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第１ 租税法律主義の意義 

１ 憲法の規定 

  →税に関する憲法上の規定は，以下の２つ。 

憲法３０条 

「国民は，法律の定めるところにより，納税の義務を負ふ。」 

 

憲法８４条 

「 あらたに租税を課し，又は現行の租税を変更するには，法律又は法律の定める条件に

よることを必要とする。」 

 

２ 租税法律主義（憲法８４条）の意義 

（１）２つの側面 

   民主主義的意義：主権者である国民の代表者が国会で決める 

    自由主義的意義：法律に規定のないものには課税されない 

 

（２）趣旨目的・機能 

   →恣意的な課税の防止 

→予測可能性と法的安定性の確保（⇒税法の解釈は文理解釈が原則） 

 

３ 租税法律主義の具体的内容 

① 課税要件法定主義 

   ＝課税要件（※）は，法律で定めなければならない 

ｃｆ 通達課税の禁止 

  ② 課税要件明確主義 

＝課税要件（※）は，明確でなければならない 

ｃｆ 不確定概念 

  （※）課税要件＝納税義務の成立要件 ｃｆ 要件と効果 

  ③ 合法性の原則 

  ④ 手続的保障原則 

  ⑤ 遡及立法禁止の原則 

  ⑥ 納税者の権利保護 
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第２ 課税要件法定主義・課税要件明確主義 

１ 課税要件法定主義 

  →通達課税の禁止 

 

【最高裁昭和３３年３月２８日第二小法廷判決・民集９巻３号３３６頁】 

「 物品税は物品税法が施行された当初（昭和四年四月一日）においては消費税として出

発したものであるが，その後次第に生活必需品その他いわゆる資本的消費財も課税品目

中に加えられ，現在の物品税法（昭和一五年法律第四〇号）が制定された当時，すで

に，一部生活必需品（たとえば燐寸）（第一条第三種一）や『撞球台』（第一条第二種甲

類一一）『乗用自動車』（第一条第二種甲類一四）等の資本財もしくは資本財たり得べき

ものも課税品目として掲げられ，その後の改正においてさらにこの種の品目が数多く追

加されたこと，いわゆる消費的消費財と生産的消費財との区別はもともと相対的なもの

であつて，パチンコ球遊器も自家用消費財としての性格をまつたく持つていないとはい

い得ないこと，その他第一，二審判決の掲げるような理由にかんがみれば，社会観念上

普通に遊戯具とされているパチンコ球遊器が物品税法上の『遊戯具』のうちに含まれな

いと解することは困難であり，原判決も，もとより，所論のように，単に立法論として

パチンコ球遊器を課税品目に加えることの妥当性を論じたものではなく，現行法の解釈

として『遊戯具』中にパチンコ球遊器が含まれるとしたものであつて，右判断は，正当

である。 

なお，論旨は，通達課税による憲法違反を云為しているが，本件の課税がたまたま所

論通達を機縁として行われたものであつても，通達の内容が法の正しい解釈に合致する
．．．．．．．．．．．．

ものである以上
．．．．．．．

，本件課税処分は法の根拠に基く処分と解するに妨げがなく，所論違憲

の主張は，通達の内容が法の定めに合致しないことを前提とするものであつて，採用し

得ない。」 

 

【最高裁昭和３８年１２月２４日第三小法廷判決・訟月１０巻２号３８１頁】 

「 原判決が上告人らの得た利益は相続税法九条により，贈与によって取得したものとみ

なさるべきものであり，また，所論国税庁長官の基本通達は，下級政機関の権限の行使に

ついての指揮であって，国民に対し効力を有する法令ではないとした判断は，正当であ

る。」 

 

２ 課税要件明確主義 

（１）不確定概念 

【仙台高裁秋田支部昭和５７年７月２３日判決・行集３３巻７号１６１６頁】 
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「 思うに，いわゆる租税法律主義とは，行政権が法律に基づかずに租税を賦課徴収する

ことはできないとすることにより，行政権による恣意的な課税から国民を保護するため

の原則であつて，憲法八四条の『あらたに租税を課し，又は現行の租税を変更するに

は，法律又は法律の定める条件によることを必要とする。』との規定は，この原則を明

らかにしたものと解されるが，地方自治に関する憲法九二条に照らせば，地方自治の本

旨に基づいて行われるべき地方公共団体による地方税の賦課徴収については，住民の代

表たる議会の制定した条例に基づかずに租税を賦課徴収することはできないという租税

（地方税）条例主義が要請されるというべきであつて，この意味で，憲法八四条にいう

『法律』には地方税についての条例を含むものと解すべきであり，地方税法三条が『地

方団体は，その地方税の税目，課視客体，課税標準，税率その他賦課徴収について定を

するには，当該地方団体の条例によらなければならない。』と定めているのは，右憲法

上の要請を確認的に明らかにしたものということができる。そして，右地方税条例主義

の下においでは，地方税の賦課徴収の直接の根拠となるのは条例であつて，法律ではな

いことになり，地方税法は地方税の課税の枠を定めたものとして理解される。 

そして，租税法律（条例）主義は，行政権の恣意的課税を排するという目的からし

て，当然に，課税要件のすベてと租税の賦課徴収手続は，法律（条例）によつて規定さ

れなければならないという課税要件法定（条例）主義と，その法律（条例）における課

税要件の定めはできるだけ一義的に明確でなければならないという課税要件明確主義と

を内包するものというべきである。 

  しかし，課税要件法定（条例）主義といつても，課税要件のすべてが法律（条例）自

体において規定されていなければならず，課税要件に関して，法律（条例）が行政庁に

よる命令（規則）に委任することが一切許されないというものではなく，ただ，その命

令（規則）への委任立法は，他の場合よりも，特に最小限度にとどめなければならない

との要請が働くものとして理解されるべきであるし，また，課税要件明確主義の下で

も，課税要件に関する定めが，できるかぎり一義的に明確であることが要請されるので

あるが，租税の公平負担を図るため，特に不当な租税回避行為を許さないため，課税要

件の定めについて，不確定概念を用いることは不可避であるから，かかる場合について

も，直ちに課税要件明確主義に反すると断ずることはできないし，その他の場合でも，

諸般の事情に照らし，不確定概念の使用が租税主義の実現にとつてやむをえないもので

あり，恣意的課税を許さないという租税法律（条例）主義の基本精神を没却するもので

はないと認められる場合には，課税要件に関して不確定概念を用いることが許容される

余地があるというべきである。ただし，立法技術上の困難などを理由に，安易に不確

定，不明確な概念を用いることが許されないことはとより当然であり，また，許容され

るべき不確定概念は，その交法趣旨などに照らした合理的な解釈によつて，その具体的

意義を明確にできるものであることを要するというべきで，このような解釈によつて

も，その具体的意義を明確にできない不確定，不明確な概念を課税要件に関する定めに
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用いることは，結局，その租税の賦課徴収に課税権者の恣意が介入する余地を否定でき

ないものであるから，租税法律（条例）主義の基本精神を没却するものとして許容でき

ないというべきである。」 

 

ｃｆ 過大役員給与（法人税法３４条２項）の裁判例 

【東京地裁平成２８年４月２２日判決・税資２６６号順号１２８４９】 

「 憲法８４条は，課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきこ

とを規定するところ，前記のとおり，旧法人税法３４条１項及び法人税法３４条２項は，

内国法人がその役員に対して支給する報酬ないし給与の額のうち『不相当に高額な部分の

金額として政令で定める金額』は，その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上，損

金の額に算入しない旨を定め，これらを受けて，旧法人税法施行令６９条及び法人税法施

行令７０条１号イは，上記『政令で定める金額』として，内国法人が各事業年度において

その役員に対して支給した報酬ないし給与の額が，〔１〕当該役員の職務の内容，〔２〕そ

の内国法人の収益及び〔３〕その使用人に対する給料ないし給与の支給の状況，〔４〕そ

の内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する支給の

状況等に照らし，当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超え

る場合におけるその超える部分の金額を掲げる。 

 上記のような憲法８４条の規定からすれば，課税要件等に関わる租税法規は，できるだ

け明確に定められることが求められるというべきであるが，他方において，納税者の実質

に応じた課税の公平を確保することも求められることを考慮すると，原告の主張する納税

者の予測可能性を含め，当該租税法規が憲法８４条の規定に反しないか否かについては，

当該法規の趣旨，目的とするところを合理的，客観的に解釈し，その法規が課税の根拠，

要件を規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるか否か

という観点から判断するのが相当である。 

 上記のような観点から検討するに，一般に，個々の法人における役員に対する報酬ない

し給与の額について，『不相当に高額な部分の金額』の上限を確定的に定めることは，そ

の性質上，極めて困難であり，かえって実質的な課税の公平を害するおそれが生ずること

は明らかである。他方において，上記〔１〕ないし〔４〕のような考慮すべき事項をみる

と，上記〔１〕ないし〔３〕の事項については，納税者において把握している事項であ

る。そして，上記〔４〕の事項についても，証拠（略）によれば，一般に公表された統計

等により，法人の規模や業務に応じた役員報酬ないし役員給与の傾向ないし概要を把握す

ることは可能であることが認められるところ，このことからすれば，同事項についても入

手可能な資料等から一定程度の予測は可能であるというべきであって，これらの各事項を

前記に述べたような，旧法人税法３４条１項及び法人税法３４条２項の規定の趣旨に照ら

して考慮すれば，納税申告の時点において，『不相当に高額な部分の金額』について，必
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ずしも確定的な金額までは判明しないとしても相応の予測は可能であるというべきであ

る。したがって，旧法人税法施行令６９条及び法人税法施行令７０条１号イの規定は，法

律により委任された課税要件を規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客

観的なものであるというべきである。 

 以上によれば，旧法人税法施行令６９条及び法人税法施行令７０条１号イに規定する上

記〔１〕ないし〔４〕の事項を考慮して旧法人税法３４条１項及び法人税法３４条２項の

『不相当に高額な部分の金額』を判断し，これらの規定を適用することについて，憲法８

４条の規定に違反するものということはできない。」 

 

【東京地裁平成２９年１０月１３日判決・税資２６７号順号１３０７６】 

「 法人税法３４条２項の趣旨は，法人の役員に対する退職給与等が法人の利益処分たる

性質を有する場合があることから，法人所得の金額の計算上，一般に相当と認められる金

額に限り必要経費として損金算入を認め，それを超える部分の金額については損金算入を

認めないことによって，実態に即した適正な課税を行うことにあると解される。 

 そして，法人税法３４条２項の委任を受けた法人税法施行令７０条２号は，法人税法３

４条２項所定の『不相当に高額な部分の金額』を役員退職給与について算定するに当たり

考慮すべき事項を類型化して具体的に定めたものということができる。 

（略）原告は，法人税法３４条２項が政令に白紙委任するものとして租税法律主義（憲法

８４条）に違反する旨，法人税法施行令７０条２号が法人税法３４条２項の委任の範囲を

超えるのみならず，課税要件の基準として不明確であり，納税者の予測可能性を欠き，適

用違憲の可能性がある旨を主張する。しかしながら，法人税法３４条２項の趣旨・目的

が，上述のとおり，法人の役員に対する退職給与等の額のうち，一般に相当と認められる

金額に限り，法人所得の金額の計算上必要経費として損金算入を認めることによって，実

態に即した適正な課税を行うことにあることは，同項の規定内容自体から容易にうかがい

知ることができることであり，また，法人税法施行令７０条２号は，法人税法３４条２項

所定の『不相当に高額な部分の金額』の考慮要素を役員退職給与について具体的に定めた

ものであって，その規定内容は，当該役員の在任期間，退職の事情，同業類似法人におけ

る退職給与の支給の状況等を考慮要素とするというものであり，同項の上記の趣旨・目的

に沿うものであるということができるから，同項の規定が政令に白紙委任したものである

とか，法人税法施行令７０条２号がその委任の範囲を逸脱したものであるということはで

きない。なお，法人税法３４条２項があらかじめ就業規則等に定められた規定により算定

された役員退職給与であっても同項の適用対象とする趣旨であると解すべきことは，前述

したとおりである。また，法人税法施行令７０条２号の規定内容は，上記のとおり，『不

相当に高額な部分の金額』を役員退職給与について算定するに当たり考慮すべき事項を具

体的に例示したものであり，『等』としてその他の事項を考慮する余地を残しているとし

ても，特段不明確ということはできず，同号が同業類似法人における役員に対する退職給
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与の支給の状況等を考慮すべき旨を規定している点についても，証拠（略）によれば，役

員退職給与の支給実績を調査したデータが掲載されている文献が複数公刊されているほ

か，ＴＫＣ全国会（税理士及び公認会計士からなる任意団体）発行の同種の資料が同会の

会員に頒布されており，これらの文献・資料には，業種等ごとに，法人の売上金額，役員

の役職名，退職事由，在任年数，最終月額報酬額，役員退職給与の支給額，功績倍率等の

実例情報が掲載されていることが認められ，納税者はこれらの公刊物により又はＴＫＣ全

国会の会員である税理士等を通じて同業類似法人における役員に対する退職給与の支給の

状況を相当程度認識し得るということができるから，同号の規定が納税者に予測不可能な

考慮要素を定めたものとまでいうことはできない。」 

 

（２）解釈論における課税要件明確主義 

【東京高裁平成２０年３月１２日判決・金融・商事判例１２９０号３２頁】 

「……所得税法１６１条６号にいう『貸付金（これに準ずるものを含む。）』は，消費貸借

契約に基づく貸付債権以外の債権を含む趣旨で規定されたものと解するのが相当であり，

同号の『貸付金（これに準ずるものを含む。）』の『利子』は，消費貸借契約に基づく貸付

債権を基本としつつ，その性質，内容等がこれとおおむね同様ないし類似の債権の利子と

いうべきであり，原因となる法律行為の法形式のみからその適用の有無を判断できるもの

ではないものの，他方で，社会通念上，私法上の消費貸借契約における貸付債権とその性

質，内容等がおおむね同様ないし類似するか否かが問題となり，その法形式等を全く考慮

することなく，経済的効果のみに着目して判断することもできないから，これについて，

専ら経済的な効果に着目して『貸付金』の解釈の範囲を広げ，『これに準ずるものを含

む。』との規定と相まってその外延を不明確にする結果をもたらすことは，租税法律主義

の内容である租税要件明確主義に沿った解釈ということはできず，租税要件明確主義に反
．．．．．．．．．．

した解釈とならないためには
．．．．．．．．．．．．．

，
．
外延を不明確にすることのない解釈を行うべき
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

であって，

この点からみても，控訴人らの上記主張を採用することができないといわざるを得ない。 

控訴人らは，所得税法１６１条６号の『貸付金（これに準ずるものを含む。）』につい

て，課税の公平性や経済取引に対する税制の中立性を確保する趣旨から，信用の供与とい

う経済的実質に着目してその解釈を行うべきであるとも主張するが，課税の公平性や経済

取引に対する税制の中立性を確保する趣旨が重要であることは疑いがないものの，本件に

おいてそのような解釈をすることは，解釈論としての域を超えるものであって相当とはい
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

えない
．．．

。
．
」1 

 
1 課税要件明確主義が解釈論にあらわれている点については，木山泰嗣「租税要件明確主

義の解釈論的展望」青山法務研究論集 4 号（2011 年）33頁参照。 
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第３ 税法の解釈 

１ 税法の解釈 

（１）文理解釈 

【金子宏『租税法〔第 24版〕』（弘文堂，2021年）123－124頁】 

「 具体的な事実に法を適用するためには，法の意味内容を明らかにする必要がある。こ

の作用を法の解釈という。租税法は侵害規範（略）であり，法的安定の要請が強くはた

らくから，その解釈は原則として文理解釈によるべきであり，みだりに拡張解釈や類推

解釈を行うことは許されない（略）。……ただし，文理解釈によって規定の意味内容を

明らかにすることが困難な場合に，規定の趣旨目的に照らしてその意味内容を明らかに

しなければならないことは，いうまでもない（略）。」 

 

 視点：最高裁判例の税法解釈に対する態度の傾向を分析すると…… 

⇒税法解釈の原則（文理解釈の原則）から開放され，例外的に趣旨解釈が許容される場合と

して考えられるのは， 

① 文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合（例外①）と， 

② 文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることは可能でも，その帰結（結論）

が明らかに不合理である場合（例外②）2。 

 

【最高裁昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１３３３頁】 

「 地方税法７３条の 7 第 3 号は信託財産を移す場合における不動産の取得についてだけ

非課税とすべき旨を定めたものであり，租税法の規定はみだりに拡張適用すべきものでは

ないから，譲渡担保による不動産の取得についてはこれを類推適用すべきものではない。」 

 

【最高裁平成２２年３月２日第三小法廷判決・民集６４巻２号４２０頁】 

「 一般に，『期間』とは，ある時点から他の時点までの時間的隔たりといった，時的連続

性を持った概念であると解されているから，施行令 322 条にいう『当該支払金額の計算期

間』も，当該支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までという時的連続性を持

った概念であると解するのが自然であり，これと異なる解釈を採るべき根拠となる規定は

見当たらない。 

 
2 木山泰嗣「税法解釈のあり方―文理解釈は正しいのか」青山法学論集 58巻 2号（2016

年）96頁。なお，木山泰嗣「所得区分における税法解釈のあり方」青山法学論集 59 巻 4

号（2018 年）71 頁も参照。 
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（略）租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではなく，原審のような解

釈を採ることは，上記のとおり，文言上困難であるのみならず，ホステス報酬に係る源泉徴

収制度において基礎控除方式が採られた趣旨は，できる限り源泉所得税額に係る還付の手

数を省くことにあったことが，立法担当者の説明等からうかがわれるところであり，この点

からみても，原審のような解釈は採用し難い。 

そうすると，ホステス報酬の額が一定の期間ごとに計算されて支払われている場合にお

いては，施行令 322 条にいう『当該支払金額の計算期間の日数』は，ホステスの実際の稼働

日数ではなく，当該期間に含まれるすべての日数を指すものと解するのが相当である。」 

 

【最高裁平成２３年２月１８日第二小法廷判決・判タ１３４５号１１５頁（須藤裁判官補足

意見）】 

「 一般的な法感情の観点から結論だけをみる限りでは，違和感も生じないではない。しか

し，そうであるからといって，個別否認規定がないにもかかわらず，この租税回避スキーム

を否認することには，やはり大きな困難を覚えざるを得ない。けだし，憲法３０条は，国民

は法律の定めるところによってのみ納税の義務を負うと規定し，同法８４条は，課税の要件

は法律に定められなければならないことを規定する。納税は国民に義務を課するものであ

るところからして，この租税法律主義の下で課税要件は明確なものでなければならず，これ

を規定する条文は厳格な解釈が要求されるのである。明確な根拠が認められないのに，安易

に拡張解釈，類推解釈，権利濫用法理の適用などの特別の法解釈や特別の事実認定を行って，

租税回避の否認をして課税することは許されないというべきである。そして，厳格な法条の

解釈が求められる以上，解釈論にはおのずから限界があり，法解釈によっては不当な結論が

不可避であるならば，立法によって解決を図るのが筋であって（現に，その後，平成１２年

の租税特別措置法の改正によって立法で決着が付けられた。），裁判所としては，立法の領域

にまで踏み込むことはできない。後年の新たな立法を遡及して適用して不利な義務を課す

ことも許されない。結局，租税法律主義という憲法上の要請の下，法廷意見の結論は，一般

的な法感情の観点からは少なからざる違和感も生じないではないけれども，やむを得ない

ところである。」 

 

