 1166 日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。 

２２ 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第 22 条第 1 項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第 25 条第 1

項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。 

３３ 資格審査会は、会長及び委員４人をもつて組織する。 

４４ 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。 

５５ 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちか

ら委嘱する。 
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６６ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７７ 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（総会の決議の取消し） 

第第 4499 条条のの 1177 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連

合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。 

（貸借対照表等） 

第第 4499 条条のの 1188 日本税理士会連合会は、毎事業年度、第 49条の 15の規定において準用する第 49条の 8第 3項に規定する総会

の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附

属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に

供しなければならない。 

（一般的監督） 

第第 4499 条条のの 1199 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体

から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の

物件を検査させることができる。 

２２ 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用）  

第第 4499 条条のの 2200 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 4条及び第 78条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会に

ついて準用する。 

（政令への委任） 

第第 4499 条条のの 2211 この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必

要な事項は、政令で定める。 

第第７７章章  雑雑則則   

（臨時の税務書類の作成等） 

第第 5500 条条 国税局長（地方税については、地方公共団体の長）は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があ

つた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、そ

の申請により、２月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の

計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方

公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。 

２２ 第 33 条第 2項及び第 4項、第 36条並びに第 38条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。 

（税理士業務を行う弁護士等） 

第第 5511 条条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理

士業務を行うことができる。 

２２ 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第 1条、第 30条、第 31条、第 33条から

第 38条まで、第 41条から第 41条の 3まで、第 43条前段、第 44条から第 46条まで（これらの規定中税理士業務の禁止の

処分に関する部分を除く。）、第 47条、第 48条、第 54条及び第 55条の規定の適用については、税理士とみなす。この場

合において、第 33条第 3項及び第 33条の 2第 3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第 51

条第 1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第 3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業

務を行う場合にはその法人の名称」とする。 

３３ 弁護士法人（弁護士法に規定する社員の全員が、第 1項の規定により国税局長に通知している法人に限る。）は、所属弁

護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 

４４ 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第 33条、第 33条の 2、第 48条の 16

（第 39条の規定を準用する部分を除く。）、第 48条の 20（税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。）、第 54

条及び第 55条の規定の適用については、税理士法人とみなす。 

（行政書士等が行う税務書類の作成） 

第第 5511 条条のの２２ 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴル

フ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行

うことができる。 

（税理士業務の制限） 

第第 5522 条条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 

（名称の使用制限） 

第第 5533 条条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 

２２ 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 

３３ 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用い

てはならない。 

４４ 前 3項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他の法律の規定に

より認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。 

（税理士の使用人等の秘密を守る義務）  

第第 5544 条条 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に

漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様と

する。 
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（監督上の措置） 

第第 5555 条条 国税庁長官は、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、

又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。 

２２  前項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

第第 5566 条条 削除  

（事務の委任） 

第第 5577 条条 国税庁長官は、第 55条第 1項の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせる

ことができる。 

２２ 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなけれ

ばならない。 

第第８８章章  罰罰則則   

第第 5588 条条 第 36 条（第 48 条の 16 又は第 50 条第 2 項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、３年以下の懲

役又は 200 万円以下の罰金に処する。 

第第 5599 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。 

一一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録さ

せたもの 

二二 第 37 条の 2（第 48条の 16において準用する場合を含む。）の規定に違反した者 

三三 第 38 条（第 50条第 2項において準用する場合を含む。）又は第 54条の規定に違反した者 

四四 第 52 条の規定に違反した者 

２２ 前項第 3号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 

第第 6600 条条 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 100 万円以下の罰金に処する。 

一一 第 42 条の規定に違反した者 

二二 第 43 条の規定に違反した者 

三三 第 45 条若しくは第 46条又は第 48条の 20第 1項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処

分に違反して税理士業務を行つた者 

第第 6611 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の罰金に処する。 

一一 第 53 条第 1項の規定に違反した者 

二二 第 53 条第 2項の規定に違反した者 

三三 第 53 条第 3項の規定に違反した者 

第第 6622 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

一一 第 48 条の 19 の 2 第 6 項（第 49 条の 12 第 3 項において準用する場合を含む。）において準用する会社法第 955 条第 1

項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せ

ず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者 

二二 第 49 条の 19 第 1項又は第 55条第 1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告を

し、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

第第 6633 条条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第 58条、第

59条第 1項第 2号（第 48条の 16において準用する第 37条の 2に係る部分に限る。）若しくは第 4号、第 60条第 3号（第

48条の 20第 1項に係る部分に限る。）、第 61条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

第第 6644 条条 次の各号のいずれかに該当する者は、100 万円以下の過料に処する。 

一一 第 48 条の 19 の 2第 6項（第 49条の 12第 3項において準用する場合を含む。次号において同じ。）において準用する

会社法第 946 条第 3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

二二 正当な理由がないのに、第 48条の 19の 2第 6項において準用する会社法第 951 条第 2項各号又は第 955 条第 2項各号

に掲げる請求を拒んだ者  

第第 6655 条条 次の各号のいずれかに該当する場合には、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連

合会の役員は、30万円以下の過料に処する。 

一一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 

二二 第 48 条の 19 の 2第 2項又は第 5項の規定に違反して合併をしたとき。 

三三 第 48 条の 19 の 2第 6項（第 49条の 12第 3項において準用する場合を含む。）において準用する会社法第 941 条 の規

定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 

四四 定款又は第 48条の 21 第 1項において準用する会社法第 615 条第 1項の会計帳簿若しくは第 48条の 21第 1項において

準用する同法第 617 条第 1項若しくは第 2項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録

せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 

五五 第 48 条の 21 第 2項において準用する会社法第 656 条第 1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 

六六 第 48 条の 21 第 2項において準用する会社法第 664 条の規定に違反して財産を分配したとき。 

七七 第 48 条の 21 第 2項において準用する会社法第 670 条第 2項又は第 5項の規定に違反して財産を処分したとき。 
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税税 理理 士士 法法 施施 行行 令令  

 

最終改正：平成３０年３月３１日政令第１４６号 

 

（税理士業務の対象としない租税） 

第第１１条条 税理士法（以下「法」という。）第 2条第 1項に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、

電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税（法第 2条第 1項に規定する法定外普通税をい

い、地方税法（昭和 25年法律第 226 号）第 1条第 2項において準用する同法第 4条第 3項若しくは第 5条第 3項の規定又は

同法第 734 条第 5項の規定によつて課する普通税を含む。）及び法定外目的税（法第 2条第 1項に規定する法定外目的税を

いい、地方税法第 1条第 2項において準用する同法第 4条第 6項若しくは第 5条第 7項の規定又は同法第 735 条第 2項の規

定によつて課する目的税を含む。）とする。 

（申告等） 

第第１１条条のの２２ 法第 2条第 1項第 1号に規定する政令で定める行為は、租税（前条に規定する租税を除く。）に関する法令又は

行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。 

（会計に関する事務） 

第第１１条条のの３３ 法第 3条第 1項及び第 5条第 1項第 1号ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損

益勘定を設けて計理する会計に関する事務（特別の判断を要しない機械的事務を除く。）とする。 

（会計検査等に関する行政事務） 

第第２２条条 法第 5条第 1項第 1号ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務

は、次に掲げるものとする。 

一一 会計検査院の職員の行う租税（関税、とん税及び特別とん税を除く。）収入に関する検査事務 

二二 地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務 

三三 法第 5条第 1項第 1号ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務 

四四 財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務 

五五 銀行法（昭和 56年法律第 59号）その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの 

六六 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの 

七七 金融機関再建整備法（昭和 21年法律第 39号）又は企業再建整備法（昭和 21年法律第 40号）の規定に基づいて行う整

備計画書又は最終処理方法書の審査事務 

（資金の運用に関する事務） 

第第３３条条 法第 5条第 1項第 1号ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証

券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金

の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。 

第第４４条条 削除 

（法律上資格を有する者） 

第第５５条条 法第 5条第 1項第 1号ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険

労務士又は不動産鑑定士とする。 

（試験科目の一部の免除の基準） 

第第６６条条 法第 7条第 1項から第 3項まで及び第 11条第 2項に規定する政令で定める基準は、満点の 60パーセントとする。 

（受験手数料等） 

第第６６条条のの２２ 法第 9条第 1項に規定する政令で定める額は、受験科目の数が１である場合にあつては 4,000 円、受験科目の数

が２以上である場合にあつては 4,000 円と 1,500 円に１を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。 

２２ 法第 9条第 2項に規定する政令で定める額は、8,800 円とする。 

（税理士会の通知） 

第第６６条条のの３３ 税理士会が法第 47 条第 2 項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を

管轄する国税局長を経由してしなければならない。 

（税理士会の設立） 

第第７７条条 税理士が法第 49 条第 1 項又は第 4 項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理

士会の会員となるべき税理士５人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第 49条の 2第 1項の規定に

よる認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 

２２ 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より２週間前ま

でに、会員となるべき税理士に書面で通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。 

３３ 設立総会の議決は、会員となるべき税理士の 2分の 1以上が出席し、その出席者の 3分の 2以上の多数によらなければな

らない。 

４４ 会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意

見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。 

５５ 前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。 

６６ 第 1項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。 
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（税理士会の会則の変更） 

第第７７条条のの２２ 法第 49条の 2第 3項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第 2項第 4号から第 10号までに掲げる事項と

する。 

２２ 税理士会は、法第 49条の 2第 3項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大

臣に提出しなければならない。 

３３ 前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を

添付しなければならない。 

（総会の招集） 

第第８８条条 税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より２週間前

までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員（会員である税理士に限る。次条において同じ。）に書面で通知

しなければならない。 

（総会の議事） 

第第９９条条 税理士会の総会の議事は、会員の 2分の 1以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

