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○ 所得税法 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 国内 この法律の施行地をいう。 

二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 

三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。 

四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住

所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。 

五 非居住者 居住者以外の個人をいう。 

三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの（第五十七条第一項

（事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等）に規定する青色事業専従者に該当するも

ので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するも

の（第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。）を除く。）のうち、合計所得金額

が四十八万円以下である者をいう。 

三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の

配偶者をいう。 

三十三の三 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 

三十三の四 源泉控除対象配偶者 居住者（合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。）の

配偶者でその居住者と生計を一にするもの（青色事業専従者等を除く。）のうち、合計所得金額

が九十五万円以下である者をいう。 

三十四 扶養親族 居住者の親族（その居住者の配偶者を除く。）並びに児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三号（都道府県の採るべき措置）の規定により同法第

六条の四（定義）に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十

三号）第十一条第一項第三号（市町村の採るべき措置）の規定により同号に規定する養護受託者

に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの（第五十七条第一項に規定する青色事業専

従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専

従者に該当するものを除く。）のうち、合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。 

三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上の者をいう。 

三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。 

三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。 

 

（配偶者控除） 

第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除す

る。 

一 その居住者の第二条第一項第三十号（定義）に規定する合計所得金額（以下この項、次条第一

項及び第八十六条第一項（基礎控除）において「合計所得金額」という。）が九百万円以下であ

る場合 三十八万円（その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円） 

二 その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合 二十六万円（その

控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円） 

三 その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合 十三万円（その控除

対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円） 

２ 前項の規定による控除は、配偶者控除という。 

 

（扶養控除） 

第八十四条 居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退

職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円（その者が特定扶

養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。）
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を控除する。 

２ 前項の規定による控除は、扶養控除という。 

 

（確定所得申告） 

第百二十条 居住者は、（中略）第三期（その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。

以下この節において同じ。）において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出

しなければならない。 

３ 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところ

により、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ

ならない。 

二 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項（扶養親族等の判定の時期等）の

規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配

偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者であ

る親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者

と生計を一にすることを明らかにする書類 

７ その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場

合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記

載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 
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○ 所得税法施行令 

 

（確定申告書に関する書類等の提出又は提示） 

第二百六十二条  

３ 法第百二十条第三項第二号（法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項

及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。）に掲げる居住者は、同号に規定する記載

がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者（確定申告書に

控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居

住障害者」という。）、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者（以

下この項において「国外居住配偶者」という。）若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族（以

下この項において「国外居住扶養親族」という。）の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告

書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する

給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当す

る金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しく

は当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等

の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外

居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項（給与所得者の扶養控除等申告書）、第百九

十五条第四項（従たる給与についての扶養控除等申告書）若しくは第二百三条の六第三項（公的年

金等の受給者の扶養親族等申告書）の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類に

ついては、この限りでない。 

一 次に掲げる者の区分に応じ次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの 

イ 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨 

ロ 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨 

ハ 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨 

二 当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にするこ

とを明らかにする書類として財務省令で定めるもの 
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○ 所得税法施行規則 

 

（確定所得申告書に添付すべき書類等） 

第四十七条の二  

５ 令第二百六十二条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、同号イからハまでに掲げる

者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ同号イか

らハまでに定める旨を証するもの（当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含

む。）とする。 

一 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券（出入国管理及び難民

認定法第二条第五号（定義）に規定する旅券をいう。）の写し 

二 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類（令第二百六十二条第三項第一号イからハま

でに掲げる者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。） 

６ 令第二百六十二条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類であつて、

同項の居住者がその年において同項に規定する国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養

親族（以下この項において「国外居住親族」という。）の生活費又は教育費に充てるための支払を

必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの（当該書類が外国語で作成されている場合には、

その翻訳文を含む。）とする。 

一 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律（平成九

年法律第百十号）第二条第三号（定義）に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機

関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするも

の 

二 クレジットカード等購入あつせん業者（それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品

若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者（役務の提供の事業を営む者をいう。以下こ

の号において同じ。）から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、

記号その他の符号（以下この号において「クレジットカード等」という。）をこれにより商品若

しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この号において「利

用者たる顧客」という。）に交付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等

を提示し又は通知して特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業

者から有償で役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは

権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付するとと

もに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しくは当該対価の

合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額を基礎としてあらかじ

め定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を行う者をいう。）の書類又はそ

の写しで、クレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から

商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことによ

り支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該

居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの 

 