【最高裁平成２７年７月１７日第二小法廷判決・集民２５０号２９頁】 

「 憲法は，国民は法律の定めるところにより納税の義務を負うことを定め（３０条），新

たに租税を課し又は現行の租税を変更するには，法律又は法律の定める条件によることを

必要としており（８４条），それゆえ，課税要件及び租税の賦課徴収の手続は，法律で明確

に定めることが必要である（最高裁昭和５５年（行ツ）第１５号同６０年３月２７日大法廷

判決・民集３９巻２号２４７頁参照）。そして，このような租税法律主義の原則に照らすと，

租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではないというべきであり（最高

裁昭和４３年（行ツ）第９０号同４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１
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３３３頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第１０５号同２２年３月２日第三小法廷判決・民集６

４巻２号４２０頁参照）……」 

 

（２）目的論的解釈（趣旨解釈） 

【最高裁平成２４年１月１３日第二小法廷判決・民集６６巻１号１頁】 

「 所得税法は，２３条ないし３５条において，所得をその源泉ないし性質によって１０種

類に分類し，それぞれについて所得金額の計算方法を定めているところ，これらの計算方法

は，個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨に

出たものと解される。一時所得についてその所得金額の計算方法を定めた同法３４条２項

もまた，一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図る趣旨のものであり，同

項が『その収入を得るために支出した金額』を一時所得の金額の計算上控除するとしたのは，

一時所得に係る収入のうちこのような支出額に相当する部分が上記個人の担税力を増加さ

せるものではないことを考慮したものと解されるから，ここにいう『支出した金額』とは，

一時所得に係る収入を得た個人が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解する

のが上記の趣旨にかなうものである。また，同項の『その収入を得るために支出した金額』

という文言も，収入を得る主体と支出をする主体が同一であることを前提としたものとい

うべきである。 

したがって，一時所得に係る支出が所得税法３４条２項にいう『その収入を得るために支

出した金額』に該当するためには，それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出し

たものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。」 

 

（３）限定解釈 

【最高裁平成１７年１２月１９日第二小法廷判決・民集５９巻１０号２９６４頁】  

「 法人税法６９条の定める外国税額控除の制度は，内国法人が外国法人税を納付するこ

ととなる場合に，一定の限度で，その外国法人税の額を我が国の法人税の額から控除すると

いう制度である。これは，同一の所得に対する国際的二重課税を排斥し，かつ，事業活動に

対する税制の中立性を確保しようとする政策目的に基づく制度である。 

ところが，本件取引は，全体としてみれば，本来は外国法人が負担すべき外国法人税につ

いて我が国の銀行である被上告人が対価を得て引き受け，その負担を自己の外国税額控除

の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税額を減らすことによって免れ，最終的に利益

を得ようとするものであるということができる。これは，我が国の外国税額控除制度をその

本来の趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ，我が国において納付され

るべき法人税額を減少させた上，この免れた税額を原資とする利益を取引関係者が享受す

るために，取引自体によっては外国法人税を負担すれば損失が生ずるだけであるという本

件取引をあえて行うというものであって，我が国ひいては我が国の納税者の負担の下に取

引関係者の利益を図るものというほかない。そうすると，本件取引に基づいて生じた所得に
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対する外国法人税を法人税法６９条の定める外国税額控除の対象とすることは，外国税額

控除制度を濫用するものであり，さらには，税負担の公平を著しく害するものとして許され

ないというべきである。」 

 

【最高裁平成２６年１２月１２日第二小法廷判決・判タ１４１２号１２１頁】 

「……本件の場合において，仮に本件各相続税について法定納期限の翌日から延滞税が発

生することになるとすれば，法定の期限内に本件各増差本税額に相当する部分を含めて申

告及び納付をした上告人らは，当初の減額更正における土地の評価の誤りを理由として税

額を増額させる判断の変更をした課税庁の行為によって，当初から正しい土地の評価に基

づく減額更正がされた場合と比べて税負担が増加するという回避し得ない不利益を被るこ

とになるが，このような帰結は，法６０条１項等において延滞税の発生につき納税者の帰責

事由が必要とされていないことや，課税庁は更正を繰り返し行うことができることを勘案

しても，明らかに課税上の衡平に反するものといわざるを得ない。そして，延滞税は，納付

の遅延に対する民事罰の性質を有し，期限内に申告及び納付をした者との間の負担の公平

を図るとともに期限内の納付を促すことを目的とするものであるところ，上記の諸点に鑑

みると，このような延滞税の趣旨及び目的に照らし，本件各相続税のうち本件各増差本税額

に相当する部分について本件各増額更正によって改めて納付すべきものとされた本件各増

差本税額の納期限までの期間に係る延滞税の発生は法において想定されていないものとみ

るのが相当である。 

したがって，本件各相続税のうち本件各増差本税額に相当する部分は，本件各相続税の法

定納期限の翌日から本件各増額更正に係る増差本税額の納期限までの期間については，法

６０条１項２号において延滞税の発生が予定されている延滞と評価すべき納付の不履行に

よる未納付の国税に当たるものではないというべきであるから，上記の部分について本件

各相続税の法定納期限の翌日から本件各増差本税額の納期限までの期間に係る延滞税は発

生しないものと解するのが相当である。」 

 

（４）類推解釈 

【最高裁昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決・民集２７巻１０号１３３３頁】 

「……被上告人は譲渡担保として本件不動産の所有権の移転をうけたというのであるから，

被上告人の右不動産の取得は，地方税法７３条の 2 第１項にいう『不動産の取得』にあたる

ものといわなければならない。そして，地方税法７３条の 7 第 3 号は信託財産を移す場合

における不動産の取得についてだけ非課税とすべき旨を定めたものであり，租税法の規定

はみだりに拡張適用すべきものではないから，譲渡担保による不動産の取得についてはこ

れを類推適用すべきものではない。そうすると，被上告人の本件不動産の取得に対し不動産

取得税を課することは許されないとした原判決およびこれと同趣旨の第一審判決は，地方

税法７３条の 2 第 1項，７３条の 7 第 3号の解釈適用を誤つた違法があり（略）」 
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【最高裁平成２７年７月１７日第二小法廷判決・集民２５０号２９頁】 

「 ある土地につき地方税法３４３条２項後段により固定資産税の納税義務者に該当する

というためには，少なくとも，固定資産税の賦課期日において当該者が同項後段にいう『当

該土地…を現に所有している者』であること，すなわち，上記賦課期日において当該土地の

所有権が当該者に現に帰属していたことが必要である。そして，上記（１）において説示し

たところに照らせば，ある土地につき，固定資産税の賦課期日においてその所有権が当該者

に現に帰属していたことを確定することなく，同項後段に基づいて当該者を固定資産税の

納税義務者とすることはできないものというべきである。 

しかるに，原審は，本件各土地につき，本件固定資産税等の賦課期日におけるその所有権

の帰属を確定することなく，前記（略）の要綱等における取扱い等に照らして関係自治会等

をその実質的な所有者と評価することができるなどとして，地方税法３４３条２項後段の

規定を類推適用することにより，関係自治会等が本件固定資産税等の納税義務者に該当す

る旨の判断をしたものであり，このような原審の判断には，同項後段の解釈適用を誤った違

法があるというべきである。」 

 

【横浜地裁平成１３年９月１９日判決・裁判所ＨＰ】 

「 納税者の負担を拡大する方向で，税法の規定を拡大解釈又は類推解釈することはでき

ないが，納税者に有利に，その負担を軽減する方向において，拡大解釈又は類推解釈するこ

とは禁止されないという見解もある。しかし，たとえ納税者に有利な方向の解釈であっても，

解釈の幅を広げることにより，課税庁の恣意的な解釈を許すことになるし，本来課税される

べき場合において課税されない者が出現してしまうことにより，税負担の公平性が損なわ

れてしまうので，このような解釈をとることはできない。したがって，ある課税法規に不満

を覚えたとしても，それが著しく不合理で違法性を帯びるというものでない限り，その内容

の当否は立法措置により解決されるべき問題であって，拡大解釈又は類推解釈の名の下に

解決すべきではない。」 

 

（５）拡張解釈 

 

【最高裁平成９年１１月１１日第三小法廷判決・判タ９５９号１５０頁】 

「 物品税法（昭和六三年法律第一〇八号により廃止）別表課税物品表第二種の物品七号２

には課税物品として小型普通乗用四輪自動車が掲げられているところ，右にいう普通乗用

自動車とは，特殊の用途に供するものではない乗用自動車をいい，ある自動車が普通乗用自

動車に該当するか否かは，当該自動車の性状，機能，使用目的等を総合して判定すべきもの

と解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係によれば，本件各自動車は，ＦＪ

一六〇〇と呼ばれるいわゆるフォーミュラータイプに属する競争用自動車であって，道路
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運送車両法所定の保安基準に適合しないため，道路を走行することができず，専ら自動車競

走場における自動車競走のためにのみ使用されるものであるというのである。しかし，本件

各自動車も，人の移動という乗用目的のために使用されるものであることに変わりはなく，

自動車競走は，この乗用技術を競うものにすぎない。また，本件各自動車の構造，装置が道

路を走行することができないものとなっているのも，右のような自動車競走の目的に適合

させるべく設計，製造されたことの結果にすぎないのであって，本件各自動車は，乗用とは

質的に異なる目的のために使用するための特殊の構造，装置を有するものではない。したが

って，本件各自動車は，その性状，機能，使用目的等を総合すれば，乗用以外の特殊の用途

に供するものではないというべきであり，普通乗用自動車に該当するものと解すべきであ

る。 

以上によれば，本件各自動車が物品税法別表課税物品表第二種の物品七号２の小型普通

乗用四輪自動車に該当するとした原審の判断は，正当として是認することができる。」3 

 

（私見） 

税法解釈に厳格解釈（文理解釈の原則）が求められるのは，課税要件の解釈において文言

以外の趣旨目的などが考慮されれば，恣意的な課税がなされるおそれがあるからである。 

この点から考えると，特に，課税要件を直接定めたものではない租税手続法の解釈におい

ては，法の規定がないために課税されるべきでない納税者に課税されることを防止するた

めの救済解釈が，例外的になされることもある（救済解釈の法理）4。また，租税手続法の

解釈においては，課税要件法（租税実体法）の解釈に密接に関連する限りで，厳格解釈の要

請が働くが，そうではない規定の解釈においては，租税手続法の特色も考慮した解釈がなさ

れるべき場合もある5。 

 
3 尾崎行信裁判官の反対意見があり，次のように述べられている。「そもそも，物品税法

は，別表課税物品表に掲げられた物品に限って課税物件とする仕組みを採用しているとこ

ろ，物品税の課税対象とされる乗用自動車の範囲については，同法は，これを単に普通乗

用自動車という文言で規定しているにすぎず，本件各自動車のように専ら自動車競走場に

おける自動車競走の目的にのみ使用され，そのための構造，装置を有している自動車が特

殊の用途に供するものではない普通乗用自動車に該当するとの解釈が，社会通念に照らし

て，少なくとも明確であるとは認められない。そうであるとすれば，課税要件明確主義の

観点からも，本件各自動車が普通乗用自動車に該当するものと解することは許されないも

のというべきである。本件各自動車のような競走用自動車に対する課税の必要性が高いの

であれば，小型キャンピングカーのように同法の別表課税物品表中にその旨掲げれば足り

るのであり，そのような立法手続が格別の困難を伴うものであるとも思われない。」 
4 木山泰嗣『国税通則法の読み方』（弘文堂，2022年）110―111頁，同「手続法分野にお

ける租税法律主義の特色―最高裁判決にみる救済解釈等の手続法的解釈を中心に―」税法

学 585号（2021年）197―203頁参照。 
5 木山泰嗣「租税手続法の解釈のあり方―文理解釈の重要性とその限界―」青山法学論集 
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２ 租税法と私法契約 

（１）原則 

   →課税要件事実の認定は，私法契約を基礎に行わなければならない。 

 

【東京高裁平成１１年６月２１日判決・訟月４７巻１号１８４頁】 

「 本件取引のような取引においては，むしろ補足金付交換契約の法形式が用いられるの

が通常であるものとも考えられるところであり，現に，本件取引においても，当初の交渉の

過程においては，交換契約の形式を取ることが予定されていたことが認められるところで

ある（略）。しかしながら，最終的には本件取引の法形式として売買契約の法形式が採用さ

れるに至ったことは前記のとおりであり，そうすると，いわゆる租税法律主義の下において

は，法律の根拠なしに，当事者の選択した法形式を通常用いられる法形式に引き直し，それ

に対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められているもの

ではないから，本件譲渡資産及び本件取得資産の各別の売買契約とその各売買代金の相殺

という法形式を採用して行われた本件取引を，本件譲渡資産と本件取得資産との補足金付

交換契約という法形式に引き直して，この法形式に対応した課税処分を行うことが許され

ないことは明かである。」 

 

【東京高裁平成２２年５月２７日判決・判時２１１５号３５頁】 

「 課税は，私法上の法律関係に即して行われるべきことになるが，私的自治の原則からす

れば，いかなる法形式（契約類型）を用いるかは当事者の自由であり，一般に経済活動は税

負担の多寡をコストの一つとして考慮して行われるのが通例であることに照らせば，当該

契約が税負担の軽い法形式（契約類型）で締結されたとの一事をもってそれを否認して，当

事者が選択した法形式（契約類型）をそれと異なる法形式（契約類型）に引き直して課税す

ることは許されない。しかしながら，法形式（契約類型）を濫用して，課税の公平の原則に

反する場合，所得税法１５７条，法人税法１３２条，相続税法６４条のような具体的否認規

定がないからといって，租税回避行為として否認することが一切許されないというわけで

はない。租税回避を目的として，当事者の選択した契約が不存在と認定される場合又は当事

者の真の効果意思が欠缺し若しくは虚偽表示により契約が無効と認定される場合には，当

事者の選択した契約類型を租税回避行為として否認することが許されるというべきであ

る。」 

 

（２）例外 

→仮装行為（通謀虚偽表示）などがある場合には，隠ぺいないし秘匿された事実や法律

関係に従って課税がなれなければならない。 

 

64巻 3号（2022年）191―192頁参照。 
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【東京高裁平成２２年５月２７日判決・判時２１１５号３５頁】 

「 課税は，私法上の法律関係に即して行われるべきことになるが，私的自治の原則からす

れば，いかなる法形式（契約類型）を用いるかは当事者の自由であり，一般に経済活動は税

負担の多寡をコストの一つとして考慮して行われるのが通例であることに照らせば，当該

契約が税負担の軽い法形式（契約類型）で締結されたとの一事をもってそれを否認して，当

事者が選択した法形式（契約類型）をそれと異なる法形式（契約類型）に引き直して課税す

ることは許されない。しかしながら，法形式（契約類型）を濫用して，課税の公平の原則に

反する場合，所得税法１５７条，法人税法１３２条，相続税法６４条のような具体的否認規

定がないからといって，租税回避行為として否認することが一切許されないというわけで

はない。租税回避を目的として，当事者の選択した契約が不存在と認定される場合又は当事

者の真の効果意思が欠缺し若しくは虚偽表示により契約が無効と認定される場合には，当

事者の選択した契約類型を租税回避行為として否認することが許されるというべきであ

る。」 

 

ｃｆ）租税回避 

（⇒木山泰嗣『入門課税要件論』（中央経済社，2020 年）242―279 頁（第５章「課税要件

と租税回避」参照。本書では直接のテーマではないため，省略） 

 

【最高裁平成２３年２月１８日第二小法廷判決・判タ１３４５号１１５頁】 

「 原審は，上告人が贈与税回避を可能にする状況を整えるために香港に出国するもので

あることを認識し，本件期間を通じて国内での滞在日数が多くなりすぎないよう滞在日数

を調整していたことをもって，住所の判断に当たって香港と国内における各滞在日数の多

寡を主要な要素として考慮することを否定する理由として説示するが，前記のとおり，一定

の場所が住所に当たるか否かは，客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによ

って決すべきものであり，主観的に贈与税回避の目的があったとしても，客観的な生活の実

体が消滅するものではないから，上記の目的の下に各滞在日数を調整していたことをもっ

て，現に香港での滞在日数が本件期間中の約３分の２（国内での滞在日数の約２．５倍）に

及んでいる上告人について前記事実関係等の下で本件香港居宅に生活の本拠たる実体があ

ることを否定する理由とすることはできない。 

このことは，法が
．．

民法上の概念である『住所』を用いて課税要件を定めているため
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，本件

の争点が上記『住所』概念の解釈適用の問題となることから導かれる帰結であるといわざる

を得ず，他方，贈与税回避を可能にする状況を整えるためにあえて国外に長期の滞在をする

という行為が課税実務上想定されていなかった事態であり，このような方法による贈与税

回避を容認することが適当でないというのであれば，法の解釈では限界があるので，そのよ

うな事態に対応できるような立法によって対処すべきものである。そして，この点について
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は，現に平成１２年法律第１３号によって所要の立法的措置が講じられているところであ

る。」 

 

（３）課税要件事実の認定 

ア 契約解釈（税法における実質主義との関係） 

 