２２ 税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の 2分の 1以上の者

が出席し、その出席者の 3分の 2以上の多数によらなければならない。 

３３ 第 7条第 4項及び第 5項の規定は、前 2項の議決について準用する。 

４４ 第 1項及び第 2項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。 

（会員名簿） 

第第 1100 条条 税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。 

（日本税理士会連合会の設立） 

第第 1111 条条 税理士会が法第 49 条の 13 第 1 項の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税

理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第 49条の 15 において準用する法第 49条の 2第 1項の規定による認可の申

請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。 

２２ 第 7条第 6項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。 

（日本税理士会連合会の会則の変更） 

第第 1111 条条のの２２ 法第 49条の 14第 2項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第 1項第 1号（法第 49条の 2第 2項第 4号、

第 5号及び第 10号に係る部分に限る。）及び第 4号から第 6号までに掲げる事項とする。 

２２ 第 7条の 2第 2項及び第 3項の規定は、日本税理士会連合会が法第 49条の 14 第 2項の認可を受けようとする場合につい

て準用する。 

（日本税理士会連合会の総会） 

第第 1122 条条 日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応

じたものとすることができる。 

２２ 第 8条及び第 9条第 1項から第 3項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規

定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第 1項及び第 2項中「出席者」とあるのは、「出席し

た会員の議決権」と読み替えるものとする。 

（資格審査会の組織及び運営） 

第第 1122 条条のの２２ 資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識

経験者各１人を充てなければならない。 

２２ 資格審査会の会長は、法第 49条の 16 第 5項の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由し

て、財務大臣に提出しなければならない。 

３３ 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。 

４４ 資格審査会の委員は、再任されることができる。 

５５ 資格審査会の会長は、会務を総理する。 

６６ 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

７７ 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

８８ 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。 

（税理士会の報告） 

第第 1133 条条 税理士会が法第 49条の 9の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄す

る国税局長を経由してしなければならない。 

（臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体） 

第第 1144 条条 法第 50 条第 1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組

合及び商工会とする。 

（行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税） 

第第 1144 条条のの２２ 法第 51条の 2に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税（都たばこ税を含

む。）、市町村たばこ税（特別区たばこ税を含む。）、特別土地保有税及び入湯税とする。 

（当該職員の証票携帯） 

第第 1155 条条 法第 49 条の 19 第 1 項の規定により当該職員が税理士会若しくは日本税理士会連合会の業務の状況若しくは帳簿書

類その他の物件を検査する場合又は法第 55条第 1項の規定により当該職員が税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその

業務に関する帳簿書類を検査する場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつた

ときは、これを提示しなければならない。 
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税税 理理 士士 法法 施施 行行 規規 則則  

最終改正：令和元年１２月１３日財務省令第３６号 

第第１１章章  総総則則  

（申告書等） 

第第１１条条 税理士法（昭和 26年法律第 237 号。以下「法」という。）第 2条第 1項第 2号に規定する財務省令で定める書類（そ

の作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる

記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下同じ。）は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。 

（所属税理士の業務） 

第第１１条条のの２２ 法第 2条第 3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として従事する同項に規定する業務については、第

8条第 2号ロに規定する所属税理士（以下この条において「所属税理士」という。）が行うものとする。 

２２ 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第 2条第 1項又は第 2項の業務に従事しようとする場合には、その都

度、あらかじめ、その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。 

３３ 前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する書面の写しを添

付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。 

一一 所属税理士である旨 

二二 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所（当該事務所が従

たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所）の所在地 

三三 その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨 

四四 自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨 

４４ 前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名押印しなければならない。 

５５ 所属税理士は、第 3項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名押印を得なけれ

ばならない。 

６６ 所属税理士は、前項の署名押印を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。 

７７ 所属税理士は、第 2項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾を得たにもかか

わらず委嘱を受けるに至らなかつたときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士法人にその旨を報告しなければ

ならない。 

（税法に関する研修） 

第第１１条条のの３３ 法第 3条第 3項に規定する財務省令で定める税法に関する研修は、法第 6条第 1号に規定する税法に属する科目

について、法第 7条第 1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものとして国税審

議会が指定する研修とする。 

２２ 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除した

ときも、同様とする。 

第第１１章章のの２２  税税理理士士試試験験  

（金融検査等の事務） 
第第２２条条 税理士法施行令（昭和 26 年政令第 216 号。以下「令」という。）第 2 条第 5 号に規定する財務省令で定める検査事

務は、次に掲げるものとする。 

一一 金融庁組織規則（平成 10年総理府令第 81号）第 5条第 1項又は第 9条に規定する金融証券検査官の行う金融検査事務 

二二 財務省組織規則（平成 13年財務省令第 1号）第 232 条第 1項に規定する金融証券検査官の行う検査事務 

三三 金融庁組織規則第 23条第 1項に規定する証券検査官の行う検査事務 

四四 財務省組織規則第 191 条第 1項に規定する証券検査官の行う検査事務 

２２ 令第 2条第 6号に規定する財務省令で定める犯則事件の調査事務は、次に掲げるものとする。 

一一 金融庁組織規則第 23条第 1項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務 

二二 財務省組織規則第 193 条第 1項に規定する証券取引特別調査官の行う犯則事件の調査事務 

（大学等と同等以上の学校） 

第第２２条条のの２２ 法第 5条第 1項第 2号に規定する財務省令で定める学校は、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）の規定による

大学、専修学校（同法第 132 条に規定する専門課程に限る。）及び昭和 28年文部省告示第 5号（大学院及び大学の専攻科の

入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を文部科学大臣が定める件）第 5号から第 9号までに

規定する大学校とする。 

（受験資格の認定の申請） 

第第２２条条のの３３ 税理士試験の受験資格について法第 5条第 1項第 5号又は同条第 3項に規定する国税審議会の認定を受けようと

する者は、別紙第一号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しな

ければならない。 

 一一 法第 5条第 1項第 5号の認定を受けようとするときは、学歴又は職歴を証する書面 

 二二 法第 5条第 3項の認定を受けようとするときは、事務又は業務の内容を証する書面 
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２２ 前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第 5条第 1項第 5号若しくは同条第 3項の認定をしたとき又

はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 

（受験願書） 

第第２２条条のの４４ 税理士試験を受けようとする者は、別紙第二号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類を添付し、税理

士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に

提出しなければならない。 

 一一 税理士試験受験申込書 

 二二 受験票及び写真票 

 三三 受験資格を有することを証する書面 

２２ 法第 7条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける

科目を前項第 1号の税理士試験受験申込書に記載しなければならない。 

３３ 前項に規定する者のうち法第 7条第 2項又は第 3項に規定する国税審議会の認定を受けようとするものは、次の各号に掲

げる書類を添付した別紙第三号様式による研究認定申請書を第 1項の税理士試験受験願書に添付しなければならない。 

一一 修士の学位又は次条第 3項に定める学位（以下「修士の学位等」という。）を授与されたことを証する書面 

 二二 成績証明書 

 三三 修士の学位等取得に係る学位論文の写し 

 四四 別紙第 4号様式による指導教授の証明書 

 五五 前各号までに掲げる書類のほか国税審議会が必要があると認めたもの 

４４ 法第 8条の規定により試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける

科目を第 1項第 1号の税理士試験受験申込書に記載し、その資格を有することを証する書面を同項の税理士試験受験願書に

添付しなければならない。 

５５ 第 1項の場合において、国税局長が税理士試験受験願書を受理したときは、当該願書は、同項の規定により国税審議会会

長に提出されたものとみなす。 

（法第 7条第 2項等の財務省令で定める科目等） 

第第２２条条のの５５ 法第 7条第 2項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 

一一 租税（関税、とん税及び特別とん税を除く。次号において同じ。）に関する法律（法第 6条第 1号に規定する税法に属

する科目を除く。） 

二二 外国との租税に関する協定を扱う科目 

三三 法第 6条第 1号に規定する税法に属する科目及び前 2号に掲げる科目に類する科目 

２２ 法第 7条第 3項に規定する財務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 

一一 原価計算論 

二二 会計監査論 

三三 法第 6条第 2号に規定する会計学に属する科目及び前 2号に掲げる科目に類する科目 

３３ 法第 7条第 2項及び第 3項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものは、学位規則（昭和 28年文部省

令第 9号）第 5条の 2に定める修士（専門職）の学位又は法務博士（専門職）の学位とする。 

（認定基準の公告等） 

第第２２条条のの６６ 国税審議会は、法第 7条第 2項及び第 3項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を官報をもつ

て公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。 

２２ 第 2条の 4第 3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合におい

て、国税審議会が当該申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、

その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 

３３ 第 2条の 4第 4項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第 1項の税理士試験受験願書の提出があつた場合

において、国税審議会が当該願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したとき

は、国税審議会会長は、その旨を当該願書を提出した者に通知しなければならない。 

（管理監督的地位等） 

第第２２条条のの７７ 法第 8 条第 1 項第 10 号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に

定める国税（関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。）又は地方税に関する事務を担当する職とす

る。 

一一 税務署、国税局、国税庁（附属機関を含む。）又は財務省主税局、国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税

調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職（次号において「国税調査官等」という。） 

二二 前号に掲げる官公署以外の官公署 国税又は地方税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官等に準ずる職

で、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号に掲げる職に相当するもの 

（指定研修の要件） 

第第２２条条のの８８ 法第 8条第 1項第 10号に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。 

一一 官公署がその職員に対し必要な職務上の訓練として行う研修であること。 

二二 法第 6条第 2号に規定する会計学に属する科目（以下この条において単に「会計科目」という。）を必修とする研修で

あること。 

三三 会計科目について、高度の研修を行うものであること。 

四四 前号に規定する研修の内容を習得するのに必要かつ十分な研修時間が確保されていること。 

五五 会計科目に係る研修の効果を測定するために試験が行われ、その試験に合格することが研修の修了要件とされていること。
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（指定研修の公告等） 