（非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項） 

第四十七条の四 法第百二十条第七項（確定所得申告）に規定する財務省令で定める事項は、次に掲

げる事項とする。 

一 法第百二十条第七項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所 

二 その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有

しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間 

三 その年において非永住者（法第二条第一項第四号（定義）に規定する非永住者をいう。以下こ

の号及び次号において同じ。）、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間 

四 その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額 

イ 法第七条第一項第二号（課税所得の範囲）に規定する国外源泉所得（ロにおいて「国外源泉

所得」という。）以外の所得の金額 
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ロ 国外源泉所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金

された金額 

五 その他参考となるべき事項 

２ 前項の規定は、法第百二十二条第三項（還付等を受けるための申告）、第百二十三条第三項（確

定損失申告）、第百二十五条第四項（年の中途で死亡した場合の確定申告）及び第百二十七条第四

項（年の中途で出国をする場合の確定申告）において準用する法第百二十条第七項の規定により確

定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それ

ぞれ準用する。 
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○ 所得税基本通達 

（住所の意義） 

２―１ 法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実に

よって判定する。 

(注) 国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、

令第14条((国内に住所を有する者と推定する場合))及び第15条((国内に住所を有しない者と推

定する場合))の規定があることに留意する。 

 

（再入国した場合の居住期間） 

２―２ 国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間

（以下この項において「在外期間」という。）中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残

し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託してい

る事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当

該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第２条第１項第３号及び第４号の規定

を適用する。 

 

（国内に居住する者の非永住者等の区分） 

２―３ 国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。 

（１） 入国後１年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後１年を経過する日までの間は非

居住者、１年を経過する日の翌日以後は居住者 

（２） 入国直後には国内に住所がなく、入国後１年を経過する日までの間に住所を有することと

なった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなっ

た日以後は居住者 

（３） 日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有して

いた期間の合計が５年を超える場合 ５年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住

者以外の居住者 

 

（配偶者） 

２―46 法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいうのであるから、いわゆる内縁関係

にある者は、たとえその者について家族手当等が支給されている場合であっても、これに該当しな

い。 

(注) 外国人で民法の規定によれない者については、法の適用に関する通則法（平成18年法律第78

号）の規定によることに留意する。 

 

（生計を一にするの意義） 

２―47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうもの

ではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 

（１） 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であ

っても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族

のもとで起居を共にすることを常例としている場合 

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 

（２） 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると

認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 

 

（国内に居住することとなった者等の住所の推定） 

３―３ 国内又は国外において事業を営み若しくは職業に従事するため国内又は国外に居住すること

となった者は、その地における在留期間が契約等によりあらかじめ１年未満であることが明らかで

あると認められる場合を除き、それぞれ令第14条第１項第１号又は第15条第１項第１号の規定に該
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当するものとする。 

 

（２以上の書類により居住者の親族に該当する旨が証明される場合の親族関係書類） 

120―７ 規則第47条の２第５項((確定所得申告書に添付すべき書類等))に規定する書類（以下この項

において「親族関係書類」という。）について、国若しくは地方公共団体又は外国政府若しくは外

国の地方公共団体が発行した２以上の書類により令第262条第３項第１号イからハまで((確定申告

書に関する書類等の提出又は提示))に掲げる者（以下120―９までにおいて「国外居住親族」という。）

が確定申告書を提出する居住者の親族に該当する旨が証明される場合における当該２以上の書類は、

親族関係書類に該当することに留意する。 

(注) 規則第47条の２第５項第２号に掲げる書類について、外国政府又は外国の地方公共団体が発

行した２以上の書類により国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が明らかとなる場

合における当該２以上の書類は、同号に掲げる書類に該当することに留意する。 

 

（送金関係書類の範囲） 

120―８ 規則第47条の２第６項各号に掲げる書類（以下120―９までにおいて「送金関係書類」とい

う。）は、同項の居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、

必要の都度、各人別に行ったことを明らかにするものをいうのであるから、居住者が一の国外居住

親族に対して他の国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行った場合における当該

支払に係る送金関係書類については、他の国外居住親族に係る送金関係書類には該当しないことに

留意する。 

 

（その年に３回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示） 

120―９ 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住

親族に３回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書

類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年

の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。 

この場合において、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署

長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。 

（１） 居住者の氏名及び住所 

（２） 支払を受けた国外居住親族の氏名 

（３） 支払日 

（４） 支払方法（規則第47条の２第６項第１号又は第２号の支払方法の別） 

（５） 支払額 

(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。 

（１） 規則第47条の２第６項第１号に掲げる書類 居住者が国外居住親族に生活費又は教育

費に充てるための金銭を送金した日 

（２） 規則第47条の２第６項第２号に掲げる書類 国外居住親族が同号に規定する特定の販

売業者又は特定の役務提供事業者に同号に規定するクレジットカード等を提示又は通知をし

た日 
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