【名古屋高裁平成２９年１２月１４日判決・税資２６７号順号１３０９９】 

「 上記のとおり，本件契約のうち，本件交換・保管取引は，交換と寄託（混蔵寄託）とを

組み合わせた混合契約であると認められる。 

 もっとも，金地金をすでに所有している顧客が，本件契約を締結して本件交換・保管取引

を行うということの目的についてみるに，前提事実（１）の本件約款によれば，M が本件交

換・保管取引に応じるのは，顧客が持ち込んだ金地金がＬＢＭＡブランドで純度９９．９

９％以上の純金であると判定された場合であり，M が顧客からの求めに応じて引き渡す金

地金は，顧客が寄託した交換後の金地金そのものではなく，同質かつ同重量の金地金である

ことが認められる。したがって，本件交換・保管取引における交換の対象となる顧客所有の

金地金と M 所有の金地金は等価値であり，将来顧客が引き渡しを受ける金地金は，顧客が

持ち込んだ金地金及び交換を受けた金地金そのものではなく，これと同質かつ同重量のも

のということになる。そもそも，金地金は，一定以上の純度があれば，重量のみで価値が決

まり，刻印の違いやバーナンバーの違いは価値に影響しないので，同質かつ同重量の金地金

を引き渡せば足りるものである。 

 そうすると，本件契約を締結し，本件交換・保管取引を行う顧客からみれば，ＬＢＭＡブ

ランドで純度９９．９９％以上の純金からなる一定の重量の金地金を M に預けて保管し，

将来これと同質かつ同重量の金地金の返還を受けるというのと同じであるから，本件契約

を締結し，本件交換・保管取引を行う顧客の目的は，特定の金地金を M に預けて保管して

もらうというのと等しいのであって，控訴人自身もそのような目的であったと主張してい

るところである。また，上記によれば，Mにおいても，本件交換・保管取引は，顧客から金

地金を預かり，これと同質かつ同重量の金地金を返還するというのと同様であると認めら

れるから，実質的には特定の金地金を預かりこれを保管するというのと同様であるといえ

る。 

 したがって，本件契約のうち，本件交換・保管取引は，交換と寄託（混蔵寄託）からなる

混合契約の形をとっているものの，スワップ取引部分に係る交換は，寄託（混蔵寄託）をす

るための単なる準備行為にすぎず，本件交換・保管取引は，実質的には寄託（混蔵寄託）契

約であると認めるのが相当である。」 

 

【名古屋地裁平成２９年６月２９日・税資２６７号順号１３０２８】 

「 本件契約は，本件契約の締結を希望する顧客が，〔１〕M から同社にて製錬した金地金



18 

 

を購入する『売買取引』を行うか，同社との間で，当該顧客が所有する金地金と同社にて製

錬した金地金とを交換する『スワップ取引』を行うことにより，同社にて製錬した金地金を

取得することと，〔２〕取得した金地金の保管を同社に委託する『保管取引』を行うことを

組み合わせて構成された契約であると認められる。そして，初回の売買取引又はスワップ取

引と初回の保管取引とは，同時に行われることが予定されているものの，本件約款上それぞ

れ独立した取引として観念され，各取引を行うに当たり生じる購入代金，スワップ取引手数

料及び保管料といった費用も，それぞれ独立して発生するものとされていることに照らす

と，M にて製錬した金地金を取得することを目的とする上記〔１〕の取引と，その保管の委

託を目的とする上記〔２〕の取引とは，本件契約上それぞれ独立した取引として構成されて

いるものと認めるのが相当である。したがって，スワップ取引により取得した金地金を保管

取引により預ける場合の本件契約の法的性質は，顧客と M とが互いの金地金の所有権を相

手方に移転する民法上の交換と，顧客がこれにより取得した金地金の保管を同社に委託す

る民法上の寄託（混蔵寄託）とを組み合わせた混合契約であると認められる（なお，被告は，

本件契約におけるスワップ取引が交換又は売買である旨主張するところ，本件約款におい

て定められたスワップ取引の具体的内容や，本件約款において金地金の「交換」であるとの

文言が使用されていること，前記前提事実（２）イによれば，原告が本件契約の締結に当た

り支払った費用はスワップ取引手数料，年会費及び年間保管料の合計９４万７２５０円の

みであることなどに鑑みると，スワップ取引の法的性質は，上記のとおり交換であると認め

られる。）。 

 そして，上記１で説示したとおり，交換としての法的性質を有する本件スワップ取引によ

り，原告が所有していた本件金地金の所有権が M に移転し，その対価（反対給付）として

原告に所有権が移転した同社にて製錬した金地金をもって，原告による本件金地金の保有

期間中に抽象的に発生していた増加益が具体化されたものと解するのが相当である。そう

すると，本件スワップ取引により，本件金地金について『資産の譲渡』があったものという

べきである。」 

 

イ 経済的成果（税法における形式性・外観性との関係） 

【最高裁平成３０年９月２５日第三小法廷判決・民集７２巻４号３１７頁】 

「 給与所得に係る源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為が無効であ

り，その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたと

きは，税務署長は，その後に当該支払の存在を前提として納税の告知をすることはできない

ものと解される。そして，当該行為が錯誤により無効であることについて，一定の期間内に

限り錯誤無効の主張をすることができる旨を定める法令の規定はなく，また，法定納期限の

経過により源泉所得税の納付義務が確定するものでもない。したがって，給与所得に係る源

泉所得税の納税告知処分について，法定納期限が経過したという一事をもって，当該行為の

錯誤無効を主張してその適否を争うことが許されないとする理由はないというべきである。 
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５ 以上と異なる見解の下に，上告人が法定納期限の経過後に本件債務免除の錯誤無効を

主張することは許されないとした原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるも

のといわざるを得ない。しかしながら，上告人は，本件債務免除が錯誤により無効である旨

の主張をするものの，前記２（５）の納税告知処分が行われた時点までに，本件債務免除に

より生じた経済的成果がその無効であることに基因して失われた旨の主張をしておらず，

したがって，上告人の主張をもってしては，本件各部分が違法であるということはできな

い。」 

 

３ 借用概念 

  借用概念……税法が定義をすることなく，他の法分野の概念を借用するもの。 

（ｃｆ 固有概念……税法が固有に定める概念。例：所得，資産） 

   Ａ説）統一説（判例・通説） 

「 借用概念は他の法分野におけると同じ意義に解釈するのが，租税法律主義＝法

的安定性の要請に合致している。……納税義務は，各種の経済活動ないし経済現象

から生じてくるのであるが，それらの活動ないし現象は，第一次的には私法によっ

て規律されているから，租税法がそれらを課税要件規定の中にとりこむにあたっ

て，私法上におけると同じ概念を用いている場合には，別意に解すべきことが租税

法規の明文またはその趣旨から明らかな場合は別として，それを私法上における

と同じ意義に解するのが，法的安定性の見地からは好ましい。その意味で，借用概

念は，原則として，本来の法分野におけると同じ意義に解するべきであろう6」 

    

Ｂ説）独立説……借用概念の解釈と別に，税法は独立して解釈を行うべきとする見解 

 

  注）規制法（薬事法）の借用概念7（ｃｆ 取引法の借用概念） 

 

【東京高裁平成２７年１１月２６日判決・訟月６２巻９号１６１６頁（控訴審）】 

（「原判決２３頁２６行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。」として，以下の文章が

ある。） 

「 もっとも，所得税法７３条２項及び施行令２０７条２号の『医薬品』が薬事法２条１項

の『医薬品』の概念を借用したものであることから，それぞれの医薬品の意義，内容も当然

に同一のものとして解さなければならないということになるものではない。同法は，医薬品

等について，その品質，有効性及び安全性の確保等のために必要な規制を行うことなどを目

 
6 金子宏『租税法〔第 24版〕』（弘文堂，2021 年）127 頁。 

7 佐藤英明「最新の重要判例～実務への影響について～」税研 35 巻 1号（2019 年）2 頁

参照。 
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的とし（同法１条），同法２条１項の『医薬品』は，以上の規制の対象となるものとして定

義され，医薬品の製造販売を業として行うには，医薬品の種類に応じて厚生労働大臣の許可

を受けることを必要とし（同法１２条１項），また，医薬品の製造業の許可を受けた者でな

ければ業として医薬品の製造をしてはならないとしている（同法１３条１項）上，医薬品を

製造販売しようとする者は，品目ごとにその製造販売についての同大臣の承認を受けなけ

ればならず（同法１４条１項），この承認の申請者が同法１２条１項の製造販売業の許可を

受けていないとき，申請に係る医薬品を製造する製造所が同法１３条１項の許可を受けて

いないときには承認は与えられず（同法１４条２項１，２号），また，申請に係る医薬品の

名称，成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，効果，性能，副作用その他の品質，

有効性及び安全性に関する事項の審査の結果，申請に係る医薬品がその申請に係る効能，効

果又は性能を有すると認められないとき，その効能，効果又は性能に比して著しく有害な作

用を有することにより，医薬品として使用価値がないと認められるとき，そのほか医薬品と

して不適当なものとして厚生労働省令で定める場合に該当するときには，承認は与えない

ものとされ（同項３号），これらの規制に違反して医薬品を製造販売する者に対しては罰則

（同法８４条等）を設けて，上記の目的の実現を図っている。一方，医療費控除制度は
．．．．．．．．

，医

薬品の購入費用を含め，多額な医療費の支出による担税力の減殺を調整し，所得税の公平な

負担を図る目的で，通常必要と認められるものについて政策的に調整を行うものとして導

入されたものであり，薬事法が目的とする医薬品の規制を取り込むものではないが，同法が

定める規制に違反する医薬品の製造販売は許されず，したがってそれを購入することも許

されないと解されることからすると，そのような医薬品の購入費用，すなわち，同法の医薬

品の定義に該当し，同法の規制の対象となるべきものでありながら，正当な理由なく同法の

規制を免れているものの購入費用は，社会通念上，そもそも医療費控除制度が控除の対象と

して予定する通常必要と認められるものに当たらないと解するのが相当であり，そのよう

な医薬品の購入費用について控除の対象性を認めるのは，同法の趣旨，目的に反する結果と
．．．．．．．．．．．．．．．

なるだけでなく
．．．．．．．

，医療費控除制度の趣旨に反する
．．．．．．．．．．．．．．

ものというべきである。また，同法２条１

項の『医薬品』は，人又は動物の疾病の診断，治療又は予防に使用されることが目的とされ

ている物（同項２号）のほかに，人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目

的とされている物（同項３号）をいうとしており，かかる定義規定によると，人体に悪影響

を及ぼす物も医薬品に含まれ得ることになるが，これらが薬事法の規制の下に置かれて初

めて有効かつ安全に製造，販売及び使用されることが担保されるのである。以上のことに鑑

みると，所得税法７３条２項及び施行令２０７条２号の『医薬品』というのは，薬事法２条

１項所定の『医薬品』の概念を借用するものではあるが，薬事法の趣旨，目的と医療費控除

制度の趣旨，目的との違いからそれぞれの『医薬品』の意義，すなわち，それぞれが対象と

する医薬品の範囲にも自ずから違いがあるというべきであり，課税上の法的安定性及び公

平の観点に照らすと，所得税法７３条２項及び施行令２０７条２号の『医薬品』は，薬事法

２条１項に該当し，同法の規制の下に厚生労働大臣の承認を受けて製造販売されている医
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薬品をいうものと解するのが相当である。」 

 

【東京地裁平成２７年５月１２日判決・訟月６２巻９号１６４０頁（第１審）】 

「ア 医療費控除制度（所得税法７３条１項）は，所得税法の所得控除の一種として，シャ

ウプ勧告に基づき昭和２５年の税制改正により医療費が多額で異常な支出となる場合にお

ける担税力の減殺を調整し，もって所得税の公平な負担を図る目的で創設されたものであ

る。 

 そして，この場合の医療費とは，医師又は歯科医師による診療又は治療，治療又は療養に

必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要

であると認められるものとして政令で定めるものをいい（同法７３条２項），これを受けて，

施行令２０７条は，〔１〕医師又は歯科医師による診療又は治療（同条１号），〔２〕治療又

は療養に必要な医薬品の購入（同条２号），〔３〕病院，診療所又は助産所へ収容されるため

の人的役務の提供（同条３号），〔４〕あん摩マッサージ指圧師，柔道整復師等による施術（同

条４号），〔５〕保健師，看護師又は准看護師による療養上の世話（同条５号），〔６〕助産師

による分べんの介助（同条６号）に係る対価のうち，その病状その他財務省令で定める状況

に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額を医療費控除の対象となる

医療費としている。 

イ（略）施行令２０７条各号は，所得税法７３条の規定を受けて，医療費の範囲を限定的に

列挙しているものであるが，上記の基本通達７３－３は，所得税法７３条が定める『医師又

は歯科医師による診療又は治療』及び『その他医療又はこれに関連する人的役務』という範

囲並びに施行令２０７条１号，３号，４号及び６号が定める診療等の範囲について，医師等

が行う診療等それ自体に狭く限定せず，診療等を受けるために直接必要な費用も含むもの

とし，医療費として控除される範囲を実質的に拡大したものと解される。これは，施行令２

０７条１号，３号，４号及び６号については，医療費控除制度の創設後の社会保険制度の充

実や医療技術の進歩に伴い，医師等が行う診療等それ自体の対価よりも，これに付随ないし

関連する費用の負担の方が重くなっているという実情を踏まえ，医療費控除制度の目的に

照らし，医師等による診療等それ自体の対価に限定して解釈すべきではないことを明らか

にしたものと解することができ，上記施行令の解釈として合理的な内容であるということ

ができる。 

ウ 他方，所得税法及び施行令は，所得税法７３条２項及び施行令２０７条２号が定める

『医薬品』の意義につき独自に規定していないが，基本通達７３－５（略）は，施行令２０

７条２号に規定する医薬品とは，薬事法２条１項に規定する医薬品をいい，同項に規定する

医薬品に該当するものであっても，疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入

の対価は医療費に該当しないとしている。これは，上記の『医薬品』につき，法的安定性及

び課税上の公平の見地から，本来の法分野である薬事法２条１項所定の『医薬品』の概念を

借用することにしたものと解され
．．．．．．．．．．．．．．．

，上記施行令の解釈として合理的な内容であるというこ
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とができる。 

 もっとも，薬事法が，医薬品等について，その品質，有効性及び安全性の確保のために必

要な規制を行うことなどを目的とし（同法１条），医薬品につき，原則としてその製造販売

について厚生労働大臣の承認を受けなければならないとし（同法１４条１項），そのことを

罰則をもって強制していること（同法８４条）を勘案すれば，上記の承認を経ずに流通に置

かれている物品（サプリメント）について，特定の医師がその服用を指導したという理由に

より，又は，その成分が医薬品と同等であるという理由により，これを治療又は療養に必要

な『医薬品』に類するものとして，医療費控除の対象とすることは，『医薬品』を規制する

薬事法の上記目的及び内容にそぐわないものといわざるを得ない。また，薬事法２条１項所

定の『医薬品』は，医療及び製薬関係の技術の進歩に伴って拡大し又は縮小し得るものであ

り，現在の医療水準を反映したものとなることが予定されているということができる。これ

らの点に鑑みれば，施行令２０７条２号にいう『医薬品』とは，薬事法２条１項所定の「医

薬品」をいうものと解することが相当であり，施行令２０７条の他の号とは異なり，必ずし

もこれを拡大して解釈しなければならないものではないと考えられるところである。」 

 

（メモ） 

 借用概念は，法的安定性・予測可能性の観点から，統一説が判例・通説である。 

 しかし，近年裁判で問題となったものをみていくと，以下のように，あらたに検討すべき

観点があることがわかる。 

 

 ① 借用概念に定義が明文でなく，その概念の解釈・判断基準が問題になるもの。 

例）デラウェア州 LPS の税法上の外国法人該当性（最判平成 27 年 7 月 17 日

 民集 69巻 5 号 1253 頁） 

「 外国法に基づいて設立された組織体が所得税法２条１項７号等に定める外国法人に該

当するか否かを判断するに当たっては，まず，より客観的かつ一義的な判定が可能である後

者の観点として，①当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから，当該

組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されているこ

と又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討することとなり，

これができない場合には，次に，当該組織体の属性に係る前者の観点として，②当該組織体

が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきものであり，具体

的には，当該組織体の設立根拠法令の規定の内容や趣旨等から，当該組織体が自ら法律行為

の当事者となることができ，かつ，その法律効果が当該組織体に帰属すると認められるか否

かという点を検討することとなるものと解される。」 

 

 ② 借用概念においても複数の事項があり，その整理が必要になるもの。 

例）混合配当における法人税法上の取扱い（最判令和 3年 3 月 11 日民集 75巻 3号 418
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頁） 

 

 ③ 借用概念に定義規定があっても，税法に概念の判定方法の定めがあるもの。 

  例）所得税法上の住所該当性（東京高判令和元年 11月 27日税資 269号順号 13345） 

 

（所得税法） 

（居住者及び非居住者の区分） 

第三条 国家公務員又は地方公務員（これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で

定める者を除く。）は，国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみ

なして，この法律（第十条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税），第十五条（納税

地）及び第十六条（納税地の特例）を除く。）の規定を適用する。 

２ 前項に定めるもののほか，居住者及び非居住者の区分に関し，個人が国内に住所を有す

るかどうかの判定について必要な事項は，政令で定める。 

 

（所得税法施行令） 

（国内に住所を有する者と推定する場合） 

第十四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には，

その者は，国内に住所を有する者と推定する。 

一 その者が国内において，継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有す

ること。 

二 その者が日本の国籍を有し，かつ，その者が国内において生計を一にする配偶者その他

の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし，

その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。 

２ 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者そ

の他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には，これらの者も国内に住所を有する

者と推定する。 

 

（国内に住所を有しない者と推定する場合） 

第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には，

その者は，国内に住所を有しない者と推定する。 

一 その者が国外において，継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有す

ること。 

二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けてお

り，かつ，その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他

国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし，その者が再び国内に帰り，主

として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。 
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２ 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者

その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には，これらの者も国内に住所を有し

ない者と推定する。 

 

 ④ 取引法ではなく規制法上の概念を借用しているもの。 

  例）医療費控除の要件（東京高判平成 27年 11 月 26 日訟月 62巻 9 号 1616 頁） 

 

 ⑤ 税法に定義規定があるにもかかわらず，私法の判例上の概念を借用するもの。 

  例）人格のない社団等と権利能力なき社団（東京高判平成 30 年 10 月 31 日訟月 65 巻

8 号 1267 頁） 

 

⇒今後の判例を注視することが必要（研究の蓄積も必要）。 
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第４ 通達に対する裁判所の考え方 

１ 通達の拘束力 

（１）法律（平成２６年改正前の所得税法１６１条６号〔現行同条１項１０号〕） 

 

第１６１条（国内源泉所得） 

この編において「国内源泉所得」とは，次に掲げるものをいう。 

六 国内において業務を行う者に対する貸付金（これに準ずるものを含む。）で当該業務に

係るものの利子（政令で定める利子を除く。）8 

 

（２）通達（所得税基本通達及び法人税基本通達） 

 

１６１－１６（貸付金に準ずるもの） 

法第１６１条第６号かっこ内に規定する「これに準ずるもの」には，次に掲げるようなも

のがあることに留意する。 

（１） 勤務先に対する預け金で預貯金に該当しないもの 

（２） 取引先等に対する保証金，預け金 

（３） 売買，請負，委任の対価又は者若しくは権利の貸付若しくは使用の対価に係る延払

債権 

（４） （３）に定める対価に代わる性質を有する損害賠償金等に係る延払債権 

 