第第２２条条のの９９ 国税審議会は、法第 8 条第 1 項第 10 号に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなけれ

ばならない。これを解除したときも、同様とする。 

２２ 国税審議会は、前項に規定する研修が前条に規定する要件を満たしているかどうかについて、１年に１回以上検証するも

のとする。 

（試験免除の申請等） 

第第３３条条 法第 7条又は第 8条の規定により法第 6条に定める試験科目の全部につき試験の免除を受けようとする者（次項に規

定する者を除く。）は、別紙第五号様式による税理士試験免除申請書を国税審議会会長に提出しなければならない。この場

合において、法第 8条の規定の適用を受けようとするときは、当該税理士試験免除申請書にその資格を有することを証する

書面を添付しなければならない。 

２２ 法第 7条第 2項又は第 3項に規定する国税審議会の認定を受けることにより前項に規定する試験科目の全部につき試験の

免除を受けることができることとなる者で、当該認定及び当該免除を受けようとするものは、別紙第 6号様式による研究認

定申請書兼税理士試験免除申請書に次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。 

 一 第 2条の 4第 3項各号に掲げる書類 

 二 法第 8条の規定の適用を受けようとするときは、その資格を有することを証する書面 

３３ 第 1項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験

を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に

通知しなければならない。 

４４ 第 2項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について法第 7条第 2項又は第 3項

に規定する認定をしたとき若しくは認定をしなかつたとき又は試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、若しく

は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。 

（受験手数料等） 

第第４４条条 法第 9条第 1項の受験手数料又は同条第 2項の認定手数料は、それぞれ第 2条の 4第 1項の税理士試験受験願書又は

同条第 3項の研究認定申請書若しくは前条第 2項の研究認定申請書兼税理士試験免除申請書に収入印紙を貼つて納付しなけ

ればならない。 

（試験実施地） 

第第５５条条 税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖

縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。 

（試験実施の日時及び場所等の公告） 

第第６６条条 国税審議会会長は、税理士試験実施の初日の２月前までに、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願

書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。 

（試験合格者等の公告） 

第第７７条条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者及び法第 7条又は第 8条の規定による税理士試験の免除科目が法第 6条

に定める試験科目の全部に及ぶ者の氏名を官報をもつて公告しなければならない。 

第第２２章章  登登録録  

（登録事項） 

第第８８条条 法第 18条に規定する財務省令で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 

一一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第 3条第 1項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日 

二二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項 

イイ 税理士法人の社員となる場合 その所属する税理士法人又は設立しようとする税理士法人の名称及び執務する事務所

（当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所）の所在地 

ロロ 法第 2条第 3項の規定により税理士又は税理士法人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該税

理士法人に所属し、同項に規定する業務に従事する者（第 16条及び第 18条において「所属税理士」という。）となる

場合 その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所（当該事務

所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所）の所在地 

ハハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 設けようとする税理士事務所の名称及び所在地 

三三 国税又は地方税に関する行政事務に従事していた者については、当該事務に従事しなくなつた日前５年間に従事した職

名及びその期間 

（税理士名簿） 

第第９９条条 税理士名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。 

２２ 日本税理士会連合会は、法第 19条第 3項の規定により税理士名簿を磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物を含む。第 19条、第 22条第 3項及び第 22条の 2第 2項において同じ。）をもつて調製

する場合には、電子計算機（電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器

を含む。第 19条及び第 22条第 3項において同じ。）の操作によるものとする。 

（変更の登録の申請） 

第第 1100 条条 法第 20 条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべ

き事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。 

（登録の申請） 

第第 1111 条条 法第 21 条第 1 項に規定する財務省令で定める事項は、第 8 条に規定する事項、法第 21 条第 1 項に規定する者の学
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歴及び職歴、当該者が法第 4条各号及び第 24条各号のいずれにも該当しない旨その他参考となるべき事項とする。 

２２ 法第 21条第 1項の登録申請書（次項及び次条において「登録申請書」という。）には、次に掲げるもの（第 2条の 4第 1

項の税理士試験受験願書又は第 3条第 1項若しくは第 2項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者

にあつては、第 3号に掲げるものを除く。）を添付しなければならない。 

一一 申請者の写真 

二二 履歴書 

三三 戸籍抄本 

四四 住民票の写し 

五五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成 11年法律第 151 号）附則第 3条によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の

証明書（当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面） 

六六 申請者が法第 4条第 3号から第 10号まで及び第 24条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 

七七 前各号までに掲げるもののほか日本税理士会連合会が必要があると認めたもの 

３３ 登録申請書は、日本税理士会連合会の定める様式による。 

４４ 法第 21条第 1項に規定する財務省令で定める税理士会は、法第 18条の規定による登録を受けようとする者がその登録を

受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会とする。 

（登録の申請等に関する手続） 

第第 1111 条条のの２２ 前条第 4 項に規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書（第 10 条の変更登録申請書を含む。）

の提出があつたとき又は法第 20条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、そ

の申請者又はその変更の登録を申請すべきと認める者に対して、事務所の名称及び所在地その他の登録事項に関し必要な指

導又は助言を行うことができる。 

（税理士証票） 

第第 1122 条条 税理士証票は、別紙第七号様式により、淡青色とする。 

（報酬のある公職） 

第第 1122 条条のの２２ 法第 24条第 2号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する

職以外の公職であつて、国家公務員法（昭和 22年法律第 120 号）その他の法令（条例を含む。）又はその公職の服務に関す

る規範により法第 2条第 2項に規定する税理士業務（第 21条及び第 26条第 1項において「税理士業務」という。）との兼

業が制限されていないものとする。 

（税理士証票返還等の手続） 

第第 1133 条条 税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損

壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連

合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した

税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。 

２２ 法第 28条第 1項の規定により税理士証票を返還しようとする者は、当該税理士証票の交付を受けていた税理士の所属税理

士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に返還しなければならない。 

３３ 法第 28条第 2項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交

付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければな

らない。 

４４ 税理士は、その所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則で定めるところにより、定期的に税理士証票の交換をしなけ

ればならない。 

５５ 日本税理士会連合会は、必要があると認めたときは、税理士に交付をしている税理士証票を他の税理士証票に差し替える

ことができる。 

（登録のまつ消に関する届出） 

第第 1144 条条 法第 26 条第 2項の規定により税理士が同条第 1項第 1号、第 2号又は第 4号のいずれかに該当することとなつた旨

を届け出ようとする者は、その届出書を、当該該当することとなつた税理士が所属していた税理士会を経由して、日本税理

士会連合会に提出しなければならない。 

（税理士名簿の登録等の通知） 

第第 1144 条条のの２２ 日本税理士会連合会は、税理士名簿に登録したとき又は当該登録した事項を変更したとき若しくは当該登録を

まつ消したときは、遅滞なく、その旨を国税庁長官に通知しなければならない。 

（登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等） 

第第 1144 条条のの３３ 法第 47条の 2に規定する税理士が懲戒の手続に付された場合とは、税理士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁

明の機会の付与について行政手続法（平成 5年法律第 88号）第 15条第 1項又は第 30条に規定する通知をした場合をいう。 

２２ 財務大臣は、税理士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を日本税理士会連合会に通知しなければなら

ない。 

第第３３章章  雑雑則則  

（税務代理権限証書） 

第第 1155 条条 法第 30 条（法第 48条の 16 において準用する場合を含む。）に規定する財務省令で定めるところにより提出しなけ

ればならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。 
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（税務書類等への付記） 

第第 1166 条条 法第 33 条第 3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める事項とする。 

 一一 税理士法人の社員が署名押印する場合 その所属する税理士法人の名称 

 二二 所属税理士が署名押印する場合 その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称 

２２ 法第 33条の 2第 3項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の

税務代理権限証書の提出の有無とする。 

３３ 所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第 2条第 1項又は第 2項の業務に従事する場合には、第 1項第 2号に

定める事項に加え、直接受任（自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。）である旨を付記するも

のとする。 

（計算事項、審査事項等を記載した書面） 

第第 1177 条条 法第 33 条の 2第 1項又は第 2項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別

紙第十号様式により記載した書面とする。 

（調査の通知） 

第第 1177 条条のの２２ 法第 34条第 2項（法第 48条の 16 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する財務

省令で定める場合は、第 15条の税務代理権限証書に、法第 34条第 2項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同

項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。 

２２ 法第 34条第 3項（法第 48条の 16 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）に規定する財務省令で定め

る場合は、第 15条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第 34条第 3項の代表する税理士として

定めた旨の記載がある場合とする。 

（事務所を設けてはならない者） 

第第 1188 条条 法第 40 条第 1項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。 

（税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法） 

第第 1199 条条 税理士又は税理士法人は、法第 41条第 3項（法第 48条の 16 において準用する場合を含む。）の規定により税理士

業務に関する帳簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。 

（業務制限に関する承認申請） 

第第 2200 条条 法第 42 条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前１年内に占

めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の

事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。 

（業務の範囲） 

第第 2211 条条 法第 48 条の 5に規定する法第 2条第 2項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務は、財務書類の作成、会

計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務（税理士業務に付随して行うもの及び他の法律においてその事務を業として行

うことが制限されているものを除く。）を業として行う業務とする。 

（税理士法人の名簿） 

第第 2222 条条 法第 48 条の 10 第 2項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。 

２２ 日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出

しなければならない。 

３３ 日本税理士会連合会は、法第48条の10第3項の規定により税理士法人の名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、

電子計算機の操作によるものとする。 

（会計帳簿） 

第第 2222 条条のの２２ 法第 48 条の 21 第 1 項において準用する会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 615 条第 1 項の規定により作成す