２０－１－１９（貸付金に準ずるもの） 

国内において業務を行う者に対する債権で次に掲げるようなものは，法第１３８条第６

号のかつこ書（貸付金利子の所得）に規定する「これに準ずるもの」に該当することに留意

する。 

（１） 預け金のうち同条第４号ロ（預貯金の利子等の所得）に掲げる預貯金以外のもの 

（２） 保証金，敷金その他これらに類する債権 

（３） 前渡金その他これらに類する債権 

 

（３）裁判所の判断 

【大阪地裁平成２０年７月２４日判決・判タ１２９５号２１６頁】 

 
8 現行法では，所得税法 161条 1 項 10号。 
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「 所得税法には貸付金の定義規定が置かれておらず，むしろ，同法１６１条６号が『消費

貸借又は準消費貸借による貸付金』等と特定の私法上の契約類型によって規定せず，「貸

付金（これに準ずるものを含む。）」と規定し，貸付金として通常理解される概念に更に貸

付金以外のものを付け加えて規定していることからすると，同規定の文言自体からは，

『貸付金（これに準ずるものを含む。）』の意義を明確に解釈することができない。 

このような場合に，所得税法１６１条６号の『貸付金（これに準ずるものを含む。）』

の意義を解釈するに当たっては，当該規定の趣旨や所得税法の中での位置付け，一定の

解釈に従って当該規定を適用した場合の結果の公平性及び相当性等の実質的な検討をし

た上，租税法規が備えるべき客観性，ひいては，納税者の予測可能性や法的安定性を損な

わない解釈を選び採るほかない。（略）『貸付金（これに準ずるものを含む。）』の意義につ

いては，消費貸借に基づく貸付金を基本としつつ，その性質，内容等がこれとおおむね同

様又は類似の債権をいうものと解するのが相当である。 

（略）本件分割払金の法的性質が，その法形式からみる限り，売買代金であることは明らか

であり，ただ，その支払方法について，約定で，一部の支払が反対給付である目的物の引

渡しとの関係で先履行すべきものとされているものということができる…ことからする

と，純然たる消費貸借に基づく貸付債権には当たらないから，その性質，内容等がこれと

おおむね同様又は類似の債権に当たるといえるかどうか，更に具体的には，将来の返還を

約した上での金銭の授受があり，消費貸借の本質的要素に欠けることはないかなどの点

が専ら問題となる。（略）本件造船契約は，船舶の売買を主たる内容としており，本件分

割払金も前払による代金の一部であって，通常であれば，買主から売主に渡しきりとなる

性質のものということができる。そして，それが返還される場合が想定されているとはい

え，同契約の条項に基づいて解約権を行使したときに限られており，実際にも，造船契約

において解約により契約関係が終了する例はまれであるというのである。このように，将

来返還の余地があるものとして金銭の授受が行われた場合であっても，その可能性は小

さく，例外的な事象にとどまるような場合についてまで，消費貸借の本質的要素である返

還約束があるものとみて，これを『貸付金（これに準ずるものを含む。）』に当たるものと

するのは，かえって納税者の予測可能性や法的安定性を損なう結果を招きかねず，妥当で

はないというべきである。」 

 

【大阪高裁平成２１年４月２４日判決・税資２５９号順号１１１８８9】 

「 また，所得税基本通達及び法人税基本通達等の規定は，課税庁内部では拘束力をもつが，

裁判所が拘束されるものではないのであって，その上位規範である所得税法の規定を解釈

するに当たり参考となり得ても，その解釈基準の根拠として取り扱うことは，前提において

失当であるというべきであるし，Ｙが指摘する上記各基本通達における規定のすべてが，Ｙ

 
9 同判決に評釈として，木山泰嗣「判批」青山法学論集 57巻 2 号（2015 年）23 頁参照。 
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が主張する『信用の供与』という解釈基準でもって説明し得るものといえるかは疑問である

（例えば，法人税基本通達２０－１－１９…（２）に規定する『敷金』についてみると，敷

金には，利息が付されないのが通常であるし，これが賃借人から賃貸人に一定期間使用収益

される前提の下に交付されるとしても，賃借人が賃貸人に『信用の供与』をする目的で交付

されるものとみることは到底できない。）。」 

 

【最高裁令和４年４月１９日第三小法廷判決・民集７６巻４号４１１頁 】 

「 評価通達は，上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが，上級行政機関

が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず，これが国民に対

し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」 

 

２ 時価評価と財産評価基本通達 

（１）法律（相続税法２２条） 

 

（評価の原則）  

第２２条  この章で特別の定めのあるものを除くほか，相続，遺贈又は贈与により取得

した財産の価額は，当該財産の取得の時における時価により，当該財産の価額から控除す

べき債務の金額は，その時の現況による。  

 

（２）通達（財産評価基本通達） 

評価通達１８９（２）は，課税時期において評価会社の有する各資産を評価通達に定める

ところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額（株式保

有割合）が２５％以上（中会社及び小会社については，５０％以上）である評価会社を「株

式保有特定会社」として，その株式の評価を１８９－３の定めによる旨を定めていた。 

 

（３）裁判所の判断 

【東京高裁平成２５年２月２８日判決・税資２６３号順号１２１５７】 

「（１） 相続税法２２条は，相続により取得した財産の価額は，特別の定めがあるもの

を除き，『当該財産の取得の時における時価による』と定めており，この時価とは，相続

開始時における当該財産の客観的交換価値をいうものと解されるところ，その評価につい

ては，租税負担の実質的な公平を確保し，安定した課税手続を実現させる観点から，評価

通達を定め，それが評価方式として合理的なものである限り，全ての納税者に当該評価方

式を適用すべきである。そして，特定の納税者あるいは特定の相続財産についてのみ評価

通達の定める評価方式以外の評価方式によって行うことは，たとえその評価方式による評

価額がそれ自体としては相続税法２２条の定める時価として許容できる範囲内のものであ
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ったとしても，その評価通達が定める評価方式によった場合にはかえって実質的な租税負

担の公平を害することが明らかな場合を除き，納税者間の実質的負担の公平に欠けること

となり，許されないというべきである。 

相続財産である株式の『時価』について，一般に市場を通じて不特定多数の当事者間に

おける自由な取引により市場価格が形成されている場合には，これを時価とするのが相当

である。しかし，取引相場のない株式については市場価格が形成されていないから，その

時価を容易に把握するのは困難であり，したがって，こうした取引相場のない株式にあっ

ては，合理的と考えられる評価方式によってその時価を評価するほかなく，その評価方式

が合理性を有する限り，それによって得られた金額をもって『時価』と評価すべきことに

なる。 

（２）評価通達は，評価会社をその事業規模に応じて大会社，中会社及び小会社に区分し

（同通達１７８），それぞれの区分に属する評価会社の株式の価額に用いるべき原則的評

価 方式を定めているところ（同通達１７９），大会社の株式の価額の評価において用い

るべき原則的評価方式である類似業種比準方式は，それ自体では市場取引価格がない株式

について，これを上場会社の（ママ）比較することとして上場会社の取引所での取引価格

を基に評価する方法であって，上場会社の企業価値が市場で評価された結果として当該上

場会社の株式の時価が取引所市場での取引価格に示されていることからして，大会社の株

式の評価方式としては十分合理性を有しているものといえる。（略） 

（３）しかるところ，評価通達の平成２年改正で資産構成が著しく株式等に偏っている会

社の株式について特別な評価方式〔現行の評価通達１８９の（２）及び１８９－３〕が置

かれた経緯等は前記（原判決引用部分）のとおりであり，同改正において資産構成が著し

く株式等に偏っている会社を株式保有特定会社等として定義し，その株式の評価方式を純

資産価額方式又はＳ１＋Ｓ２方式によるべきこととしたこと，及び評価通達の平成２年改

正時点において，評価通達１８９の（２）の定めのうち，大会社につき株式保有割合が２

５％以上である評価会社を一律に株式保有特定会社とし（本件判定基準），その株式を上

記の特別な評価方式によって評価すべきものとしたことに合理性が認められることも前記

（原判決引用部分）のとおりである。 

（４）そこで，評価通達１８９の（２）の定めのうち，大会社につき株式保有割合が２

５％以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が，本件相続開

始時においてもなお合理性を有しているか，以下検討する。 

（略） 

ウ そうすると，評価通達１８９の（２）の定めのうち，大会社につき株式保有割合が

２５％以上である評価会社を一律に株式保有特定会社と定める本件判定基準が本件相続

開始時においてもなお合理性を有していたものとはいえない。 

（５） 以上によれば，控訴人の主張によっても株式保有割合が約２５．９％にとどまる

■■■■■について，本件判定基準をそのまま適用して株式保有特定会社に該当するもの
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とすること（ママ）できないから，■■■■■が株式保有特定会社に該当するか否かは，

前記（原判決引用部分）のとおり，その株式保有割合に加えて，その企業としての規模や

事業の実態等を総合考慮して判断するのが相当である。」 

 

【引用された原審・東京地裁平成２４年３月２日判決・判時２１８０号１８頁】 

「 さらに，上記の場合においては，同通達の定める評価方式が形式的に全ての納税者に

係る相続財産の価額の評価において用いられることによって，基本的には租税負担の実質

的な公平を実現することができるものと解されるのであって，同条の規定もいわゆる租税

法の基本原則の１つである租税平等主義を当然の前提としているものと考えられることに

照らせば，特段の事情があるとき（同通達６参照）を除き，特定の納税者あるいは特定の

相続財産についてのみ同通達の定める評価方式以外の評価方式によってその価額を評価す

ることは，たとえその評価方式によって算定された金額がそれ自体では同条の定める時価

として許容範囲内にあるといい得るものであったとしても，租税平等主義に反するものと

して許されないものというべきである。 

エ なお，これまで述べたところからすれば，評価通達に定められた評価方式が当該財産

の取得の時における時価を算定するための手法として合理的なものであることについて

は，被告側においてこれを立証すべきものというべきである。 

（略）少なくとも本件相続の開始時においては，評価通達に定めるところにより算定した

株式保有割合が２５％以上である大会社の全てについて，一律に
．．．

，資産構成が類似業種比

準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており，その株式の価額の評価にお

いて類似業種比準方式を用いるべき前提を欠くものと評価すべきとまでは断じ難いものと

いうべきである。そうすると，少なくとも本件相続の開始時を基準とすると，評価通達１

８９の(2)の定めのうち，大会社につき株式保有割合が２５％以上である評価会社を一律

に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達１８９－３の定めにより評価すべきも

のとする部分については，いまだその合理性は十分に立証されているものとは認めるに足

りないものといわざるを得ない。」 

 

（４）メモ 

 

＜非上場会社の株式等の評価（相続税法）＞ 

 

   相続税法２２条が定める「時価」とは？ 

   ⇒客観的交換価値 

   ⇒財産評価基本通達の定め（算定方法）の採否（以下は，特別事情論） 

    注）特別事情論は，最高裁令和 4年判決により採用が否定された（⇒第７.１１）。 
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                   通達による（原則） 

合理性があれば，        

    ⇒合理性の立証：課税庁   「特別の事情」があれば，通達によらない（例外） 

 

   合理性がなければ，      通達によらない 

 

３ 法解釈と通達 

 

（各事業年度の所得の金額の計算）  

第２２条  内国法人の各事業年度の所得の金額は，当該事業年度の益金の額から当該事

業年度の損金の額を控除した金額とする。  

２  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき

金額は，別段の定めがあるものを除き，資産の販売，有償又は無償による資産の譲渡又

は役務の提供，無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当

該事業年度の収益の額とする。  

 

（損害賠償金等の帰属の時期） 

2－1－43 他の者から支払を受ける損害賠償金（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。）の額は，その支払を受けるべきことが確定した日の属す

る事業年度の益金の額に算入するのであるが，法人がその損害賠償金の額について実際

に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には，これを認め

る。 

 

【広島地裁平成２５年１月１５日判決・税資２６３号順号１２１２６10】 

「 本件通達は，『他の者から支払を受ける損害賠償金（中略）の額は，その支払を受け

るべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが，法人がその

損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入してい

る場合には，これを認める。』と定めているから，本件通達は，上記の権利確定主義によ

りつつ，他の者から支払を受ける損害賠償金の算入時期については，支払を受けた日をも

基準として，一律に取り扱うことを明確にしたものというべきである。 

このように本件通達は，損害賠償金について，その支払を受けた時点を基準として，益

金の算入時期を定める取扱いを許容しているが，これは，一般に不法行為に基づく損害賠

償請求権は，突発的・偶発的に取得する債権であり，不法行為の相手方の身元や損害の金

 
10 木山泰嗣「判批」税経通信 69巻 11 号（2014 年）199 頁参照。 
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額その他権利の内容，範囲が明らかでないことが多いのが通常であるという点に基づくも

のと考えられる。 

もっとも，法人の役員や従業員等内部の者（以下『法人内部の者』という。）により，

法人に対する不法行為（典型的には法人資産の横領等が想定される）がなされた場合に

は，上記のような相手方の身元や損害の金額その他権利の内容，範囲が明らかでないのが

一般的であるとはいえないから，上記不法行為に基づく損害賠償請求権の一般論は，必ず

しも法人内部の者にも妥当するものではない。のみならず，法人内部の者による法人に対

する不法行為として一般に想定される法人資産の横領行為があった場合には，それが法人

自身による行為なのか，法人の役員等による個人的な行為なのか峻別しにくい場合がある

ものと考えられ，このような法人内部の者による不法行為も含めて，通達により，一律に

支払を受けた時期を基準として益金算入日を決するという取扱いをすることは合理的でな

い。 

そうすると，不法行為に基づく損害賠償請求権といっても，法人内部の者による不法行

為とそれ以外の者による不法行為とでは，その一般的な状況が異なるというべきであり，

本件通達は，このような観点から，『他の者』との限定を付して，上記の不法行為の相手

方の身元や損害の金額その他権利の内容，範囲が明らかでないことが多いという一般論の

妥当する法人内部の者以外の者に限り，一律に支払を受けた時期を基準として益金算入日

を決することを許容することとしたものと考えられる。したがって，本件通達の『他の

者』には，法人内部の者は含まれないものと考えるのが合理的である。」 

 

４ 法解釈と通達改正 

（１）法律（所得税法） 

 

（一時所得） 

第三十四条 一時所得とは，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退

職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行為から生じ

た所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しな

いものをいう。 

（２項以下は，略） 

 

（２）通達（所得税基本通達） 

 

（一時所得の例示） 

３４－１ 次に掲げるようなものに係る所得は，一時所得に該当する。 

（略） 
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（2） 競馬の馬券の払戻金，（略）11 

 

（３）裁判所の判断 

 

【最高裁平成２７年３日１０日第三小法廷判決・刑集６９巻２号４３４頁（大阪事件）】 

「……所得税法上，営利を目的とする継続的行為から生じた所得は，一時所得ではなく雑所

得に区分されるところ，営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは，文理

に照らし，行為の期間，回数，頻度その他の態様，利益発生の規模，期間その他の状況等の

事情を総合考慮して判断するのが相当である。 

……以上によれば，被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と

計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の

的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を

恒常的に上げ，一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事

実関係の下では，払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上

の一時所得ではなく雑所得に当たるとした原判断は正当である。」 

 
11 最高裁平成 27年判決後に同通達の規定は改正されたが（下線），最判平成 29年 12 月

15日民集 71巻 10号 235頁（札幌事件）が言い渡され，平成 30 年 6月に更に同通達の改

正（波線）がなされた（以下は，追加部分。なお，同判決の評釈として，木山泰嗣「判

批」判時 2398 号（2019 年）137 頁参照）。 

「（営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。）  

（注） 

１ 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式

に基づき，又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより

定めた購入パターンに従って，偶然性の影響を減殺するために，年間を通じてほぼ全

てのレースで馬券を購入するなど，年間を通じての収支で利益が得られるように工夫

しながら多数の馬券を購入し続けることにより，年間を通じての収支で多額の利益を

上げ，これらの事実により，回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として 100％を

超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の

払戻金に係る所得は，営利を目的と する継続的行為から生じた所得として雑所得に

該当する。  

２ 上記(注)１以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は，一時所得に該当するこ

とに留意する。  

３ 競輪の車券の払戻金等に係る所得についても，競馬の馬券の払戻金に準じて取り扱

うことに留意する。」 
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【第１審：大阪地裁平成２５年５月２３日判決・刑集６９巻２号４７０頁】 

「（４） 所得税基本通達の存在 

所得税基本通達３４－１は，一時所得の例示として，「競馬の馬券の払戻金，競輪の車

券の払戻金等」を挙げているが，通達は，行政機関の長が所管の諸機関及び職員に対して

行う命令ないし示達であり（国家行政組織法１４条２項），国民に対する拘束力を有する

法規範ではない。したがって，通達の定めは，裁判所の行う法律解釈に際し，当該法令に

ついての行政による解釈としてその参考とはなり得るが，それ以上の影響力を持つもので

はない。このことは，租税行政が通達の下に統一的，画一的に運用されていること，その

ため国民が納税義務の有無等を判断するに当たっても重要な指針となっていると考えられ

ることを踏まえても，何ら変わるものではない。」12 

 

【最高裁平成２９年１２月１５日第二小法廷判決・民集７１巻１０号２２３５頁（札幌事

件）】 

「 所得税法上，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山

林所得及び譲渡所得以外の所得で，営利を目的とする継続的行為から生じた所得は，一時

所得ではなく雑所得に区分されるところ（３４条１項，３５条１項），営利を目的とする

継続的行為から生じた所得であるか否かは，文理に照らし，行為の期間，回数，頻度その

他の態様，利益発生の規模，期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当

である（最高裁平成２６年（あ）第９４８号同２７年３月１０日第三小法廷判決・刑集６

９巻２号４３４頁参照）。  

これを本件についてみると，被上告人は，予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率

の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って馬券を購入することとし，偶然性の影

響を減殺するために，年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標として，

年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら，６年間にわたり，１節当たり数

百万円から数千万円，１年当たり合計３億円から２１億円程度となる多数の馬券を購入し

続けたというのである。このような被上告人の馬券購入の期間，回数，頻度その他の態様に

照らせば，被上告人の上記の一連の行為は，継続的行為といえるものである。 

 
12 控訴審である大阪高判平成 26年 5 月 9 日判タ 1411 号 245頁でも，「所得税基本通達

34－1は，競馬の馬券の払戻金等は一時所得に該当すると例示しているが，行政解釈にす

ぎないこと，そして，同通達の発出当時，被告人がしたような馬券購入行為が想定されて

いなかったこと，所得税基本通達の前文の趣旨に照らしても，個々の具体的事案に妥当す

る判断が求められるというべきである。」と判示されている。 
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そして，被上告人は，上記６年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を

得ていた上，その金額も，少ない年で約１８００万円，多い年では約２億円に及んでいた

というのであるから，上記のような馬券購入の態様に加え，このような利益発生の規模，

期間その他の状況等に鑑みると，被上告人は回収率が総体として１００％を超えるように

馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって，そのような被上告人の上記の一連

の行為は，客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。 

以上によれば，本件所得は，営利を目的とする継続的行為から生じた所得として，所得

税法３５条１項にいう雑所得に当たると解するのが相当である。」 

 