べき会計帳簿については、この条の定めるところによる。 

２２ 会計帳簿は、書面又は電磁的記録（磁気ディスクをもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第 22 条の 4

において同じ。）をもつて作成をしなければならない。 

３３ 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなけ

ればならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を

付すことができる。 

４４ 償却すべき資産については、事業年度の末日（事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以

下この条において同じ。）において、相当の償却をしなければならない。 

５５ 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定め

る価格を付さなければならない。 

一一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産（当該資産の時価がその時の取得原価まで回復す

ると認められるものを除く。） 事業年度の末日における時価 

二二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価

から相当の減額をした額 

６６ 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を

控除しなければならない。 

７７ 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければな

らない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。 
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８８ のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。 

９９ 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌し

なければならない。 

（貸借対照表） 

第第 2222 条条のの３３ 法第 48 条の 21 第 1 項において準用する会社法第 617 条第 1 項及び第 2 項の規定により作成すべき貸借対照表

については、この条の定めるところによる。 

２２ 貸借対照表に係る事項の金額は、１円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。 

３３ 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、

この限りでない。 

４４ 法第 48条の 21 第 1項において準用する会社法第 617 条第 1項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における

会計帳簿に基づき作成しなければならない。 

５５ 法第 48条の 21 第 1項において準用する会社法第 617 条第 2項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、

当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。 

６６ 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日（当該事業年度の前事業年度

がない場合にあつては、成立の日）から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、１年（事

業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、１年６月）を超えることができない。 

７７ 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 

 一一 資産 

 二二 負債 

 三三 純資産 

８８ 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又

は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。 

９９ 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌し

なければならない。 

（電磁的記録に記録された事項を表示する方法） 

第第 2222 条条のの４４ 法第 48 条の 21 第 1 項において準用する会社法第 618 条第 1 項第 2 号に規定する財務省令で定める方法は、法

第 48条の 21 第 1項において準用する会社法第 618 条第 1項第 2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示

する方法とする。 

（財産目録） 

第第 2222 条条のの５５ 法第 48 条の 21 第 2 項において準用する会社法第 658 条第 1 項又は第 669 条第 1 項若しくは第 2 項の規定によ

り作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 

２２ 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第 48条の 18 第 1項各号

又は第 2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士

法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 

３３ 第 1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第 1号及び第 2号に掲げる

部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 

 一一 資産 

 二二 負債 

 三三 正味資産 

（清算開始時の貸借対照表） 

第第 2222 条条のの６６ 法第 48 条の 21 第 2 項において準用する会社法第 658 条第 1 項又は第 669 条第 1 項若しくは第 2 項の規定によ

り作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 

２２ 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 

３３ 第１項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第 1号及び第 2号に掲げ

る部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 

 一一 資産 

 二二 負債 

 三三 純資産 

４４ 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第 1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しな

ければならない。 

（税理士会の分割） 

第第 2233 条条 法第 49 条第 2項に規定する財務省令で定める数は、5,000 人とする。 

２２ 法第 49条第 2項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨

を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付し

て、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望す

る指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の 3分の 2以上が同条第 4項の規定により税理

士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。 

３３ 国税庁長官は、法第 49条第 3項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによる

ものとする。 
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一一 一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。 

二二 法第49条第4項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第

5 項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第 1 項に規定する数のお

おむね 3分の 1を下回らないこと。 

４４ 国税庁長官は、税理士会から第 2項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第 49条第 3項の規定により同項に

規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第 4項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定

区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。 

（会員の異動の通知） 

第第 2244 条条 税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税

理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。 

（貸借対照表等の閲覧期間） 

第第 2255 条条 法第 49 条の 18 に規定する財務省令で定める期間は、５年間とする。 

（税理士業務を行う弁護士等の通知） 

第第 2266 条条 法第 51 条第１項又は第 3項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士又は弁護士法人は、これらの項の規定に

より税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税

局長に提出しなければならない。 

２２ 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士又は弁

護士法人に交付しなければならない。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第第 2277 条条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 14年法律第 151 号。以下この項及び次項において「情

報通信技術利用法」という。）第 3条第 1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織（同項に規定する電子情報処理

組織をいう。次項において同じ。）を使用して行わせることができる申請等（情報通信技術利用法第 2条第 6号に規定する

申請等をいう。以下この条において同じ。）は、法第 20 条、第 21 条第 1 項、第 26 条第 2 項、第 28 条第 2 項、第 48 条の

10 第 1項、第 48条の 13、第 48 条の 18 第 3項、第 48条の 19 第 3項若しくは第 49条の 10 の規定又は第 13条第 1項の規定

に基づく申請等とする。 

２２ 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、日本税理士会連合会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通

信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等（情報通信技術利用法第 2条第 3号に規定

する書面等をいう。次項において同じ。）に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等

を行わなければならない。 

３３ 前項の申請等が行われる場合において、日本税理士会連合会又は税理士会は、当該申請等に関する規定に基づき添付すべ

きこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもつて、当該書面

等の提出に代えさせることができる。 

４４ 第 2項の規定により法第 21条第 1項の規定による登録申請書の提出が行われた場合には、同条第 2項の規定の適用につい

ては、当該登録申請書の副本３通が添付されたものとみなす。  
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税税 理理 士士 法法 基基 本本 通通 達達   

  

  
第第１１章章  総総則則  

第第２２条条《《税税理理士士業業務務》》関関係係  
（税理士業務） 

22－－11 税理士法（以下「法」という。）第 2 条に規定する「税理士業務」とは、同条第 1 項各号に掲げる事務（電子情報処理

組織を使用して行う事務を含む。）を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合において、「業とする」

とは、当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要し

ないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその行政事務を遂行するために必要な限度において当該事

務を行う場合には、これに該当しないものとする。 

（税理士業務の対象としない租税に関する事務） 

22－－22 法第 2 条第 1 項本文かっこ書及び税理士法施行令（以下「令」という。）第 1 条の規定により税理士業務の対象としな

い租税に関する事務は、法第 2条第 2項及び税理士法施行規則（以下「規則」という。）第 21条に規定する財務に関する事

務に含まれることに留意する。 

（納税等に係る税務代理） 

22－－33 法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する「税務代理」には、分納、納税の猶予等に関し税務官公署に対してする陳述につき、

代理することを含むものとする。 

（代理代行） 

22－－44 法第 2条第 1項第 1号に規定する「代理」とは、代理人の権限内において依頼人のためにすることを示して同号に規定

する事項を行うことをいい、同号に規定する「代行」には、事実の解明、陳述等の事実行為を含むものとする。 

（税務書類の作成） 

22－－55 法第 2条第 1項第 2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、

単なる代書は含まれないものとする。 

（税務相談） 

22－－66 法第 2条第 1項第 3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、

指示し又は意見を表明することをいうものとする。 

22－－77 削除（平成 26年官税 164 により削除）  

22－－88 削除（平成 26年官税 164 により削除） 

第第３３条条《《税税理理士士のの資資格格》》関関係係  

（税理士の資格としての実務経験） 

33－－11 法第 3条第 1項ただし書に規定する「租税に関する事務又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、

その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務（特別の判断を要しない機械的事務を除く。）をいうものとし、

この実務経験の期間は、税理士試験の合格の時又は試験全科目の免除の決定の時の前後を問わないものとする。 

（特別な判断を要しない機械的事務） 

33－－22 令第 1条の 3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事

務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれるものとする。 

（特別な判断を要しない機械的事務に該当しない事務） 

33－－33 次の各号に掲げるような事務は、簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務

諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものであり、令第 1条の 3に規定する「特別の判断を要

しない機械的事務」には含まれないことに留意する。 

(1) 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務 

(2) 仕訳帳等から各勘定への転記事務 

(3) 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務 

(4) 決算手続に関する事務 

(5) 財務諸表の作成に関する事務 

(6) 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務 

第第４４条条《《欠欠格格条条項項》》関関係係  

（刑に処せられた場合） 

44－－11 次の各号に掲げる場合は、法第 4条第 4号から第 6号までに規定する「刑に処せられた」場合に該当しないものとする。 

(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき 

(2) 大赦又は特赦により有罪の言渡しの効力がなくなったとき 

（刑の執行の終了） 

44－－22 法第 4条第 4号から第 6号までに規定する「刑の執行を終つた日」とは、次の各号に掲げる日をいうものとする。 

(1) 罰金を完納した日又はその完納ができない場合において、労役場に留置されその期間が満了し、又は仮出場を許されてそ

の処分が取り消されず労役場留置期間が満了した日 
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(2) 禁錮又は懲役の刑期の満了した日又は仮出獄を許された場合において、仮出獄の処分が取り消されず刑期が満了した日 

（刑の執行を受けることがなくなった日） 

44－－33 法第 4条第 4号から第 6号までに規定する「刑の執行を受けることがなくなつた日」とは、次の各号に掲げる日をいう

ものとする。 

(1) 時効の完成により刑の執行が免除された日 

(2) 外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたことによって、刑の執行の減軽又は免除を受け、刑の執行を

受けることがなくなった日 

(3) 恩赦法に規定する減刑により、刑の執行を減軽されることによって刑の執行を受けることがなくなった日 

(4) 恩赦法に規定する刑の執行の免除により、刑の執行を免除された日 

（執行猶予中の者に対する税理士登録の取扱い） 

44－－44 法第 4条第 4号から第 6号までに規定する刑に処せられた者でその刑の執行を猶予されているもの（以下「執行猶予中

の者」という。）から税理士登録申請書が提出された場合には、それぞれ同条各号に規定する欠格事由に該当する者（以下「欠

格条項該当者」という。）として、法第 22条第 1項の規定により登録を拒否するものとする。 

  また、執行猶予中の者が既に税理士の登録を受けている場合には、法第 26条第 1項第 4号に該当するものとして、同条の

規定により、その登録を抹消するものとする。 

 

第第２２章章  税税理理士士試試験験  

第第５５条条《《受受験験資資格格》》関関係係  

（税務官公署における事務） 

55－－11 法第 5条第 1項第 1号イに規定する「税務官公署における事務」とは、国税庁、国税局及び税務署並びに地方税に関す

るこれらの官署に相当する公署における事務をいうものとし、これらの官公署における事務（特別の判断を要しない機械的

事務を除く。）であれば、国税又は地方税の賦課又は徴収の事務に限らないものとする。 

（その他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務） 

55－－22 法第 5条第 1項第 1号イに規定する「その他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務」には、5－1に規定す

る官公署以外の官公署における国税（関税、とん税及び特別とん税を除く。法第 24条関係を除き、以下同じ。）又は地方税

に関する部課における企画、立案、指導に関する事務及び国税又は地方税の賦課又は徴収の事務のほか、租税に関する訴訟

に係る事務を含むものとする。 

（特別の法律により設立された金融業務を営む法人） 

55－－33 法第 5条第 1項第 1号ハに規定する「特別の法律により設立された金融業務を営む法人」とは、日本銀行、株式会社日

本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社国際協力銀行、株式会社商工組合中央金庫、地方公共団体金融機構

等の金融業務を営む特殊法人、認可法人、独立行政法人等をいうものとし、これらの法人の設立に伴い廃止又は組織変更さ

れたものも含むことに留意する。 

（大学若しくは高等専門学校を卒業した者で法律学又は経済学を修めたもの） 

55－－44 法第 5条第 1項第 2号に規定する「大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学

を修めたもの」には、卒業した学校以外の大学又は高等専門学校において法律学又は経済学に属する科目を修めたものを含

むことに留意する。 

（大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で法律学又は経済学を修めたもの） 

55－－55 法第 5条第 1項第 2号に規定する「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」とは、学校教育法施行

規則第 155 条第 1項各号のいずれかに該当する者及び昭和 28年文部省告示第 5号（学校教育法施行規則第 155 条第 1項第 6

号の規定による大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者）により指

定された者をいい、「財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの」には、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認められる者に該当するために課程を修了し、又は卒業した学校以外の学校（法第 5条第 1項第 2号に規定す

る財務省令で定める学校に限る。）において法律学又は経済学に属する科目を修めたものを含むことに留意する。 

（受験資格の期間の計算） 

55－－66 法第 5条第 1項第 1号又は第 2項の期間の計算は、同条第 1項第 1号に掲げる事務又は業務に従事することとなった日

から当該事務若しくは業務に従事しないこととなった日の前日又は税理士試験申込締切日のいずれか早い日までの期間につ

き、当該事務又は業務に従事することとなった日から当該日の属する月の末日までの期間を一月とし、翌月以降は暦に従っ

て計算し、一月未満の月があるときは、一月として計算するものとする。 

（事務等に変更があった場合の受験資格の期間の計算） 

55－－77 5－6の期間の計算については、同一の月においてその従事しないこととなった事務又は業務に再び従事することとなっ

たときは、その月においては当該事務又は業務に引き続き従事したものとし、同一の月においてその従事する事務又は業務

に変更があったとき（同一の月においてその従事しないこととなった事務又は業務と異なった事務又は業務に新たに従事す

ることとなった場合を含む。）はその月においてその従事した日の多い事務又は業務（その従事した日数が等しいときはいず

れか一方の事務又は業務）に従事したものとし、次に掲げる期間については当該期間の開始の時において従事していた事務

又は業務（(2)及び(3)については、当該期間の終了の日の翌日から従事した事務又は業務）に従事していたものとする。 

(1) 官公署の職員が本属庁の許可又は承認を受けて、外国政府又はこれに準ずるものに勤務していた期間（当該官公署におい

て従事していた事務と同種の事務に従事した期間に限る。） 

(2) 臨時職員として雇用されていた期間（その期間が普通職員として雇用されていた期間に継続する場合に限る。） 

(3) 税務大学校、旧税務講習所及び旧高等財務講習所に在学した期間 
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（法令の規定に基づいて行う検査事務） 

55－－88 令第 2 条第 3 号に規定する「法令の規定に基づいて行う検査事務」とは、会計法第 46 条又は地方自治法第 221 条の規

定に基づく予算の執行状況に関する監査事務及び調査事務を含むものとする。 

第第８８条条関関係係  

（学位の意義） 

88－－11 法第 8条第 1項第 1号及び第 2号に規定する「博士の学位」には、旧学位令による博士を含むものとする。 

（国税の賦課に関する事務） 

88－－22 法第 8条第 1項第 4号に規定する「賦課に関する事務」とは、賦課の事務のほか次の各号に掲げる事務をいうものとす

る。 

(1) 賦課の事務（犯則の取締り及び賦課に関する異議処理の事務を含む。）の指導、監督及びそのために必要な調査、検査の

事務 

(2) 国税庁監督評価官の分掌する事務 

(3) (1)の事務に関する教育を担当する教育官の事務 

（国税に関するその他の事務） 

88－－33 法第 8条第 1項第 5号に規定する「国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務」とは、次の各号に掲げる

事務をいうものとする。 

(1) 法第 8条第 1項第 4号に規定する国税以外の国税の賦課に関する事務（犯則の取締り及び賦課に関する異議処理の事務を

含む。） 

(2) 国税の徴収の事務（徴収に関する異議処理の事務を含む。） 

(3) (1)及び(2)の事務に関する指導、監督及びそのために必要な調査又は検査の事務 

(4) (1)及び(2)の事務に関する教育を担当する教育官の事務 

（地方税の賦課に関する事務） 

88－－44 法第 8条第 1項第 6号に規定する「賦課に関する事務」とは、賦課の事務のほか次の各号に掲げる事務をいうものとす

る。 

(1) 賦課の事務の指導、監督及びそのために必要な調査、検査の事務 

(2) 犯則の取締り及び賦課に関する異議処理の事務並びにこれらの事務の指導、監督及びそのために必要な調査、検査の事務 

（地方税に関するその他の事務） 

88－－55 法第 8条第 1項第 7号に規定する「地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務」とは、次の各号に掲げ

る事務をいうものとする。 

(1) 道府県民税（都民税を含む。）、市町村民税（特別区民税を含む。）、事業税若しくは固定資産税以外の地方税の賦課の事務

（犯則の取締り及び賦課に関する異議処理の事務を含む。） 

(2) 地方税の徴収の事務（徴収に関する異議処理の事務を含む。） 

(3) (1)及び(2)の事務に関する指導、監督及びそのために必要な調査、検査の事務 

（試験科目免除の期間の計算） 

88－－66 法第 8 条の期間の計算については、法第 5 条の期間の計算に関する取扱い（5－6 及び 5－7 参照）に準ずるものとし、

国税又は地方税に関する事務にもっぱら従事していた者がこれらの事務に直接必要な管理事務にもっぱら従事した場合にお

いては、当該事務に従事した期間は、法第 8条第 1項第 5号又は第 7号の期間に算入するものとする。 

 

第第３３章章  登登録録  

第第 1188 条条《《登登録録》》関関係係  

（税理士としての登録） 

1188－－11 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、社員税理士（税理士法人の社員である税理士をいう。以下同じ。）、

所属税理士又は開業税理士（社員税理士及び所属税理士以外の税理士をいう。）のいずれか一の税理士として登録する必要が

あることに留意する。 

第第 2200 条条《《変変更更登登録録》》関関係係 

（登録区分の変更） 

2200－－11 規則第 8 条第 2 号に規定する区分について、現に登録を受けている区分から別の区分に変更を生じたときは、法第 20

条の規定に基づき、変更の登録を申請しなければならないことに留意する。 

第第 2244 条条《《登登録録拒拒否否事事由由》》関関係係  

（報酬） 

2244－－11 法第 24 条第 2号に規定する「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、費用の弁償は

含まれないものとする。 

（公職） 

2244－－22 法第 24 条第 2号に規定する「公職」とは、おおむね次に掲げる機関のすべての職をいい、その職は公選のものである

と否とを問わないものとする。ただし、同条同号のかっこ書の規定により国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤

の職その他規則第12条の2に規定する国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の職であって法令等に

より税理士業務との兼業が制限されていない職を除くことに留意する。 
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(1) 国会 

(2) 裁判所 

(3) 国の行政機関 

(4) 都道府県及び市町村 

(5) 地方自治法に規定する特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団 

（国税又は地方税のほ脱等の行為） 

2244－－33 法第 24 条第 3 号に規定する「不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、

若しくは免れさせようとした者」とは、税務官公署の重加算税の賦課、通告処分及び告発又は検察庁の起訴若しくは微罪不

起訴等によって、国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようと

した行為があったことが明らかである者をいうものとする。 

（行為があつた日） 

2244－－44 法第 24 条第 3号から第 5号に規定する「行為があつた日」とは、裁判所において認めた犯罪行為のある場合には当該

行為の日、裁判所において認めた犯罪行為のない場合には検察庁において認めた犯罪行為の日、これらの行為の日のない場

合には国税局長、税務署長又は税関長（地方税については地方公共団体の長）が認めた当該行為の日をいうものとする。 

（国税若しくは地方税又は会計に関する事務） 

2244－－55 法第 24 条第 5号に規定する「国税若しくは地方税又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、そ

の他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務をいうものとする。 

（刑罰法令に触れる行為をした者） 

2244－－66 法第 24 条第 5号に規定する「刑罰法令に触れる行為をした者」とは、税務官公署の告発、検察庁の起訴又は微罪不起

訴等によって次の各号に掲げる行為があったことが明らかである者をいうものとする。 

(1) 国税又は地方税に関する法令に規定する国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ若

しくは免れさせようとした罪以外の罪に該当する行為 

(2) 税理士法又は公認会計士法に規定する罪に該当する行為 

(3) 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑法に規定する証拠隠滅、印章及び文書偽造、偽証、職権濫用、収賄、