 ５ 通達の解釈方法 

  →通達は税法に即して解釈されるべきであり，通達の文理解釈は適切でない。 

 

【最高裁令和２年３月２４日第三小法廷判決・判タ１４７８号２１頁】 

「 所得税法５９条１項所定の『その時における価額』につき，所得税基本通達５９－６は，

譲渡所得の基因となった資産が取引相場のない株式である場合には，同通達５９－６の（１）

～（４）によることを条件に評価通達の例により算定した価額とする旨を定める。評価通達

は，相続税及び贈与税の課税における財産の評価に関するものであるところ，取引相場のな

い株式の評価方法について，原則的な評価方法を定める一方，事業経営への影響の少ない同

族株主の一部や従業員株主等においては，会社への支配力が乏しく，単に配当を期待するに

とどまるという実情があることから，評価手続の簡便性をも考慮して，このような少数株主

が取得した株式については，例外的に配当還元方式によるものとする。そして，評価通達は，

株式を取得した株主の議決権の割合により配当還元方式を用いるか否かを判定するものと

するが，これは，相続税や贈与税は，相続等により財産を取得した者に対し，取得した財産

の価額を課税価格として課されるものであることから，株式を取得した株主の会社への支

配力に着目したものということができる。 

 これに対し，本件のような株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては，当該譲渡

における譲受人の会社への支配力の程度は，譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を

及ぼすものではないのであって，前記の譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば，譲渡人の

会社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される。  

 そうすると，譲渡所得に対する課税の場面においては，相続税や贈与税の課税の場面を前

提とする評価通達の前記の定めをそのまま用いることはできず，所得税法の趣旨に則し，そ

の差異に応じた取扱いがされるべきである。所得税基本通達５９－６は，取引相場のない株

式の評価につき，少数株主に該当するか否かの判断の前提となる『同族株主』に該当するか

どうかは株式を譲渡又は贈与した個人の当該譲渡又は贈与直前の議決権の数により判定す

ること等を条件に，評価通達の例により算定した価額とする旨を定めているところ，この定

めは，上記のとおり，譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に応じた取扱いをす
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ることとし，少数株主に該当するか否かについても当該株式を譲渡した株主について判断

すべきことをいう趣旨のものということができる。 

 ところが，原審は，本件株式の譲受人であるＣが評価通達１８８の（３）の少数株主に該

当することを理由として，本件株式につき配当還元方式により算定した額が本件株式譲渡

の時における価額であるとしたものであり，この原審の判断には，所得税法５９条１項の解

釈適用を誤った違法がある。」 

 

（宇賀克也裁判官補足意見） 

「 原審は，租税法規の解釈は原則として文理解釈によるべきであり，みだりに拡張解釈や

類推解釈を行うことは許されないとし，通達の意味内容についてもその文理に忠実に解釈

するのが相当であり，通達の文言を殊更に読み替えて異なる内容のものとして適用するこ

とは許されないという。原審のいう租税法規の文理解釈原則は，法規命令については，あり

得べき解釈方法の一つといえよう。しかし，通達は，法規命令ではなく，講学上の行政規則

であり，下級行政庁は原則としてこれに拘束されるものの，国民を拘束するものでも裁判所

を拘束するものでもない。確かに原審の指摘するとおり，通達は一般にも公開されて納税者

が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば，課税に関する

納税者の信頼及び予測可能性を確保することは重要であり，通達の公表は，最高裁昭和６０

年（行ツ）第１２５号同６２年１０月３０日第三小法廷判決・裁判集民事１５２号９３頁に

いう『公的見解』の表示に当たり，それに反する課税処分は，場合によっては，信義則違反

の問題を生ぜしめるといえよう。しかし，そのことは，裁判所が通達に拘束されることを意

味するわけではない。」 

（宮崎裕子裁判官補足意見） 

「 通達は，どのような手法で作られているかにかかわらず，課税庁の公的見解の表示では

あっても法規命令ではないという点である。そうであるからこそ，ある通達に従ったとされ

る取扱いが関連法令に適合するものであるか否か，すなわち適法であるか否かの判断にお

いては，そのような取扱いをすべきことが関連法令の解釈によって導かれるか否かが判断

されなければならない。税務訴訟においても，通達の文言がどのような意味内容を有するか

が問題とされることはあるが，これは，通達が租税法の法規命令と同様の拘束力を有するか

らではなく，その通達が関連法令の趣旨目的及びその解釈によって導かれる当該法令の内

容に合致しているか否かを判断するために問題とされているからにすぎない。そのような

問題が生じた場合に，最も重要なことは，当該通達が法令の内容に合致しているか否かを明

らかにすることである。通達の文言をいかに文理解釈したとしても，その通達が法令の内容

に合致しないとなれば，通達の文理解釈に従った取扱いであることを理由としてその取扱

いを適法と認めることはできない。このことからも分かるように，租税法の法令解釈におい

て文理解釈が重要な解釈原則であるのと同じ意味で，文理解釈が通達の重要な解釈原則で

あるとはいえないのである。」 



36 

 

第５ 課税要件 

 

 １ 課税要件とは？ 

  ＝納税義務の成立要件 

→その全てが充足されることによって納税義務の成立という法律効果を生ずる法律要

件のこと 

    

 ＜各種租税法に共通の課税要件＞ 

  ① 納税義務者 

  ② 課税物件 

  ③ 課税物件の帰属 

  ④ 課税標準 

  ⑤ 税率           

 

（⇒特に本章については，木山泰嗣『入門課税要件論』（中央経済社，2020 年）の全般を参

照。同書は，「第１章 課税要件論」，「第２章 課税要件の５要素を具体的にみる」，「第３

章 課税要件の解釈と課税要件事実」，「第４章 課税要件と通達規定」になっている） 

 

２ 課税要件事実とは？ 

→課税要件事実の認定 

 

「 租税法の適用にあたっては，課税要件事実（略）の認定が必要である。他の法分野に

おけると同様に，租税法においても，要件事実の認定に必要な事実関係や法律関係の

『外観と実体』，『形式と実質』ないし『名目と内容』がくいちがっている場合には，外

観・形式ないし名目に従ってではなく，実体・実質ないし内容に従って，それらを認定

しなければならない（略）。すなわち，外観・形式ないし名目によれば，課税要件に該

当する事実がないように見える場合でも，実体・実質ないし内容をよく検討してみると

それが存在するという場合には，当該課税要件は充足されたものと考えなければならな

い。逆に，外観・形式ないし名目によれば，課税要件に該当する事実が存在するように

見える場合でも，実体・実質ないし内容に立ち入って見るとそれが存在しないという場

合には，当該課税要件は充足されていないものと考えなければならない。」（金子宏『租

税法〔第２３版〕』（弘文堂，２０１９年）１４９頁） 

 

３ 課税要件の視点 
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  ① 課税要件が何であるかを「条文」から探求する 

  ② 課税要件を確定した後は「あてはめ」を行う 

  

４ 課税要件の検討―３つの具体例についての考察 

 

（１）給与所得の課税要件13 

  給与所得の課税要件：①雇用類似要件，②労務対価要件，③支給要件 

 

（給与所得）  

第２８条  給与所得とは，俸給，給料，賃金，歳費及び賞与並びにこれらの性質を有す

る給与（以下この条において「給与等」という。）に係る所得をいう。  

２  給与所得の金額は，その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残

額とする。  

 

【最高裁昭和５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁】 

「 給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供

した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお，給与所得については，とりわ

け，給与支給者との関係において何らかの空間的，時間的な拘束を受け，継続的ないし断

続的に労務又は役務の提供があり，その対価として支給されるものであるかどうかが重視

されなければならない。」 

 

【最高裁平成１３年７月１３日第二小法廷判決・判タ１０７３号１３９頁】 

「 民法上の組合の組合員が組合の事業に従事したことにつき組合から金員の支払を受け

た場合，当該支払が組合の事業から生じた利益の分配に該当するのか，所得税法２８条１項

の給与所得に係る給与等の支払に該当するのかは，当該支払の原因となった法律関係につ

いての組合及び組合員の意思ないし認識，当該労務の提供や支払の具体的態様等を考察し

て客観的，実質的に判断すべき
．．．．．．．．．

ものであって，組合員に対する金員の支払であるからといっ

て当該支払が当然に利益の分配に該当することになるものではない。」 

 

【最高裁平成２７年１０月８日第一小法廷判決・判タ１４１９号７２頁】 

「 所得税法２８条１項にいう給与所得は，自己の計算又は危険において独立して行われ

る業務等から生ずるものではなく，雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供した労務

又は役務の対価として受ける給付をいうものと解される（最高裁昭和５２年（行ツ）第１２

 
13 給与所得の要件については，木山泰嗣「給与概念の確立と変容」青山法学論集 57巻 4

号（2016 年）115 頁参照。 
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号同５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁，最高裁平成１６年（行ヒ）

第１４１号同１７年１月２５日第三小法廷判決・民集５９巻１号６４頁参照）。そして，同

項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与とは，上記の給付のうち功労への報償等の観点

をも考慮して臨時的に付与される給付であって，その給付には金銭のみならず金銭以外の

物や経済的な利益も含まれると解される。」 

 

【東京地裁平成２４年９月２１日判決・税資２６２号順号１２０４３】 

「 所得税法２８条１項は，給与所得について，『俸給，給料，賃金，歳費及び賞与並びに

これらの性質を有する給与に係る所得をいう。』と規定しているところ，給与所得とは，雇

傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した
．．．．．．．．．．．．．．．．

労務の対価とし

て使用者から受ける給付をいうと解するのが相当であり，給与所得該当性の判断に当たっ

ては，給与支給者との関係において何らかの空間的，時間的な拘束を受け，継続的ないし断

続的に労務又は役務の提供があり，その対価として支給されるものであるかどうかを重視

するのが相当である（上記最高裁判決参照）。 

このように，事業所得の本質は，自己の計算と危険において独立して反復継続して営まれ

る業務から生ずる所得である点にあり，給与所得の本質は
．．．．．．．．

，自己の計算と危険によらず，非

独立的労務，すなわち使用者の指揮命令ないし空間的，時間的な拘束に服して提供した労務
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

自体の対価
．．．．．

として使用者から受ける給付である点にあると考えられる。 

そうすると，営利性や有償性を有し反復継続して行われる業務ないし労務提供という経

済的活動から得られる収入が事業所得に該当するか給与所得に該当するかは，自己の計算

と危険によってその経済的活動が行われているかどうか，すなわち経済的活動の内容やそ

の成果等によって変動し得る収益や費用が誰に帰属するか，あるいは費用が収益を上回る

場合などのリスクを誰が負担するかという点，遂行する経済的活動が他者の指揮命令を受

けて行うものであるか否かという点，経済的活動が何らかの空間的，時間的拘束を受けて行

われるものであるか否かという点などを総合的に考慮して，個別具体的に判断すべきであ

る。」 

 

【東京高裁令和４年９月２８日判決・公刊物未登載14】 

「 『給与所得』とは，俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与

をいう（所得税法 28条 1項）。したがって，それは，勤労性所得（人的役務からの所得）の

うち，○a雇用関係又はそれに類する関係において，○b使用者の指揮・命令に服して提供した

労務（役務）の対価として，○C使用者から受ける給付をいうものと考えられる（最高裁昭和

56年 4月 24日第二小法廷判決・民集 35巻 3号 672頁参照）」 

 
14 木山泰嗣「判批」税理 66巻 2号（2023年）120頁，同「判批」税経通信 78巻 2号

（2023年）168頁参照。 
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（２）事業所得の課税要件15 

 

（事業所得）  

第２７条  事業所得とは，農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業その他の事

業で政令で定めるものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）

をいう。  

２  事業所得の金額は，その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金

額とする。  

 

（事業の範囲）  

第６３条  法第２７条第１項 （事業所得）に規定する政令で定める事業は，次に掲げる事

業（不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。）とする。  

一  農業  

二  林業及び狩猟業  

三  漁業及び水産養殖業  

四  鉱業（土石採取業を含む。）  

五  建設業  

六  製造業  

七  卸売業及び小売業（飲食店業及び料理店業を含む。）  

八  金融業及び保険業  

九  不動産業  

十  運輸通信業（倉庫業を含む。）  

十一  医療保健業，著述業その他のサービス業  

十二  前各号に掲げるもののほか，対価を得て継続的に行なう事業  

 

【最高裁昭和５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁】 

「 事業所得とは，自己の計算と危険において独立して営まれ，営利性，有償性を有し，か

つ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得を

いい，」 

 

【名古屋地裁昭和６０年４月２６日判決・行集３６巻４号５８９頁】 

「 法２７条１項は，事業所得の定義として，農業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，

 
15 事業所得の要件については，木山泰嗣『教養としての「所得税法」入門』（日本実業出

版社，2018 年）228 頁―249 頁参照。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%81%5a%96%40%8e%4f%8e%4f&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002700000000001000000000000000000
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その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得と規定し，これを受けた令６３条は，１号

から１１号まで具体的な事業の種類を規定し，かつ１２号で前各号に掲げるもののほか，対

価を得て継続的に行う事業も含まれると規定しているところ，商品先物取引は令６３条１

号ないし１１号に規定されている事業に該当しないことは明らかであるから，原告Ｋの商

品先物取引による損失額が事業所得の金額の計算上生じたものか，雑所得の金額の計算上

生じたものかは，原告Ｋが本件各係争年分中にした商品先物取引が令６３条１２号にいう

対価を得て継続的に行う事業に該当するか否か
．．．．．．．．．．

にある。 

そして，一定の経済的行為が右に該当するか否かは，当該経済的行為の営利性，有償性の

有無，継続性，反覆性の有無のほか，自己の危険と計算による企画遂行性の有無，当該経済

的行為に費した精神的，肉体的労力の程度，人的，物的設備の有無，当該経済的行為をなす

資金の調達方法，その者の職業，経歴及び社会的地位，生活状況及び当該経済的行為をなす

ことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸

要素を総合的に検討して社会通念に照らしてこれを判断すべきものと解される。」 

 

【横浜地裁平成２８年１１月９日判決・訟月６３巻５号１４７０頁16】 

「……所得税法２７条１項は，事業所得について，『農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，

サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該

当するものを除く。）をいう。』と規定し，これを受けて，事業所得の事業の範囲について定

める所得税法施行令６３条は，１号ないし１１号で個別の事業を掲げるほか，１２号で，『前

各号に掲げるもののほか，対価を得て継続的に行う事業』と規定しているから，事業所得に

いう『事業』とは，対価を得て継続的に行う事業をいうものと解される。そして，事業所得

にいう『事業』に当たるかどうかは，一応の基準として，自己の計算と危険において独立し

て営まれ，営利性，有償性を有し，かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的

に認められる業務に当たるかどうかによって判断するのが相当であり（最高裁昭和５６年

４月２４日第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁参照），具体的には，営利性及び有償

性の有無，反復継続性の有無に加え，自己の危険と計算においてする企画遂行性の有無，そ

の者が費やした精神的及び肉体的労力の有無及び程度，人的及び物的設備の有無，その者の

職業，経験及び社会的地位，収益の状況等の諸般の事情を考慮し，社会通念に照らして，『事

業』として認められるかどうかによって判断すべきものと解するのが相当である。そして，

社会的客観性をもって『事業』して認められるためには，相当程度の期間継続して安定した

収益を得られる可能性がなければならないと解される。」 

 

 
16 木山泰嗣「判批」税理 60 巻 11 号（2017 年）104 頁，同「判批」税経通信 72巻 10号

（2017 年）178 頁参照。 
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（３）一時所得の課税要件17 

  一時所得の課税要件：①除外要件，②非継続要件，③非対価要件（３要件説）。 

 

（一時所得）  

第３４条  一時所得とは，①利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退

職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，②営利を目的とする継続的行為から生

じた所得以外の一時の所得で③労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を

有しないものをいう。 注）番号は筆者記載。 

２  一時所得の金額は，その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために

支出した金額（その収入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた原因の発生に伴

い直接要した金額に限る。）の合計額を控除し，その残額から一時所得の特別控除額を控

除した金額とする。  

３  前項に規定する一時所得の特別控除額は，５０万円（同項に規定する残額が５０万円

に満たない場合には，当該残額）とする。  

 

【最高裁平成２７年３月１０日第三小法廷判決・刑集６９巻２号４３４頁】 

「 所得税法上，営利を目的とする継続的行為から生じた所得は，一時所得ではなく雑所得

に区分されるところ，営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは，文理に

照らし，行為の期間，回数，頻度その他の態様，利益発生の規模，期間その他の状況等の事

情を総合考慮して判断するのが相当である。」 

 

【東京地裁平成２２年１０月８日判決・訟月５７巻２号５２４頁】 

「……所得税法が前記のような所得区分を設けて税額計算に差異を認めるのは，応能負担

の原則を建前とするという同法の性格に由来するものと考えられるところ，一時所得の特

色が，臨時的又は偶発的に発生する利得であるため，一般には担税力が低いと考えられると

いうものであることからすれば，同法３４条１項にいう『労務その他役務の対価』とは，給

付が具体的又は特定的な役務行為に対応する等価の関係にある場合に限られるものではな

く，広く給付が抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連してされる場合を含むものと解

するのが相当である。」 

 

【東京地裁平成２７年５月２１日判決・税資２６５号順号１２６６６】 

「ア 非対価要件が一時所得の要件とされているのは，対価性を有する所得は，たとえ一時

 
17 一時所得の要件については，木山泰嗣「一時所得の要件論―判例の変遷からみる偶発性

要件の要否―」青山法学論集 64 巻 2 号（2022 年）221 頁，同「判批」税経通信 73 巻 7

号（2018 年）9頁―10 頁，木山・前掲注 15）285 頁―311 頁参照。 
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的なものであっても偶発的に発生した所得ではなく，類型的にその担税力が対価性のな

い偶発的な所得の担税力よりも大きいと考えられるからであり，この非対価要件も，一時

所得の範囲について，その対象となる所得を一般に担税力が低いと考えられる一時的，偶

発的に生じたものに限定する趣旨のものと理解することができる。 

イ この点，そもそも，原告らは，本件ローン債務免除益の発生原因である本件ローン債

務免除行為を行った本件融資銀行に対し，その対価となるような具体的な労務その他の役

務を提供したと認めることはできない。 

……そもそも一時所得に該当するための要件として非対価要件が設けられているのは，対

価性を有する所得は，たとえ一時的なものであっても偶発的に発生した所得ではなく，そ

の担税力が，類型的に，対価性のない偶発的な所得の担税力よりも大きいと考えられるた

めであり，このような非対価要件の趣旨からすると，ある所得が労務その他の役務又は資

産の譲渡の対価としての性質を有するというためには，当該所得と一定の関係がある事実

が存在するというだけでは足りず，少なくとも当該所得が偶発的に発生したものではない

といえるような関係にある事実が存在することが必要と解するのが相当である。」 

 

（メモ） 

→近時，３要件に加え，偶発性要件を求める近時あらわれた（→第７.１０参照） 
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第６ 立証責任18 

 

１ 立証責任とは？ 

 ＝当該事実が立証されない場合（真偽不明の場合）に，訴訟の結果について不利益を

受ける責任（敗訴責任） 

ｃｆ 主張責任：当該事実を主張しない当事者が，訴訟の結果について不利益を受け

る責任 

 

 ２ 立証責任の分配 

  ⇒「立証責任の分配」は「法律要件分類説」が原則（判例・通説）。 

 

①権利発生要件，②権利障害要件，③権利阻止（消滅）要件の３つに分類し，当該法

律効果の発生によって利益を受ける当事者が，当該事実について立証責任を負う。 

   例）消費貸借契約に基づく貸金返還請求 

      原告（請求をする側）が，①金銭授受，②返還約束の事実があったことについて

「立証責任」を負う。被告（請求をされる側）は，①・②を否認するか，これらを

認めた上で，弁済などの「抗弁」を提出し，③の事実について「立証責任」を負う。 

 

（消費貸借） 

第五百八十七条 消費貸借は，当事者の一方が種類，品質及び数量の同じ物をもって返還

をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって，その効力を生ず

る。 

 

注）ただし，書面でする消費貸借契約は，以下のように異なる（①引渡約束，②返還約

束）。 

 

（書面でする消費貸借等） 

第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず，書面でする消費貸借は，当事者の一方が

金銭その他の物を引き渡すことを約し，相手方がその受け取った物と種類，品質及び数

量の同じ物をもって返還をすることを約することによって，その効力を生ずる。 

 

３ 税務訴訟の立証責任 

 

 
18 木山泰嗣『税務訴訟の法律実務〔第 2版〕』（弘文堂，2014 年）192 頁―202 頁参照。 
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（１）課税庁が立証責任を負っている（原則） 

   ＝所得の存在及びその金額について課税庁が立証責任を負っている（最高裁昭和３

８年３月１２日判決・訟月９巻５号６６８頁） 

 

  ｃｆ）必要経費（所得税法）・損金（法人税法） 

    →課税庁が立証責任を負う（原則） （∵ 所得の金額） 

     特別の経費の存在・金額（例外→下記②） 

 

（２）貸倒損失（特別の経費）など（例外） 

 

【仙台地裁平成６年８月２９日判決・税資２０５号３６５頁，仙台高裁平成８年４月１

２日判決・税資２１６号４４頁，最高裁平成８年１１月２２日第二小法廷判決・税資

２２１号４５６頁】 

「 貸倒損失は，所得金額の算定にあたって控除すべきものであり，所得の発生要件事実

を構成すると考えられるので，貸倒損失の有無が争われる場合には，所得の一定額の存在

を主張する課税庁側において当該貸倒損失の不存在を立証すべき責任がある。 

しかしながら，貸倒損失は，通常の事業活動によって，必然的に発生する必要経費とは

異なり，事業者が取引の相手方の資産状況について十分に注意を払う等合理的な経済活動

を遂行している限り，必然的に発生するものではなく，取引の相手方の破産等の特別の事

情がない限り生ずることのない，いわば特別の経費というべき性質のものである上，貸倒

損失の不存在という消極的事実の立証には相当の困難を伴うものである反面，被課税者に

おいては，貸倒損失の内容を熟知し，これに関する証拠も被課税者が保持しているのが一

般であるから，被課税者において貸倒損失となる債権の発生原因，内容，帰属及び回収不

能の事実等について具体的に特定して主張し，貸倒損失の存在をある程度合理的に推認さ

せるに足りる立証を行わない限り，事実上その不存在が推定されるものと解するのが相当

である。」 

 

（３）近時の立証責任に関する裁判例 

 

【東京地裁平成２４年１０月１１日判決・税資２６２号順号１２０６２】 

「 措置法４０条の４第１項所定の外国子会社合算税制は，いわゆるタックス・ヘイブ

ン対策税制とも称され，軽課税国（いわゆるタックス・ヘイブン）に所在する子会社等

で我が国の株主により支配されているものに我が国の株主が所得を留保し，我が国での

税負担を不当に軽減することを規制することにより，課税の実質的な公平を確保するこ

とを目的とするものである。外国子会社合算税制は，我が国での税負担を不当に軽減す

るという租税回避目的での行為を否認するものであるから，軽課税国に所在する子会社
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等が，当該外国に所在することについて十分な経済的合理性が認められる場合には適用

されないこととなり，特定外国子会社等が当該外国に所在することについて十分な経済

的合理性を有しているか否かについて，業種ごとに具体的な基準として明らかにしたも

のが適用除外要件である。本件においては，特定外国子会社等に当たるＰ１社が措置法

４０条の４第４項所定の適用除外要件のうちの実体基準及び管理支配基準を満たすか否

かが争点となっているところ，課税庁の属する被告側がＰ１社が上記の各適用除外要件

を満たさないことを主張立証する必要がある。」 

 

【同事件の控訴審（東京高裁平成２５年５月２９日判決・税資２６３号順号１２２２

０）】 

「（１） 外国子会社合算税制の適用除外要件の主張立証責任について 

ア 控訴人は，措置法４０条の４の条文の構造，国外に所在する子会社等の実態を把握す

ることの難易性等から，同条４項の適用除外要件に関しては，納税者が主張立証責任を負

っていると解すべきであると主張する。 

しかしながら，措置法４０条の４第４項において，同条１項の規定は，４項が規定する

場合に該当するときは，適用しないとされているからといって，これを，４項の要件が充

足されたときに１項の規定は適用しないと解すべきなのか，あるいは，４項の要件が充足

されないときに１項の規定を適用すると解すべきなのかは，条文の構造だけからでは決め

られない。 

また，外国子会社合算税制については，タックスヘイブンに所在する子会社等が配当を

全く又はわずかしか行わず，留保所得を蓄積しているところに税の回避を推認し得るとい

う考え方がその根底にあるとしても，『別個の法人格を有する外国法人の所得を株主の所

得に算入するような措置は極めて異例なものといえる』（甲３。乙１５も，同じ文献であ

る。）とも評されていることからすれば，税の回避を推認し得るということが，適用除外

要件の充足を納税者において主張立証する必要があるということに直ちに結び付くもので

はない。すなわち，本来合算されるべきものであれば，適用除外要件があることによって

合算を免れるということになろうが，本来合算されるべきでないものであれば，適用除外

要件がないことによって，初めて合算が許されるということになろう。」 

 

【大阪地裁平成２９年９月７日判決・税資２６７号順号１３０５１】 

「（１）必要経費の判断基準等 

 所得税法２６条２項は，不動産所得の金額は，その年中の不動産所得に係る総収入金額

から必要経費を控除した金額とする旨規定し，同法３７条１項は，その年分の不動産所得

の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，当該所得の

総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びそ
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の年における販売費，一般管理費その他当該所得を生ずべき業務について生じた費用の額

とする旨規定する。 

 そして，上記の「総収入金額を得るため直接に要した費用」及び「所得を生ずべき業務

について生じた費用」という文言に加え，所得を稼得するための投下資本の回収部分に課

税が及ぶことを避けるという必要経費の控除の趣旨にも照らすと，ある支出が不動産所得

の金額の計算上必要経費として控除されるためには，当該支出が所得を生ずべき業務（不

動産賃貸業）と合理的な関連性を有し，かつ，当該業務の遂行上必要であることを要する

と解するのが相当である。そして，上記の判断は，単に事業主の主観的判断によるのでは

なく，当該業務の内容，当該支出（費用）の性質及び内容など個別具体的な諸事情に即

し，社会通念に従って客観的に行われるべきである。 

（２）必要経費の立証責任 

 課税処分の取消訴訟においては，原則として，被告（課税庁）がその課税要件事実につ

いて主張立証責任を負い，不動産所得の金額の計算上控除する必要経費についても，その

主張する金額を超えて存在しないことにつき主張立証責任を負うものと解される。しか

し，必要経費は，所得算定の減算要素であって納税者に有利な事柄である上，納税者の支

配領域内の出来事であるから，必要経費該当性（支出の存在及び数額並びに業務との合理

的関連性及び業務遂行上の必要性）の主張立証は，通常，納税者たる原告の方が被告より

もはるかに容易である。したがって，必要経費該当性につき争いのある支出については，

原告において，当該支出の具体的内容を明らかにし，その必要経費該当性について相応の

立証をする必要があるというべきであり，原告がこれを行わない場合には，当該支出が必

要経費に該当しないことが事実上推認されるというべきである。」 
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第７ 最新の税務訴訟判決の解説 

 

【課税要件の観点から分析されるべき最新の税務訴訟判決】 

① 粉飾決算匿名組合事件（東京地裁平成２８年７月１９日判決） 

② 非居住者源泉徴収事件（東京高裁平成２８年１２月１日判決） 

③ 退職手当年度帰属事件（東京地裁平成２９年１月１３日判決） 

④ 債務免除益源泉徴収事件（広島高裁平成２９年２月８日判決）  

⑤ 総会決議不存在退職所得還付事件（名古屋地裁平成２９年９月２１日判決） 

⑥ 金地金スワップ取引事件（名古屋高裁平成２９年１２月１４日判決） 

⑦ 債務免除益所得区分事件（東京地裁平成３０年４月１９日判決）  

⑧ 源泉徴収錯誤事件（最高裁平成３０年９月２５日第三小法廷判決） 

⑨ 柔道整復師学費必要経費事件（大阪高裁令和２年５月２２日判決） 

⑩ 譲受債権所得区分事件（東京地裁令和３年１月２９日判決）  

⑪ 節税不動産購入財産評価事件（最高裁令和４年４月１９日第三小法廷判決） 

⑫ ユニバーサルミュージック事件（最高裁令和４年４月２１日第一小法廷判決） 

 

⇒最新の税務判例を，課税要件の観点から考えてみる。 
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１ 粉飾決算匿名組合事件（東京地裁平成２８年７月１９日判決） 

 

（事案の概要） 

 

   国（税務署長） 

 

    ①源泉徴収（１億１２４１万円）→②全額還付（H２５）→③納税告知（H２６） 

 

  匿名組合 

   合同会社Ａ（営業者）           匿名組合員 

               利益の分配 

       Ｈ２４（破産） 

Ｘ（破産管財人） 

 

【東京地裁平成２８年７月１９日判決・税資２６６号順号１２８８３19】 

「（１）所得税法２１０条等の『匿名組合契約に基づく利益の分配』の意義 

ア 匿名組合契約とは，当事者の一方が相手方の営業のために出資をし，その営業から生ず

る利益を分配することを約することによって，その効力を生ずるものであり（商法５３５

条），匿名組合員は，利益の分配を受ける権利を持つが，出資が損失によって減少したとき

は，その損失をてん補した後でなければ，利益の配当を請求することができないとされてい

る（同法５３８条）。 

イ 所得税法は，『匿名組合契約に基づく利益の分配』（同法２１０条等）につき源泉徴収義

務があるものと定めているところ，上記の『匿名組合契約』及び『利益の分配』は，それぞ

れ商法が定める匿名組合契約及び同契約に基づく利益の分配と同義に解され，『利益』には，

出資の払戻しとして支払を受けるものは含まれないと解される（所得税基本通達３６・３７

共－２１，同（注）１同旨）。 

ウ 税法の見地においては，課税の原因となった行為が，厳密な法令の解釈適用の見地から

客観的評価において不適法・無効とされるかどうかは問題ではなく，課税の原因となった行

為が関係当事者間において有効なものとして取り扱われ，これにより，現実に課税の要件事

実が満たされると認められる場合である限り，当該行為が有効であることを前提として租

税を賦課徴収することは妨げられないものと解される（最高裁昭和３３年（オ）第３１１号

同３８年１０月２９日第三小法廷判決・集民６８号５２９頁）。この理は，課税の原因とな

った契約に基づく行為が，客観的評価においては当該契約上の権利義務と一致しないもの

であった場合であっても同様であるというべきであり，本件についていえば，匿名組合契約

に基づく利益の分配としてされた支払行為が，客観的評価においては，営業者における損益

 
19 木山泰嗣「判批」税経通信 74巻 5号（2019年）163頁参照。 
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計算等に誤りがあるため当事者間で成立した契約上の権利義務と一致しないものであった

としても，営業者が匿名組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交

付し，匿名組合員においても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われてい

るのであれば，後に上記の損益計算等の誤りの存在が確認され，匿名組合契約の当事者間に

おいて当該支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性

質決定が改めて行われ，それに沿った清算処理等が行われるなどして，課税要件事実の不充
．．．．．．．．．

足が明らかになったなどの特段の事情がない限り
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，当該匿名組合契約に基づく『利益の分配』

という課税要件事実の充足があったものとして課税することができると解することが相当

である。 

（略） 

（３）検討 

（略）もっとも，上記認定事実によれば，破産会社における上記の損益の状況と粉飾決算が

判明したのは，Ｘが破産管財人に選任されて調査を行ったことを契機とするものであると

ころ，本件証拠によっても，現時点に至るまで，本件匿名組合契約の当事者間において，本

件各支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決定

が改めて行われ，それに沿った清算処理等（上記〔４〕の点をも踏まえたもの）が行われた

との事情はうかがわれない。 

 これらの事実を総合勘案するに，本件匿名組合契約に基づく本件各支払は，営業者が匿名

組合員に対して出資の払戻しではなく利益の分配として金銭を交付し，匿名組合員におい

ても利益の分配として当該金銭を受領したものと取り扱われていたことが明らかであるか

ら，仮に，本件各支払の全てが営業者による粉飾された損益計算に基づくものであり，客観

的評価においては，本件匿名組合契約上，匿名組合員に対して利益の分配として行うことは

できないものであったとしても，現時点に至るまで，本件匿名組合契約の当事者間において

本件各支払行為は利益の分配ではなく出資の払戻しとして取り扱うべきである旨の性質決

定が改めて行われ，それに沿った清算処理等が行われるなどして，課税要件事実の不充足が

明らかになったとの事情があるとまではいえない以上，本件各支払は，『匿名組合契約に基

づく利益の分配』という課税要件事実を充足するものというべきである。」 

 

・匿名組合の利益の分配の源泉徴収義務 

（源泉徴収義務） 

第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約（これに準ずる契約として政令で定

めるものを含む。）に基づく利益の分配につき支払をする者は，その支払の際，その利益

の分配について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月十日までに，これを国に

納付しなければならない。 

 

・違法所得と課税要件（判例） 
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【最高裁昭和３８年１０月２９日第三小法廷判決・訟月９巻１２号１３７３頁】 

「 おもうに，税法の見地においては，課税の原因となつた行為が，厳密な法令の解釈適用

の見地から，客観的評価において不適法，無効とされるかどうかは問題でなく，税法の見地

からは，課税の原因となつた行為が関係当事者の間で有効のものとして取り扱われ，これに

より，現実に課税の要件事実がみたされていると認められる場合であるかぎり，右行為が有

効であることを前提として租税を賦課徴収することは何等妨げられないものと解すべきで

ある。たとえば，所得税法についていえば，売買による所得が問題となる場合，右売買が民

商法の厳密な解釈，適用上無効とされ，或いは物価統制令の見地から不適法とされる場合で

も，当事者間で有効として取り扱われ，代金が授受され，現実に所得が生じていると認めら

れるかぎり，右売買が有効であることを前提として所得税を賦課することは何等違法では

ない。」 

 

【最高裁昭和４６年１１月９日第三小法廷判決・民集２５巻８号１１２０頁】 

「 課税の対象となるべき所得を構成するか否かは，必ずしも，その法律的性質いかんによ

つて決せられるものではない。当事者間において約定の利息・損害金として授受され，貸主

において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく，依然として

従前どおりの元本が残存するものとして取り扱つている以上，制限超過部分をも含めて，現

実に収受された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるものとい

うべきである。」 
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２ 非居住者源泉徴収事件（東京高裁平成２８年１２月１日判決） 

 

（事案の概要） 

 

      国（税務署長） 

納税告知処分 

            国内不動産譲渡（売買） 

   Ｘ（株式会社）             Ｚ４（個人）＝非居住者？ 

    （買主）                （売主） 

 

              代金支払 

 

株式会社であるＸ（原告・控訴人）はＡとの間で，国内に所在する不動産（土地及び建物）

の売買契約を締結し，この譲渡の対価として，Ａに対して合計 7 億 6215 万 9273 円を支払

った。 

 しかし，2年以上に及ぶ税務調査により，所轄税務署の質問検査権の行使によりさまざま

な資料が得られた結果，Ａは非居住者（平成 26年法律第 10 号による改正前の所得税法（以

下，この事件において同じ）2 条 1項 5号20）であると認定された。 

そこで，Ｘによる上記代金の支払は，国内源泉所得としての源泉徴収義務が生じる支払

（同法 161 条 1 号の 321，212 条 1 項）にあたるとして，源泉所得税の徴収納付を行ってい

なかったＸに対し，所轄税務署長から納税告知処分22がなされた。X は国である Y（被告・

被控訴人）に対し，当該納税告知処分の取消しを求め，不服申立てを経たうえで出訴した。 

 

【東京高裁平成２８年１２月１日判決・税資２６６号順号１２９４２23】 

 裁判所は，所轄税務署長が税務調査により認定したとおり，Ａの住所は米国にあり，かつ，

日本に居所がないことから，非居住者にあたると認定し，Ｘに源泉徴収義務があるとした。 

 また，支払時に注意義務を尽くしたにもかかわらず，Ａが非居住者であることを判断する

ことはできなかったのであるから，所得税法 212 条 1 項を限定解釈して源泉徴収義務は生

 
20 非居住者とは「居住者以外の個人」であり（所得税法 2条 1項 5号），居住者とは「国

内に住所を有し，又は現在まで引き続いて 1年以上の居所を有する個人」である（同法 2

条 1項 3号）。そこで，非居住者該当性は，住所が日本国内になく，かつ，1年以上の居所

を有しないことを判断しなければならないことになる。 
21 平成 26年度税制改正（平成 26年法律第 10号）により，現行法は 161条 1項 5号。 
22 不納付加算税賦課決定処分はなされなかった。 
23 以下の文章は，木山泰嗣「判批」Accord Tax Review9＝10号（2018年）13頁参照。

なお，以下の文章は，同「源泉徴収制度をめぐる諸問題―特別密接関係と支払者に注意義

務はあるのかを中心に―」青山ローフォーラム 6巻 2号（2018年）84―86頁の引用（一

部修正）。 
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じないとのＸの主張については，次のように，Ｘは支払者の注意義務を尽くしていなかった