背任又は横領等の罪に該当する行為 

（税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者の判定） 

2244－－77 法第 24 条第 6号ロに規定する登録の申請に関し、当該申請者が「税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれ

がある者」に該当するか否かについては、過去における当該申請者の非行の性質や内容、当該非行からの経過期間、その間

における本人の反省や謹慎の具体的状況等を総合的に勘案して判定するものとする。 

  なお、単に法第 4条第 4号から第 11号までに規定する年数が経過したことのみをもって、当該登録拒否事由に該当しない

と判定することがないよう留意する。 

（税理士の信用又は品位を害するおそれがある者の判定） 

2244－－88 過去に非行があった者が法第 24条第 7号前段に規定する「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」に該当す

るか否かについては、当該非行の性質や内容、当該非行からの経過期間、その間における本人の反省や謹慎の具体的状況等

に加え、当該非行による社会的影響の大きさやその沈静化の程度等も勘案して判定するものとする。 

第第 2255 条条《《登登録録のの取取消消しし》》関関係係  

（所在が不明であるとき） 

2255－－11 法第 25 条第 1項第 3号に規定する「所在が不明であるとき」に該当するかどうかは、税理士名簿に登録された事務所

所在地や住所等の現況により判定するものとする。 

 

第第４４章章  税税理理士士のの権権利利及及びび義義務務  

第第 3311 条条《《特特別別のの委委任任をを要要すするる事事項項》》関関係係  

（特別の委任） 

3311－－11 法第 31 条に規定する「特別の委任」とは、同条各号に掲げる行為を具体的に行うときにおける個別的な委任をいうも

のとする。 

第第 3333 条条《《署署名名押押印印のの義義務務》》関関係係  

（所属税理士である旨の表示） 

3333－－11 法第 33 条の規定により、税理士が署名押印するときに、税理士である旨を付記するに当たって、当該税理士が所属税

理士である場合には、所属税理士である旨を表示するものとする。 

第第 3388 条条《《秘秘密密をを守守るる義義務務》》関関係係  

（正当な理由） 

3388－－11 法第 38 条に規定する「正当な理由」とは、本人の許諾又は法令に基づく義務があることをいうものとする。 

（税理士業務に関し知り得た秘密） 

3388－－22 法第 38 条に規定する「税理士業務に関して知り得た秘密」とは、税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自

己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項及び当該事実の関係者が他言を禁じた事項をいうものとする。 

（窃用） 

3388－－33 法第 38 条に規定する「窃用」とは、自ら又は第三者のために利用することをいうものとする。 
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（使用者である税理士等が所属税理士から知り得た事項） 

3388－－44 規則第 1 条の 2 第 2 項、第 6 項及び第 7 項の規定により使用者である税理士又は使用者である税理士法人の社員税理

士が所属税理士から知り得た事項は、法第 38条に規定する「税理士業務に関して知り得た秘密」に含まれることに留意する。 

第第 4400 条条《《事事務務所所のの設設置置》》関関係係  

（事務所） 

4400－－11 法第 40 条に規定する「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行する場

所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。 

（税理士である公認会計士の公認会計士事務所） 

4400－－22 税理士である公認会計士が、税理士事務所の外に公認会計士としての事務所をもつ場合、その事務所が、外部に対す

る表示、広報その他の客観的事実によって、継続的に税理士業務を行い、又は行うための事務所であると認められるときは、

法第 40条第 3項の規定に抵触するものとして取り扱うこととする。 

第第 4411 条条《《帳帳簿簿作作成成のの義義務務》》関関係係  

（帳簿の記載要領） 

4411－－11 法第 41 条に規定する帳簿への記載は、税理士が、納税者から一年度の税務代理、税務書類の作成及び税務相談を総括

して受託しているような場合、その年度内において当該納税者に関する税務代理、税務書類の作成及び税務相談を実際に行

った都度、そのそれぞれについて記載するものとする。 

第第 4422 条条《《業業務務のの制制限限》》関関係係  

（職の所掌） 

4422－－11 法第 42 条に規定する「職の所掌」の範囲は、財務省設置法等関係法令又は地方公共団体の条例等の定めるところによ

るものとする。 

（注）分掌すべき事務が、訓令等により定められている場合には、当該訓令等によるものとする。 

（所掌に属すべき） 

4422－－22 法第 42 条に規定する「所掌に属すべき」とは、事件が国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公

共団体の公務員で税理士となった者の離職前 1年内に占めていた職の所掌に属していること、及び依頼があった時点におい

て、当該職の所掌に属することとなることが客観的に高度の蓋然性をもってあらかじめ見込まれることをいう。 

（事件） 

4422－－33 法第 42条に規定する「事件」とは、法第 2条に規定する租税の課税標準等の調査（犯則取締り及び不服申立てを含む。）、

徴収（不服申立てを含む。）及びこれらに準ずるものに関する案件をいうものとする。 

（国税庁長官の承認基準） 

4422－－44 法第 42 条ただし書に規定する「国税庁長官の承認」は、次のいずれか一に該当するときに行うものとする。 

(1) 申請者の税理士事務所の所在する地方における税理士数が過少であること等の事情があり、納税者の便宜と税務行政の円

滑な運営を図るために承認を与える必要があると認められる場合 

(2) 申請者が離職前一年内に勤務した税務官公署の所在地から遠隔の地に税理士事務所を設けたこと、申請者が離職前一年内

においてその税理士事務所の所在地を管轄する税務官公署において租税の課税標準等の調査、徴収等に関する事務に従事し

ていた期間が短期間であったこと等の事情があり、申請者の在職中の地位、期間、経歴、品行等に照らして、申請者と個々

の依頼者との間に不当な情実関係の生ずるおそれがないと認められる場合 

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、具体的事情を総合的に勘案し、納税者の便宜を図るために承認を与えることが適当であ

り、かつ、承認を与えても特に弊害がないと認められる場合 

（社員税理士等に対する業務の制限） 

4422－－55 社員税理士又は所属税理士は、法第 42条の規定に抵触する事件については、その使用者である税理士法人又は税理士

が依頼を受けた場合であっても、税理士業務を行うことはできないことに留意する。 

 

第第５５章章  税税理理士士のの責責任任  

第第 4455 条条《《脱脱税税相相談談等等ををししたた場場合合のの懲懲戒戒》》関関係係  

（故意） 

4455－－11 法第 45 条第 1項に規定する「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいうものとする。 

（相当の注意） 

4455－－22 法第 45 条第 2項に規定する「相当の注意を怠り」とは、税理士が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果

の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいうものとする。 

第第 4466 条条《《一一般般のの懲懲戒戒》》関関係係  

（添付書面の虚偽記載） 

4466－－11 法第 46 条に規定する「第 33条の 2第 1項若しくは第 2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき」とは、

当該書面に記載された内容の全部又は一部が事実と異なっており、かつ、当該書面を作成した税理士がそのことをあらかじ

め知っていたと認められる場合をいうものとする。 

第第 4477 条条《《懲懲戒戒のの手手続続等等》》関関係係  

（税理士会が行う会員の違反行為の通知書） 
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4477－－11 法第 47 条第 2項の規定による通知については、法第 45条第 1項若しくは第 2項又は法第 46条に規定する行為又は事

実の認定に関する資料を添付した通知書を、税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して提出するもの

とする。 

第第 4477 条条のの２２《《登登録録抹抹消消のの制制限限》》関関係係  

（懲戒手続の結了） 

4477 のの 22－－11 法第 47 条の 2 に規定する「その手続が結了する」とは、法第 47 条第 5 項の規定による懲戒処分の通知書が当該

懲戒処分に係る税理士に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して懲戒処分をしないことが相当である旨の答申が

行われたときをいうものとする。 

 

第第５５章章のの２２  税税理理士士法法人人  

第第 4488 条条のの４４《《社社員員のの資資格格》》関関係係  

（社員税理士が死亡した場合） 

4488 のの 44－－11 社員税理士が死亡した場合には、当該税理士は税理士登録を抹消され、税理士法人を脱退することとなるので、

定款の変更、定款の変更に係る事項の日本税理士会連合会への届出及び変更の登記が必要となることに留意する。 

（その処分の日以前 30日内にその社員であった者） 

4488 のの 44－－22 法第 48 条の 4 第 2 項第 2 号に規定する「その処分の日以前 30 日内にその社員であった者」には、当該処分の日

以前 30日内に新たに当該税理士法人の社員となった税理士も含まれることに留意する。 

第第 4488 条条のの５５《《業業務務のの範範囲囲》》関関係係  

（定款で定める業務） 

4488 のの 55－－11 税理士法人は、税理士業務に付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務