として，これを排斥した。 

 すなわち，「所得税法 161 条 1 号の 3，212 条 1項（本件条項）は，『非居住者』に対して

日本国内の不動産の譲渡による対価（国内源泉所得）を支払う者は，その支払の際，当該国

内源泉所得に係る源泉徴収義務を負う旨規定しているのであり24，これらの規定は，上記支

払者に支払の相手が『非居住者』であるか否かを確認すべき義務を負わせているものと解す

るのが相当であり，本件に関して，Ｘが本件譲渡対価を支払う際にＡが『非居住者』である

か否かを確認すべき義務（本件注意義務）を負っていたことについては，両当事者とも自認

しているところである」と判示し，国内不動産の譲渡対価の支払者には，支払の相手である

売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務があるとの解釈をした。 

 当事者間でＸが注意義務を負っていたことに争いはないとの判示もあるが，それ以前の

法解釈として支払者に注意義務を認めている以上，東京高裁平成 28 年判決は，一般論とし

ても，国内不動産の譲渡対価の支払者に注意義務があることを認めたものといえる。 

 そのうえで，Ｘは注意義務を尽くしていなかったとの判断であった（確定）。しかし，Ｘ

は，以下の客観資料にあたっていた。 

 

① 売買契約書（売主の住所欄には建物所在地（日本）が記載されていた。） 

② 土地の登記記録の全部事項証明書（同様に建物所在地（日本）の住所が記載されていた。） 

③ 印鑑登録証明書（建物所在地（日本）が住所として記載されていた。） 

④ 住民票（住所は建物所在地（日本）であった。） 

⑤ 固定資産評価証明の関係書類（住所は旧住所（日本）であった。） 

⑥ 譲渡対価の領収証（住所は建物所在地（日本）が記載されていた。） 

 

（メモ） 

 このような事実からすると，入手した客観資料から，ＸがＡの住所が日本にあると考えた

ことは合理的であり自然であったといえる。また，Ｘは，本人Ａに直接に聴取もしたが，米

国に生活の本拠（住所）があるとの回答は得られなかった25。 

 それにもかかわらず，裁判所は「Ｘが，本件譲渡対価の支払に当たり，Ａが非居住者であ

るか否かについて確認すべき注意義務〔略〕を尽くしていたということはできない」と判示

 
24 平成 2年度税制改正（平成 2年法律第 12号）によって導入された。その趣旨は国内不

動産を譲渡した非居住者や外国法人が申告期限前に譲渡代金を国外に持ち出し，無申告の

まま出国する例が増えたところ，申告期限前に保全措置を講ずる手段がなく，申告期限後

の決定処分をしても実際の税徴収は難しいという問題が起きたため，適正な課税確保する

ことにあった（『改正税法のすべて〔平成 2年版〕』（大蔵財務協会，1990年）151頁）。 
25 「建物を訪問し，Aに対し，『国内居住者でなければ課税関係が変わりますから確認す

るように言われています。Aさんは国内居住者ですよね。』と確認した」Xの担当者に対

し，Aは「『そうですよ。ちゃんと日本で所得税も住民税も納めていますよ。』と回答し，

納税申告も毎年自分で行っている旨を説明した。」と認定されている。 
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した。 

 Ａが非居住者であることを認定するために行われた税務調査は，平成 22年 3月頃に開始

されたものの，納税告知処分までに 2年半の年月を費やされている。また，この調査におい

て税務署職員が行った質問検査には，「本件土地の近隣に居住するＡの兄であるＢ及び同人

の妻Ｃに対する質問調査」のほか，「〔１〕法務省入国管理局に対」する「Ａ（略）に対する

入出国記録の照会」，「〔２〕国税庁を通じ」た「米国内国歳入庁（略）に対」する「Ａの米

国における身分事項や所得税の申告状況等に関する照会」もあった。 

しかし，不動産の譲受けという１回的な取引をしたに過ぎない買主が売主に対して，こう

した調査を行うことは困難であろう。質問検査権を有する課税庁ですら，2年以上に及ぶ税

務調査を経てようやく認定できた A の「非居住者」該当性を，１回的な取引をしたに過ぎ

ない売買契約の買主である X に求めることは，酷である26。 

 

ｃｆ 非居住者の判定 

① 住所の判定 

「 所得税法は，『非居住者』に対して日本国内の不動産の譲渡による対価（国内源泉所得）

を支払う者は，その支払の際，当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務を負う旨を規定してい

るところ（同法１６１条１号の３，２１２条１項），同法２条１項５号は，『非居住者』とは，

『居住者以外の個人をいう。』と規定し，同項３号は，居住者につき，『国内に住所を有し，

又は現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人をいう。』と規定している。そして，同

法は，日本国内の居住者を判定する際の要件となる上記『住所』の意義について明文の規定

を置いていないが，『住所』とは，反対の解釈をすべき特段の事由がない以上，生活の本拠，

すなわち，その者の生活に最も関係の深い一般的生活，全生活の中心を指し，一定の場所が

その者の住所に当たるか否かは，客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによ

り決すべきである。」 

② 居所の判定 

「 所得税法２条１項３号は，『国内に住所を有し，又は現在まで引き続いて１年以上居所

を有する個人』を『居住者』とする旨定めているところ，同号にいう『居所』とは，人が多

少の期間継続的に居住するが，その生活との関係の度合いが住所ほど密着ではない場所を

いうものと解される。そして，同号が『現在まで引き続いて１年以上居所を有する個人』と

規定していることに鑑みれば，『居所』とは，特段の事情がない限り，国内において，１年

以上継続的に居住している場合における，当該生活の場所をいうものと解される。他方にお

いて，当該者が一時的に日本国外に出国したことにより，現実に当該生活の場所で生活して

いた期間が継続して１年に満たないからといって，そのことのみをもって『居所』該当性を

否定するのは相当ではなく，飽くまでも一時的な目的で国外に出国することが明らかであ

 
26 判定が容易でない場合に判断誤りのリスクを支払者に負わせることの合理性に疑問を呈

するものに，南繁樹「判批」ジュリスト 1498号（2016年）11頁がある。 
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るような場合においては，当該在外期間についても，『現在まで引き続いて１年以上居所を

有する』か否かの判定において，日本国内に居所を有するものと同視することができるとい

うべきである（所得税基本通達２－２参照）。」 

 

（私見） 

自動確定方式が採られている源泉徴収制度の特殊性に鑑みれば（最判昭和 45 年 12月 24

日民集 24 巻 13 号 2243 頁，最判平成 4 年 2 月 18 日民集 46 巻 2 号 77 頁参照），支払者に

源泉徴収義務を負わせるためには，支払時に支払者において源泉徴収義務が発生すること

（当該課税要件を充足すること）及びその具体的な源泉所得税額を明確に判断できる客観

的状況があったこと（明確性）が必要であると考えるべきである（源泉徴収制度の解釈論に

おける明確性27）。 

 

  

 
27 以下の文章は，木山・前掲注 20）〔青山ローフォーラム〕106頁引用（一部修正）。 
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３ 退職手当年度帰属事件（東京地裁平成２９年１月１３日判決） 

 

（事案の概要） 

 

   国（税務署） 

     源泉徴収 

                       分限免職 

          退職金支払義請求権   →東京高判 H23.6.30（最決 H24.2.16） 

  東京都                X（中学校教諭） 

     H６ 

     供託（1025 万 4515 円）  H２４ 

                    還付（1025 万 4515 円） 

  法務省  

 

（認定事実） 

（１）Ｘは，東京都Ｋ市立中学校教諭であったが，東京都教育委員会から平成 16年に地方

公務員法（平成 26 年法律第 34 号による改正前のもの）28条 1 項 3 号に基づく分限免職処

分を受けた。東京都は，本件免職処分により，Ｘに対して，「職員の退職手当に関する条例」

（昭和 31 年東京都条例第 65 号）に従った退職手当 1364 万 8456 円の債務を負うべきとこ

ろ，Ｘは，これについて「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった。 

東京都は，上記退職手当から，所得税法 199 条，201 条 3 項に基づき，所得税としてこれ

に 100 分の 20 を乗じた 272 万 9691 円を源泉徴収するとともに，住民税及び支給済みの解

雇予告手当等も差し引いた 1025 万 4515 円をＸに提供しようとした。 

しかし，Ｘからその受領を拒否されたとして，民法 494 条に基づきＸのために同額を東京

法務局に供託した。東京都は，徴収した源泉所得税を国に納付した。 

（２）Ｘは，この間，地方公務員法 49 条の 2 第 1 項に基づき，東京都人事委員会に対し，

平成 16 年 4 月 23 日付けで，本件免職処分の取消しを求めて審査請求したが，東京都人事

委員会は，平成 19 年１月 26 日付けで，これを棄却する旨の裁決をした。 

Ｘは，上記裁決を不服として，その頃，本件免職処分の取消しを求める訴えを東京地方裁

判所に提起したが，同裁判所は，平成 22 年 4 月 28 日，Ｘの請求を棄却する旨の判決を言

い渡した 。Ｘは，上記第１審判決に対して控訴したが，東京高等裁判所は，平成 23年 6 月

30 日，その控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。Ｘは，上記控訴審判決に対して上告及

び上告受理の申立てをした。最高裁判所は，平成 24 年 2 月 16 日付けで，その上告を棄却

するとともに上告審として受理しない旨決定してＸに通知した。これにより，上記第１審判

決が確定した（以下，この一連の訴訟を「別訴」といい，上記最高裁決定を「別訴最高裁決

定」という）。 
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（３）Ｘは，平成 24年中に上記 2の本件退職手当に係る供託金の還付を受けた。Ｘは，平

成 25年 3月 7 日，本件退職手当は平成 24年分の所得であるとして，本件退職手当額 1364

万 8456 円から所得税法所定の退職所得控除額 1080 万円を控除した残額 284 万 8456 円の

2 分の１に相当する金額である 142 万 4228 円を退職所得金額に，本件源泉徴収税額 272 万

9691 円を源泉徴収税額に，それぞれ計上した上，他の所得及び源泉徴収税額を含めて計算

すると，納付すべき税額はマイナス 275 万 5127 円である（還付金の額に相当する税額が

275 万 5127 円である）とする内容の同年分の所得税の確定申告書を，所轄のＡ税務署長に

提出した。 

Ｘは，平成 25 年 11 月 5日，平成 24年分の所得税について，上記確定申告書の退職所得

金額及び源泉徴収税額以外の部分を訂正し，これに基づき計算し直した納付すべき税額は

マイナス 274 万 2777 円である（還付金の額に相当する税額が 274 万 2777 円である）とす

る内容の修正申告書を，Ａ税務署長に提出した（以下「本件申告」という）。 

（４）Ａ税務署長は，Ｘに対し，平成 25 年 11 月 29 日付けで，Ｘの平成 24 年分の所得税

について，本件退職手当は平成 16 年中の退職所得と認められることから，Ｘの平成 24 年

分の退職所得の金額は零円であり，本件源泉徴収税額を同年分の所得税額から差し引くこ

とは認められないとして，これに基づき計算した納付すべき税額はマイナス 5 万 6236 円で

ある（還付金の額に相当する税額が 5万 6236 円である）とする更正（以下「本件更正処分」

という。）とともに，過少申告加算税 37 万 7500 円を賦課する決定（以下，本件更正処分と

合わせて「本件更正等処分」という。）をした。 

（５）Ｘは，Ａ税務署長に対し，平成 26 年 1 月 28 日付けで，本件更正等処分について異

議申立てをした。Ａ税務署長は，Ｘに対し，同年 3 月 25 日付けでこれを棄却する旨の決定

をした。Ｘは，国税不服審判所長に対し，平成 26 年４月 24 日，本件更正等処分の取消し

を求める審査請求をした。国税不服審判所長は，Ｘに対し，平成 27 年 1 月 23 日付けでこ

れを棄却する旨の決定をした。 

 

【東京地裁平成２９年１月１３日判決・税資２６７号順号１２９５４28】 

「 所得税法 36 条 1 項が，その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は，

別段の定めがあるものを除き，その年において収入すべき金額とするとしている趣旨は，現

実の収入がなくても，その収入の原因となる権利が確定した場合には，その時点で所得の実

現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前

（いわゆる権利確定主義）を採用しているものと解される。所得税法がこのような権利確定

主義を採用したのは，もともと所得税は経済的な利得を対象とするものであるから，究極的

には実現された収支によってもたらされる所得について課税するのが基本原則ではあるが，

その課税に当たって常に現実収入の時まで課税することができないとしたのでは，納税者

 
28 木山泰嗣「判批」青山法学論集 60 巻 4号（2019 年）155 頁参照。 
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の恣意を許し，課税の公平を期し難いので，徴税政策上の技術的見地から，収入の原因とな

る権利の確定した時期をとらえて徴税することとしたものであり，その意味において，権利

確定主義は，その権利について後に現実の支払があるであろうことを前提として，所得の帰

属年度を決定するための基準であるにすぎない。権利確定主義の下において所得税を賦課

徴収した後，課税対象が存在しないような事態が生じた場合には，結果的に所得なきところ

に課税したものとして，何らかの是正が要求されることとなるが，これは所得税の賦課徴収

につき権利確定主義を採ることの反面であるといえる。（最高裁判所昭和 49 年 3 月 8 日第

二小法廷判決・民集 28 巻 2号 186 頁参照） 

 そして，いかなる時期に収入の原因となる権利が確定するかについては，所得税法や関係

法令に特に規定がなく，収入の原因となる権利の発生の態様に様々なものがあることにも

照らすと，収入の原因となる権利が確定する時期は，それぞれの権利の特質を考慮し決定さ

れるべきものである（最高裁判所昭和 53年 2月 24日第二小法廷判決・民集 32巻 1号 43頁

参照）ところ，現実の収入がなくても，収入となるべき権利が発生する原因となる事実関係

が外観上存在し
．．．．．．

，かつ，当該権利を法律上行使することができ，権利実現の可能性を客観的

に認識することができる状態に至ったときは，権利が確定したといい得る
．．．．．．．．．．．．

ものと解するこ

とが相当である 

（略） 

ア これを本件についてみるに，Ｘの本件退職手当に係る権利は，退職手当条例に基づくも

のであるところ，同条例によれば，上記権利は，退職したという事実があれば，同条例 3条

及び関連規定に従い，その支給時期と支給額が自動的に定まるものである（略）。  

 しかるに，前提事実……のとおり，東京都教育委員会は，Ｘに対し，平成 16 年 2月 23日

付けで本件免職処分を行い，Ｘを免職する旨の発令通知書（略）を発したことから，外観上，

Ｘについては，退職手当条例に基づき，退職手当を請求する権利が発生することとなった。

また，前提事実……のとおり，上記の退職手当の支給額は，退職手当条例に基づき，普通退

職の場合の退職手当の規定（退職手当条例 5 条）に従って 1364 万 8456 円（本件退職手当）

と定まるものであったところ，東京都は，上記の本件退職手当の金額から必要な控除をした

金員につき，Ｘからその受領を拒否されたとして，同年 5月 20 日，Ｘのために東京法務局

に供託した。 

イ 上記アのような本件退職手当に係る権利の特質や，本件免職処分から本件退職手当の

供託に至るまでの経緯に照らすと，本件退職手当については，Ｘの収入となるべき権利が発

生する原因となる本件免職処分の存在という事実関係が外観上存在しており
．．．．．．．．．

，かつ，その後

になされた上記の供託の時点では
．．．．．．．

，Ｘの本件退職手当に係る権利は一応の実現をみたこと

が客観的に認識することができる状態に至ったということができる。 

 したがって，本件退職手当の債権は，税法上は，本件免職処分がされたのと同じ平成 16

年中に確定したというべきであり，本件退職手当は，Ｘの退職所得の金額の計算上，同年に
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おいて収入すべき金額であると認められる。」 

 

・退職所得と源泉徴収義務 

（退職所得） 

第三十条 退職所得とは，退職手当，一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及び

これらの性質を有する給与（以下この条において「退職手当等」という。）に係る所得を

いう。 

（以下，略） 

 

（源泉徴収義務） 

第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項（退職所得）に規定する退職手

当等（以下この章において「退職手当等」という。）の支払をする者は，その支払の際，

その退職手当等について所得税を徴収し，その徴収の日の属する月の翌月十日までに，こ

れを国に納付しなければならない。 

 

（徴収税額） 

第二百一条（略） 

（略） 

３ 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関

する申告書を提出していないときは，第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額

は，その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税

額とする。 

 

・収入の年度帰属（判例） 

【最高裁昭和４９年３月８日第二小法廷判決・民集２８巻２号１８６頁】 

「……旧所得税法は，一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し，課税を行うこ

ととしている。そして，同法一〇条が，右期間中の総収入金額又は収入金額の計算について，

『収入すべき金額による』と定め，『収入した金額による』としていないことから考えると，

同法は，現実の収入がなくても，その収入の原因たる権利が確定的に発生した場合には，そ

の時点で所得の実現があつたものとして，右権利発生の時期の属する年度の課税所得を計

算するという建前（いわゆる権利確定主義）を採用しているものと解される。この建前のも

とにおいては，一般に，一定額の金銭の支払を目的とする債権は，その現実の支払がされる

以前に右支払があつたのと同様に課税されることとなるので，課税後に至りその債権が貸

倒れ等によつて回収不能となつた場合には，現実の収入がないにもかかわらず課税を受け

る結果となることを避けられない。この場合，旧所得税法の解釈として，右貸倒れにかかる

債権が事業所得を構成するものであるときは，事業上の貸倒れが事業遂行に伴う不可避的
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損失であることから，その損失額を当該貸倒れ発生年度の事業所得の計算上必要経費に算

入することが許されるが，非事業上の債権の貸倒れの場合については，右のごとき措置は認

められず，ほかに同法には格別の救済方法が定められていなかつたのである。しかし，その

ことのゆえに，非事業上の債権の貸倒れの場合について同法がなんらの救済も認めない趣

旨であつたと解するのは相当でない。」 

 

【最高裁昭和５３年２月２４日第二小法廷判決・民集３２巻１号４３頁】 

「 旧所得税法は，一歴年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し課税を行うこと

としているのであるが，同法一〇条一項が右期間中の収入金額の計算について「収入すべき

金額」によるとしていることから考えると，同法は，現実の収入がなくても，その収入の原

因となる権利が確定した場合には，その時点で所得の実現があつたものとして右権利確定

の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前（いわゆる権利確定主義）を採用して

いるものと解される（最高裁昭和三九年（あ）第二，六一四号同四〇年九月八日第二小法廷

決定・刑集一九巻六号六三〇頁，同昭和四三年（オ）第三一四号同四九年三月八日第二小法

廷判決・民集二八巻二号一八六頁）。そして，右にいう収入の原因となる権利が確定する時

期はそれぞれの権利の特質を考慮し決定されるべきものであるが，賃料増額請求にかかる
．．．．．．．．．．

増額賃料債権については
．．．．．．．．．．．

，それが賃借人により争われた場合には
．．．．．．．．

，原則として
．．．．．

，右債権の存

在を認める裁判が確定した時にその権利が確定する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ものと解するのが相当である。けだし，