について、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除き、定款に定めることにより、業務と

して行うことができることに留意する。 

第第 4488 条条のの６６関関係係  

（使用人である税理士） 

4488 のの 66－－11 法第 48 条の 6に規定する「使用人である税理士」とは、所属税理士をいう。 

第第 4488 条条のの７７《《登登記記》》関関係係  

（登記手続等） 

4488 のの 77－－11 法第 48 条の 7第 1項及び法第 49条の 5第 1項に規定する「政令」とは、組合等登記令（昭和 39年政令第 29号）

をいう。 

第第 4488 条条のの８８《《設設立立のの手手続続》》関関係係  

（設立のために必要な社員数） 

4488 のの 88－－11 税理士法人の設立には、2人以上の社員が必要であることに留意する。 

（事務所の所在地） 

4488 のの 88－－22 法第 48 条の 8第 3項第 3号に掲げる事務所の所在地には、従たる事務所の所在地も含まれることに留意する。 

第第 4488 条条のの 1122《《社社員員のの常常駐駐》》関関係係  

（従たる事務所の社員の常駐） 

4488 のの 1122－－11 法第 48 条の 12 に規定する「税理士法人の事務所」には、従たる事務所を含み、各事務所に 1人以上の社員税理

士を常駐させなければならないことに留意する。 

第第 4488 条条のの 1144《《社社員員のの競競業業のの禁禁止止》》関関係係  

（会計業務を業とする税理士法人の社員） 

4488 のの 1144－－11 法第 48 条の 14 の規定により、会計業務を行う税理士法人の社員税理士は、自己又は第三者のために会計業務を

行うことは禁止されるので、例えば、当該社員税理士が、会計業務を行う他の法人の無限責任社員又は取締役に就任して当

該他の法人のために会計業務を行うことはできないことに留意する。 

第第 4488 条条のの 2200《《違違法法行行為為等等ににつついいててのの処処分分》》関関係係  

（処分の手続に付された税理士法人） 

4488 のの 2200－－11 法第 48 条の 20 第 3項に規定する「処分の手続に付された」場合とは、税理士法人に対し、違法行為等について

の処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第 15条第 1項又は第 30条に規定する通知がなされた場合をい

う。 

（手続の結了） 

4488 のの 2200－－22 法第 48 条の 20 第 3 項に規定する「手続が結了する」とは、同条第 2 項で準用する法第 47 条第 5 項の規定によ

る処分の通知書が当該処分に係る税理士法人に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して処分をしないことが相当

である旨の答申が行われたときをいうものとする。 
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第第６６章章  税税理理士士会会及及びび日日本本税税理理士士会会連連合合会会  

第第 4499 条条のの２２《《税税理理士士会会のの会会則則》》関関係係  

（認可申請書の添付書類等） 

4499 のの 22－－11 令第 7 条の 2 に規定する税理士会の会則の変更の認可申請書には、会則の変更案及び変更の理由を具体的に記載

した書類、会則の新旧対照表並びに総会の議事録を添付し、税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由し

て提出することとする。 

第第 4499 条条のの３３《《税税理理士士会会のの支支部部》》関関係係  

（国税局長の承認基準） 

4499 のの 33－－11 法第 49 条の 3第 1項ただし書に規定する「国税局長の承認」は、原則として、次に掲げる各要件を具備する場合

に行うものとする。 

(1) 申請に係る複数署支部の地区が同一の税理士会の区域内であること 

(2) 申請に係る複数署支部の地区における税理士数の最も多い税務署の管轄区域を除き、それ以外の税務署の管轄区域内の税

理士数がそれぞれ 20名以下であること 

第第 4499 条条のの９９《《総総会会のの決決議議等等のの報報告告》》関関係係  

（報告書の添付書類） 

4499 のの 99－－11 法第 49 条の 9に規定する総会の決議等の報告は、次に定める書類を添付した報告書を作成し、税理士会の主たる

事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して提出することとする。 

(1) 予算及び事業計画の決議並びに決算の承認に係るもの 

イ 前事業年度の事業報告書及びその年度の事業計画書 

ロ 前年度末における財産目録 

ハ 前年度の収支決算書及びその年度の収支予算書 

ニ イからハまでに掲げる書類の内容に関する参考書類 

(2) 役員の就任及び退任に関する書類 

(3) 総会の議事録及び(1)以外の決議の内容に関する参考書類 

第第 4499 条条のの 1100《《紛紛議議のの調調停停》》関関係係  

（紛議の調停の効果） 

4499 のの 1100－－11 法第 49 条の 10 の規定に基づく税理士会の調停により成立した和解は、民法上の和解としての効力を有すること

に留意する。 

第第 4499 条条のの 1111《《建建議議等等》》関関係係  

（税理士会支部の建議） 

4499 のの 1111－－11 税理士会の支部は、税理士会内部の一機構にすぎず、税理士会の代表機関ではないから、支部限りで法第 49 条

の 11 の規定による建議をすることはできないことに留意する。 

 

第第７７章章  雑雑則則  

第第 5500 条条《《臨臨時時のの税税務務書書類類のの作作成成等等》》関関係係  

（臨時の税務書類の作成等の許可の基準） 

5500－－11 法第 50 条第 1 項に規定する租税の税目の指定は、原則として、申告所得税及び個人事業者の消費税に限るものとし、

その許可を与える基準は、次の各号に掲げる地方公共団体その他の法人の役員又は職員のうち、申告者数その他の事務の性

質及び分量等を考慮し、適当と認める人数に対して、50－3 及び 50－4 の条件を付して許可するものとする。ただし、許可

を受けた者を単に機械的に補助する者については、許可を要しないものとする。 

(1) 地方公共団体 

(2) 農業協同組合 

(3) 漁業協同組合 

(4) 事業協同組合 

(5) 商工会 

（許可を与えない者） 

5500－－22 法第 50 条に規定する許可を申請した者が、次の各号の一に該当する場合においては、許可を与えないものとする。 

(1) 法第 4条各号の一に該当する場合 

(2) 法第 24 条第 1号又は第 3号から第 6号イまでに該当する場合 

(3) 納税事務の適正な実施を妨げ、又は納税に関する道義を乱すようなおそれがあり、その他税務書類の作成等を行わせるの

に適格性を欠くと認められる場合 

（許可の取消） 

5500－－33 法第 50 条の許可を受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合には、その許可は、当該各号に掲げる事由

に該当することとなった日に取り消されるものとする。 

(1) 法第 4条各号の一に該当することとなった場合 

(2) 法第 24 条第 1号に該当することとなった場合 
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(3) 所属地方公共団体又は所属法人における地位又は職を失った場合 

（許可を取り消す場合） 

5500－－44 法第 50 条の許可を受けた者が、50－2(2)（法第 24 条第 1 号を除く。）又は(3)に該当することとなった場合には、そ

の許可を取り消すものとする。 

第第 5511 条条《《税税理理士士業業務務をを行行うう弁弁護護士士等等》》関関係係  

（弁護士法人の通知） 

5511－－11 法第 51 条第 3項の規定により弁護士法人が税理士業務を行うためには、当該弁護士法人が税理士業務を行おうとする

区域を管轄する国税局長に通知するとともに、その法人の社員（弁護士）全員が、当該国税局長に対して法第 51条第 1項の

通知をする必要があることに留意する。 

第第 5522 条条《《税税理理士士業業務務のの制制限限》》関関係係  

（税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合） 

5522－－11 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第 2 条第 1 項各号に掲げる事務を反復継続し

て行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、

法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第 52条に抵触するものとして

取り扱うこととする。 

  例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第 52条に抵触するおそれがあることに留意する。 

(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第 2条第 1項各号に掲げる事務

に限定されるものと考えられること 

(2) 個人としての事務所を設け、法第 2条第 1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること 

(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第 2条第 1項各号に掲げる事務に係る

報酬等の支払を受けていること 

 

 

 

別別紙紙２２  

廃廃 止止 通通 達達 一一 覧覧 表表   

発発遣遣年年月月日日  文文書書番番号号  通通  達達  名名  

昭昭和和 2277 年年 66 月月 3300 日日  官総 7－63 税理士法に関する基本通達について 

昭昭和和 2277 年年 1122 月月 2200 日日  官総 7－130 税理士法第 41条の規定に基く帳簿の記載要領について 

昭昭和和 2299 年年 1111 月月 1133 日日  官総 6－203 税理士業務に関する疑義について 

昭昭和和 3311 年年 33 月月 2277 日日  官総 6－57 税理士法第 4条第 4号から第 6号までの欠格条項の規定の取扱について 

昭昭和和 3311 年年 88 月月 2277 日日  官総 6－187 改正税理士法の運用上の疑義について 

昭昭和和 3311 年年 1111 月月 2277 日日  官総 6－296 税理士会の監督に関する事務等について 

昭昭和和 3333 年年 1111 月月 2277 日日  官総 6－168 税理士の資格としての実務経験について 

昭昭和和 3344 年年 55 月月 2288 日日  官総 6－66 
税理士でない者が多数の法人または個人の使用人の地位を占め、税理士法第 2 条に

規定する事務を行つている場合の同法第 52条違反の判定等について 

昭昭和和 3355 年年 55 月月 22 日日  
官総 6－99 

ほか 1課共同 
税理士業務に関することについて 

昭昭和和 5555 年年 11 月月 3300 日日  官総 6－4 税理士法第 42条の規定の取扱いについて 

昭昭和和 5555 年年 88 月月 1133 日日  官総 6－90 税理士法第 49条の 3第 1項ただし書に規定する国税局長の承認基準等について 

昭昭和和 5588 年年 88 月月 2266 日日  官総 6－75 
「税理士法附則第 37 項の規定により税理士業務を行おうとする公認会計士の申請

に対する国税局長の許可基準等について」通達の全部改正について 
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・江頭憲治郎・株式会社法〔第7版〕(有斐閣、2017) 

・大隅健一郎＝今井宏＝小林量・新会社法概説〔第2版〕（有斐閣、2010） 

・神田秀樹・会社法〔第22版〕（弘文堂、2020） 

・岸田雅雄・ゼミナール会社法入門〔第7版〕(日本経済新聞出版社、2012) 

・郡谷大輔編著・中小会社・有限会社の新・会社法（商事法務、2006） 

・近藤光男・商法総則・商行為法〔第8版〕（有斐閣、2019） 

・坂本三郎編著・一問一答 平成26年改正会社法（商事法務、2014） 

・関俊彦・商法総論総則〔第2版〕(有斐閣、2006) 

・龍田節＝前田雅弘・会社法大要〔第2版〕（有斐閣、2017） 

・田中亘・会社法〔第2版〕（東京大学出版会、2018） 

・田邊光政・商法総則・商行為法〔第4版〕（新世社、2016） 

・長島・大野・常松法律事務所編・アドバンス会社法（商事法務、2016) 

・前田庸・会社法入門〔第13版〕（有斐閣、2018) 

・丸山秀平・商法Ⅰ総則・商行為法/手形・小切手法〔第4版〕（新世社、2018） 

・宮島司・新会社法エッセンス〔第4版〕（弘文堂、2014) 
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・森本滋・会社法・商行為法手形法講義〔第4版〕（成文堂、2014) 

・森本滋編・商法総則講義〔第3版〕(成文堂、2007) 

・森本滋編著・商行為法講義〔第3版〕(成文堂、2009) 

・弥永真生・リーガルマインド会社法〔第14版〕(有斐閣、2015) 

・弥永真生・リーガルマインド商法総則・商行為法〔第3版〕(有斐閣、2019） 

 

 

Ⅴ 争 訟 法 

＜行政争訟＞ 

・藤田宙靖・行政法入門〔第7版〕（有斐閣、2016）※第11～13講、入門書として。 

・芝池義一・行政法読本〔第4版〕（有斐閣、2016）※第19～24講 

・宇賀克也・行政不服審査法の逐条解説〔第2版〕（有斐閣、2017） 

・宇賀克也・行政法概説Ⅱ 行政救済法〔第6版〕（有斐閣、2018） 

・木山泰嗣・小説で読む行政事件訴訟法〔第2版〕（法学書院、2018） 

・小早川光郎＝高橋滋編著・条解行政不服審査法（弘文堂、2016） 

・塩野宏・行政法Ⅱ 行政救済法〔第6版〕（有斐閣、2019） 

・芝池義一・行政救済法講義〔第3版〕（有斐閣、2006） 

・高木光他・行政救済法〔第2版〕（弘文堂、2015） 

・橋本博之＝青木丈＝植山克郎・新しい行政不服審査制度（弘文堂、2014） 

・南博方原編著＝高橋滋＝市村陽典＝山本隆司編・条解行政事件訴訟法〔第4版〕（弘文堂、 

2014） 

 

＜民事訴訟＞ 

・山本和彦・よくわかる民事裁判−平凡吉訴訟日記〔第3版〕（有斐閣、2018） 

・中野貞一郎・民事裁判入門〔第3版補訂版〕（有斐閣、2012） 

・木山泰嗣・小説で読む民事訴訟法（法学書院、2008）       ※以上は入門書として。 

・伊藤眞・民事訴訟法〔第6版〕（有斐閣、2018） 

・兼子一原著＝松浦馨他・条解民事訴訟法〔第2版〕（弘文堂、2011） 

・木山泰嗣・小説で読む民事訴訟法２（法学書院、2012） 

・小林秀之・民事訴訟法がわかる−初学者からプロまで〔第2版〕（日本評論社、2007） 

・新堂幸司・新民事訴訟法〔第6版〕（弘文堂、2019） 

・藤田広美・講義 民事訴訟〔第3版〕（東京大学出版会、2013） 

 

＜税務争訟＞ 

・小川英明＝松沢智＝今村隆編・新･裁判実務大系18 租税争訟〔改訂版〕（青林書院、2009） 

・木山泰嗣・税務訴訟の法律実務〔第2版〕（弘文堂、2014） 

・神津信一監修＝青木丈・こう変わる！国税不服申立て（ぎょうせい、2014） 

・司法研修所編・租税訴訟の審理について〔第3版〕（法曹会、2018） 

・志場喜徳郎他共編・国税通則法精解〔平成31年改訂〕（大蔵財務協会、2019） 

・租税訴訟学会編・事例で学ぶ租税争訟手続（財経詳報社、2006） 

・鳥飼総合法律事務所編・事例詳解 税務訴訟（清文社、2009） 
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・中尾巧・税務訴訟入門〔第5版〕（商事法務、2011） 

・日本税務会計学会訴訟部門編・税務争訟ガイドブック（民事法研究会、2008） 

 

 

 

第３部  租税法概論 

 

・新井隆一・租税法の基礎理論〔第3版〕（日本評論社、1997） 

・新井隆一・税務行政の法律知識〔改訂版〕（帝国地方行政学会、1966） 

・大島隆夫＝木村剛志・消費税法の考え方・読み方〔5訂版〕（税務経理協会、2015） 

・大島隆夫＝西野襄一・所得税法の考え方・読み方〔第2版〕（税務経理協会、1988） 

・岡村忠生・法人税法講義〔第3版〕（成文堂、2007） 

・岡村忠生他・ベーシック税法〔第7版〕（有斐閣、2013） 

・岡村忠生他・租税法〔第2版〕（有斐閣、2020） 

・金子宏・租税法〔第23版〕（弘文堂、2019） 

・金子宏＝新井隆一他編・租税法講座（1）（2）（3）（ぎょうせい、1974・1973・1975） 

・金子宏＝清永敬次他・税法入門〔第7版〕（有斐閣、2016） 

・金子宏編・租税法の基本問題（有斐閣、2007） 

・金子宏編・租税法の発展（有斐閣、2010） 

・金子宏監修・現代租税法講座（1）（2）（3）（4）（日本評論社、2017） 

・川田剛・国際課税の基礎知識〔10訂版〕（税務経理協会、2017） 

・北野弘久他・税法学原論〔第7版〕（勁草書房、2016） 

・北野弘久編・現代税法講義〔5訂版〕（法律文化社、2009） 

・北野弘久＝三木義一他編・争点相続税法〔補訂版〕（勁草書房、1996） 

・清永敬次・税法＜法律学全書5＞〔新装版〕（ミネルヴァ書房、2013） 

・小松芳明・法人税法概説〔5訂版〕（有斐閣、1993） 

・小松芳明・国際租税法講義〔増補版〕（税務経理協会、1998） 

・佐藤英明・スタンダード所得税法〔第2版補正2版〕（弘文堂、2020） 

・芝池義一＝田中治他編・租税行政と権利保護（ミネルヴァ書房、1995） 

・田中二郎・租税法＜法律学全集11＞〔第3版〕（有斐閣、1990） 

・武田昌輔・立法趣旨法人税法の解釈〔平成10年度版〕（財経詳報社、1998） 

・谷口勢津夫・税法基本講義〔第6版〕（弘文堂、2018） 

・注解所得税法研究会編・注解所得税法〔6訂版〕（大蔵財務協会、2019） 

・中里実・国際取引と課税（有斐閣、2001） 

・中里実他・租税判例百選〔第6版〕（有斐閣、2016） 

・中里実他・租税法概説〔第3版〕（有斐閣、2018） 

・藤田晴・所得税の基礎理論（中央経済社、1992） 

・増井良啓他・国際租税法〔第4版〕（東京大学出版会、2019） 

・増井良啓・租税法入門〔第2版〕（有斐閣､2018） 

・水野忠恒・大系租税法〔第2版〕（中央経済社、2018） 

・水野忠恒編・テキストブック租税法〔第2版〕（中央経済社、2018） 

・宮武敏夫・国際租税法（有斐閣、1993） 
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・渡辺徹也・スタンダード法人税法〔第2版〕（弘文堂、2019） 

・渡辺淑夫・法人税法〔令和元年度版〕（中央経済社、2019） 

 

 

 

第４部 会計参与制度及び中小企業の会計に関する指針・中小会計要領 

 

・日本税理士会連合会・会計参与制度の手引き〔改訂版〕（2019） 

・新春座談会：会計参与制度と税理士事務所の対応＜税研No.125＞（日本税務研究センター、 

2006） 

・日本税理士会連合会＝日本公認会計士協会・会計参与の行動指針（2013） 

・会計参与の行動指針に関する検討委員会・会計参与の行動指針の概要＜商事法務No.1767＞ 

（商事法務研究会、2006） 

・坂田純一・会計参与の行動指針の読み方＜税と経営No.1584、1586～1588＞（税経、2006） 

・特集：会計参与の実務詳解＜税務弘報Vol.54 No.6＞（中央経済社、2006） 

・宮口定雄・会計参与の実務と会社法（清文社、2006） 

・坂田純一＝小見山満＝淺井万富・会計参与ハンドブック（ぎょうせい、2007） 

・日本税理士会連合会他・中小企業の会計に関する指針（2019） 

・非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書（2010） 

・中小企業の会計に関する研究会 中間報告書（2010） 

・KPMGドイツ編＝有限責任あずさ監査法人訳・ビジュアル IFRS〔第2版〕（2011） 

・中小企業の会計に関する検討会・中小企業の会計に関する検討会 報告書（2012） 

・上西左大信監修＝永橋利志他共著・経営に役立つ中小企業会計要領の実務対応（ぎょうせ

い、2012） 

・河﨑照行＝万代勝信編著・詳解 中小会社の会計要領（中央経済社、2012） 

・近畿税理士会調査研究部編著・最新版「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック 

（清文社、2015） 

・中小企業の会計を活用した経営の促進事業会計活用事例集検討委員会編著・経営力向上の

ヒント～中小企業のための「会計」活用の手引き～（中小企業庁、2016） 

・河﨑照行・最新中小企業会計論（中央経済社、2016） 

・坂田純一・新版 実践税理士法（中央経済社、2015） 

・Fintech フィンテック（日本経済新聞出版社、2016） 

・PERSON：中小企業会計の課題と展望＜税研No.191＞（日本税務研究センター、2017） 

・ＡＩ（人工知能）まるわかり（日本経済新聞出版社、2017） 

・平成30年度 法人税関係法令の改正の概要（国税庁、2018） 

・桜井久勝・財務会計の重要論点（税務経理協会、2019） 

・永橋利志・消費税 はじめて複数税率で申告するための本(税務研究会出版局、2019) 
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