賃料増額の効力は賃料増額請求の意思表示が相手方に到達した時に客観的に相当な額にお

いて生ずるものであるが，賃借人がそれを争つた場合には，増額賃料債権の存在を認める裁

判が確定するまでは，増額すべき事情があるかどうか，客観的に相当な賃料額がどれほどで

あるかを正確に判断することは困難であり，したがつて，賃貸人である納税者に増額賃料に

関し確定申告及び納税を強いることは相当でなく，課税庁に独自の立場でその認定をさせ

ることも相当ではないからである。また，賃料増額の効力が争われている間に賃貸借契約が

解除されたような場合における原状回復義務不履行に基づく賃料相当の損害賠償請求権に

ついても右と同様に解するのが相当である。 

 ところで，旧所得税法がいわゆる権利確定主義を採用したのは，課税にあたつて常に現実

収入のときまで課税することができないとしたのでは，納税者の恣意を許し，課税の公平を

期しがたいので，徴税政策上の技術的見地から，収入の原因となる権利の確定した時期をと

らえて課税することとしたものであることにかんがみれば，増額賃料債権又は契約解除後

の賃料相当の損害賠償請求権についてなお係争中であつても，これに関しすでに金員を収

受し，所得の実現があつたとみることができる状態が生じたときには，その時期の属する年

分の収入金額として所得を計算すべきものであることは当然であり，この理は，仮執行宣言

に基づく給付として金員を取得した場合についてもあてはまるものといわなければならな

い。」 
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・本判決の判断枠組み 

① 収入となるべき権利が発生する原因となる事実関係が外観上存在し， 

かつ， 

② 当該権利を法律上行使することができ，権利実現の可能性を客観的に認識することが

できる状態に至ったときは， 

権利が確定したといい得る
．．．．．．．

 

 

 →①権利確定外観論（上記新しい基準）は，妥当なのか？ 

 →②最高裁昭和５３年判決と矛盾しないか？ 

 

・「退職所得の受給に関する申告書」の不提出 

主張 年度帰属 退職所得金額 還付金額 

Ｘ 平成 24 年分 142 万 4228 円 247 万 2777 円 

Ｙ 平成 16 年分 0 円 5 万 6236 円 

 

（メモ） 

 本判決は公定力には触れていないが，東京都による分限免職処分という行政処分であっ

たことが影響しているようにも思われる（民間企業の懲戒免職等の場合にも，この議論が妥

当するかについては，判示されていない）。しかし，分限免職処分の取消訴訟（行政訴訟）

を提起し，訴訟が係属中である以上，退職金の受領や退職所得の受給に関する申告書の提出

は，事実上，Ｘには困難であったはずである（当該訴訟で不利益な事実に認定されるおそれ

があるからである）。それにもかかわらず，上記の外観などに基づく（これまでにない）基

準で「一応の確定」を認めてよかったのか疑問が残る。 

 なお，本判決は，分限免職処分時ではなく，供託時に権利の確定を認めている。 
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４ 債務免除益源泉徴収事件（広島高裁平成２９年２月８日判決） 

 

（事案の概要） 

 

国（税務署長） 

 

  源泉徴収せず 

 

 Ｘ           Ａ（理事長） 

   債務免除（４８億円） 

 

 （裁判所〔差戻控訴審〕の認定） 

債務免除益：１２億８４７９万１０５３円 ｃｆ旧通達 36―17（現行法 44 条の 2） 

  源泉所得税： ４億８５７３万４３０４円 

 

X（原告・被控訴人・被上告人）は，平成 19 年 12月 10 日，その当時の Xの理事長であ

った A（以下「A 理事長」という。）に対し，48 億 3682 万 1235 円の借入金債務の免除（以

下「本件債務免除」という。）をした。 

これに対し，所轄税務署長は，本件債務免除に係る経済的利益である債務免除益（以下「本

件債務免除益」という。）が A 理事長に対する賞与（所得税法 183 条 1 項，28 条 1 項）に

該当するとして，X に対して給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税

の賦課決定処分をした。そこで，X は，国である Y（被告・控訴人・上告人）に対し，上記

各処分（ただし，上記納税告知処分については審査請求に対する裁決による一部取消し後の

もの。）の取消しを求め，不服申立てを経たうえで出訴した。 

 

【広島高判平成２９年２月８日判決・税資２６７号順号１２９７８29】 

 上告審30は，本件債務免除益は，A 理事長が X に対し雇用契約に類する原因に基づき提供

した役務の対価として，X から功労への報償等の観点をも考慮して臨時的に付与された給

付とみるのが相当であるとして，所得税法 28 条 1 項にいう賞与または賞与の性質を有する

給与に該当するとした。そのうえで，「本件債務免除当時に Aが資力を喪失して債務を弁済

することが著しく困難であったなど本件債務免除益を同人の給与所得における収入金額に

算入しないものとすべき事情が認められるなど，本件各処分が取り消されるべきものであ

 
29 木山泰嗣「判批」青山法学論集 59巻 3号（2017年）91頁参照。なお，以下の文章

は，木山・前掲注 20）〔青山ローフォーラム〕87―89頁の抜粋（一部修正）。 
30 最判平成 27年 10月 8日集民 251号 1頁。 
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るか否かにつき更に審理を尽くさせるため」，差戻し前の控訴審判決31を破棄し，広島高等

裁判所に差し戻した。 

 差戻審である広島高裁平成 29 年判決は，「債務免除益のうち，債務者が資力を喪失して

債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては，各種

所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとする。」と規定されていた

当時の所得税基本通達 36－17（以下「本件旧通達」という32。）について，「『各種所得の金

額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとする』とのみ定めているが，この定

めは，給与所得に係る源泉所得税額の計算上給与等の金額に算入しないとする趣旨も含む

ものと解される」として33，同通達が適用される場合には，源泉所得税の徴収納付義務も発

生しないことを判示した。 

 そのうえで，差戻し前の控訴審では，資産の 20 倍に迫る金額と認定されていた債務免除

事時の理事長の負債の額について，3 倍以上との異なる事実認定を行った。その結果，差戻

し前の控訴審では 2 億 8222 万 5622 円と認定されていた A 理事長の資産の合計額は，17 億

2519 万 9510 円と約 6 倍になった。 

こうして，債務免除された全額について源泉徴収義務は生じないとして処分の全部取消

しを命じていた差戻し前の控訴審と異なり，広島高裁平成 29年判決では，納税告知処分に

ついては源泉所得税 18 億 3550 万 6244 円のうち 4 億 8573 万 4304 円を超える部分のみが

取り消され，不納付加算税賦課決定処分については不納付加算税 1億 8355万円のうち 4857

万 3000 円を超える部分のみを取り消す一部認容判決に変更された。 

 

（メモ） 

差戻審である広島高裁平成 29 年判決の認定事実によれば，債務免除当時における A 理事

長の資産は 17 億 2519 万 9510 円，負債は 52億 7722 万 9692 円となる。そのため，本件債

務免除額 48 億 3682 万 1235 円のうち，12 億 8479 万 1053 円については「経済的な利益」

（所得税法 36 条 1項）があると判断された。 

しかし，このような債務免除時における債務者の資産及び負債の額は，債務免除時（源泉

所得税の納税義務が成立し確定する時期とされる「給与等……の支払」時）に，債務免除を

行った X に判断できるものであったのだろうか。裁判所の判断ですら，差戻審に至るまで

異なる判断がなされていたことを考えれば，その正確な判断は困難であったと思われる。 

 
31 広島高岡山支判平成 26年 1月 30日税資 264号順号 12402。 
32 同通達の規定は，平成 26年度税制改正により，所得税法 44条の 2の規定が創設され

たことに伴い廃止された（『改正税法のすべて〔平成 26年度版〕』（大蔵財務協会，2014

年）103頁参照）。 
33 旧通達 36－17を適用することは租税法律主義に反するとの見解もある（酒井克彦「債

務免除益に係る源泉徴収義務」税務事例 46巻 3号〔2014年〕54頁，品川芳宣「判批

判」税研 166号〔2012年〕60頁）。 
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５ 総会決議不存在退職所得還付事件（名古屋地裁平成２９年９月２１日判決） 

 

（事案の概要） 

 

  国（税務署長） 

    H20．6．30 源泉所得税（5048 万 4000 円）納付 

    H27．4．7  還付請求 

 

    2 億 8000 万円（株主総会決議） 

  Ａ（株）              Ｃ（代取） 

      退職慰労金の支払 

      ①H20．5．30        （１）別件訴訟１（名古屋高判 H23） 

      ②H20．12．10          株主総会決議不存在確認（認容） 

      ③H21．10．22       （２）別件訴訟２（名古屋高判 H27） 

      ④H21．10．23          Ｘ→Ｃ不当利得（認容） 

      合併により承継             →和解（H27．3．4） 

  Ｘ                 ⇒ＣからＸに支払（返還） 

             H27．3．30 7214 万円 

             H27．4．14 2 億円 

 

Ａ株式会社の平成２０年４月６日付け臨時株主総会議事録には，同日付けで，Ｃに対し，

退職慰労金２億８０００万円を支給する旨の本件株主総会決議がされた旨の記載がある。

なお，本件株主総会決議は，ＣがＡ株式会社の唯一の株主であることを前提にされたもので

あった。Ａ株式会社は，Ｃに対し，本件退職慰労金として，平成２０年５月３０日に１億１

２６３万０４００円を，同年１２月１０日に１０００万円を，平成２１年１０月２２日に８

３００万円を，同月２３日に１１８９万７６００円をそれぞれ支払った。Ａ株式会社は，平

成２０年６月３日，本件源泉所得税５０４８万４０００円及び本件市県民税１１９８万８

０００円を納付した。Ａ株式会社は，第２８期（平成２０年４月１日から平成２１年３月３

１日まで）の決算報告書において，販売費及び一般管理費として，本件退職慰労金を『退職

金』の勘定科目で計上した。 

Ｘから委任を受けたＪ税理士は，平成２７年４月７日，Ｎ税務署長に対し，本件還付請求

書を提出し，本件源泉所得税の還付を求めた。Ｎ税務署の担当者は，平成２７年５月２８日，

Ｊ税理士に対し，本件還付請求権について，国税通則法７４条１項に規定する『その請求を

することができる日』が納付日である平成２０年６月３日であるため，時効により消滅して

いる旨説明した。 
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【名古屋地裁平成２９年９月２１日判決・税資２６７号順号１３０６４34】 

「（１）Ｙは，国税通則法７４条所定の『その請求をすることができる日』とは，民法１６

６条１項の『権利を行使することができる時』と同義であり，権利の行使についての法律上

の障害がないことをいうところ，本件源泉所得税は，その納付時において，租税実体法上，

Ｙがこれを保有する正当の理由のない利得として，国税通則法５６条１項所定の『還付金等』

に該当しており，本件源泉所得税について納税義務を確定する行政処分も存在しないため，

本件還付請求権の行使について法律上の障害は存在しなかったというべきであるから，本

件還付請求権の消滅時効の起算点は，本件源泉所得税の納付日の翌日である平成２０年６

月４日であり，本件還付請求権は，同日から５年間が経過したことによって，時効により消

滅した旨主張し，本件還付請求権の消滅時効の起算点について上記のように解すべき具体

的根拠として，〔１〕本件退職慰労金は所得税法１９９条所定の『退職手当等』には当たら

ず，Ｘには，本件退職慰労金に係る源泉徴収義務はなかった，〔２〕仮に，本件退職慰労金

が所得税法１９９条所定の『退職手当等』に当たるとしても，源泉所得税は，納税義務の成

立と同時に納付すべき税額が確定するから，各種所得の金額に事後的に異動が生じること

は予定されておらず，一旦確定し，具体化された納税義務の数額に誤りがあったとしても，

そのことをもって，租税法律関係を変動させるものとはいえず，当該誤りがある部分は，当

初から租税法律関係が存在していなかったものと解さざるを得ない旨主張する。 

 そもそも，所得税法上の所得は専ら経済的面から把握すべきものであり，経済的にみて利

得者がその利得を現実に支配管理し，自己のために享受する限りその利得は所得を構成す

ると解するのが相当であるところ，Ｃは，本件退職慰労金を受領したことによって経済的利

得を受け，その利得を現実に支配管理するようになったのであるから，本件退職慰労金は同

人の所得を構成していたというべきであり，この点については，Ｙも自認するところである。

そこで，以下では，まず，本件退職慰労金が源泉徴収義務を定めた所得税法１９９条の『退

職手当等』に該当するか否かを検討し，これが肯定される場合に，これを前提として，本件

還付請求権の発生時期及び消滅時効の起算点について検討することとする。 

（２）本件退職慰労金が所得税法１９９条の『退職手当等』に該当するか否かについて 

（略）以上によれば，本件退職慰労金は，所得税法３０条１項所定の『退職手当等』に該当

するというべきである。 

（略） 

（３）本件還付請求権の発生時期及び消滅時効の起算点について 

ア 国税通則法７４条１項所定の『その請求をすることができる』とは，民法１６６条１項

の『権利を行使することができる』と同義であるから，その権利の行使について法律上の障

害がないこと，及び権利の性質上，その権利行使が現実に期待のできるものであることを要

すると解するのが相当である（同項に関する最高裁昭和４０年（行ツ）第１００号同４５年

 
34 木山泰嗣「判批」税理 62巻 7号（2019年）104頁，同 8号（2019年）104頁，同

「判判」税経通信 74巻 11号（2019年）167頁参照。 
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７月１５日大法廷判決・民集２４巻７号７７１頁，最高裁平成４年（オ）第７０１号同８年

３月５日第三小法廷判決・民集５０巻３号３８３頁参照）。 

イ Ｙは，源泉所得税は納税義務の成立と同時に納付すべき税額が確定するから，各種所得

の金額に事後的に異動が生じることは予定されておらず，一旦確定し，具体化された納税義

務の数額に誤りがあっても，そのことをもって，租税法律関係を変動させるものとはいえず，

当該誤りがある部分は，当初から租税法律関係が存在していなかったものと解さざるを得

ない旨主張する。そして，確かに，源泉徴収の対象となるべき所得の支払がされるときは，

支払者は，法令の定めるところに従って納税義務を負うのであるが，この納税義務は上記所

得の支払の時に成立し，その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定

するものとされており（国税通則法１５条），源泉所得税については，申告納税方式による

場合の納税者の税額の申告やこれを補正するための税務署長等の処分（更正，決定），賦課

課税方式による場合の税務署長等の処分（賦課決定）なくして，その税額が法令の定めると

ころに従って当然に，いわば自動的に確定するものとされている（最高裁昭和４３年（オ）

第２５８号同４５年１２月２４日第一小法廷判決・民集２４巻１３号２２４３頁参照）。 

 しかしながら，支払者が源泉徴収義務の発生する所得を支払い，源泉所得税を納付した後

になって，その支払の原因が無効であったこと等を理由として，支払者が上記所得に相当す

る金員の返還を受けたことにより，上記所得の支払による経済的成果が失われる場合があ

り得るところ，このような場合について，Ｙの主張するとおり，当初から租税法律関係が存

在しなかったものとして，源泉所得税の納付時にその還付請求権が発生すると解したとし

ても，前記（１）で説示したとおり，所得税法上の所得は専ら経済的面から把握すべきもの

であり，経済的にみて利得者がその利得を現実に支配管理し，自己のために享受する限りそ

の利得は所得を構成するのであるから，上記返還によって所得の経済的成果が失われるま

では，源泉所得税の課税要件に欠けるところはなく，上記源泉所得税についての還付請求権

を行使するにつき，法律上の障害があるというべきである。 

（略） 

ウ 以上を前提に本件について検討すると，上記（２）で説示したところによれば，本件退

職慰労金は，所得税法３０条１項所定の『退職手当等』に該当するから，本件源泉所得税は，

ＸがＣから本件退職慰労金手取額の返還を受けるまでは課税要件に欠けるところはなく
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，

本件還付請求権を行使するについて，法律上の障害があったというべきである。したがって，

本件源泉所得税の納付日の翌日である平成２０年６月４日をもって，国税通則法７４条所

定の『その請求をすることができる日』であると認めることはできない（略）。（略） 

（４）小括 

 以上によれば，本件還付請求権について，国税通則法７４条所定の時効期間が経過したと

は認められないから，本件還付請求権が時効により消滅したということはできない。」 

 

・還付請求権と消滅時効 
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（還付） 

第五十六条 国税局長，税務署長又は税関長は，還付金又は国税に係る過誤納金（以下「還

付金等」という。）があるときは，遅滞なく，金銭で還付しなければならない。 

 

（還付金等の消滅時効） 

第七十四条 還付金等に係る国に対する請求権は，その請求をすることができる日から

五年間行使しないことによつて，時効により消滅する。 

（２項は，略） 

 

・申告納税制度を前提としない源泉徴収義務 

→事後的な法律関係の変動による課税要件の不充足（消滅）とその是正方法 

（メモ） 

 申告所得税と異なり，私法上の法律関係の事後的変動による是正を定めた規定がないた

め，源泉所得税の場合には「過誤納金」の還付請求権の規定の解釈（私法上の瑕疵の存在と

経済的成果の喪失を要件とするのが通常）により救済を認めるのが現状（議論の詳細は，木

山泰嗣『国税通則法の読み方』（弘文堂，２０２２年）１８７―１９８頁参照）。 

 

ｃｆ 申告納税制度……後発的事由による更正の請求（国税通則法２３条２項） 

（更正の請求） 

第二十三条 （略） 

２ 納税申告書を提出した者又は第二十五条（決定）の規定による決定（以下この項にお

いて「決定」という。）を受けた者は，次の各号のいずれかに該当する場合（納税申告書

を提出した者については，当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満

了する日後に到来する場合に限る。）には，同項の規定にかかわらず，当該各号に定める

期間において，その該当することを理由として同項の規定による更正の請求（以下「更正

の請求」という。）をすることができる。 

一 その申告，更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関

する訴えについての判決（判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。）により，

その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日

の翌日から起算して二月以内 

（略） 

三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得な

い理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内 

（以下，略） 
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近時の裁判例で，役員給与の支払について源泉所得税の徴収納付をした後，全額を自主

返納する取締役会決議がされたことなどを根拠に，源泉所得税相当額の過誤納金還付請求

がされた事例で，「Ｘ〔筆者注：原告〕の主張する本件各役員給与等を自主返納する旨の

決議は，本件各役員給与等の支払自体に当初から瑕疵があったことを理由としてされたも

のではないし……本件各役員給与等の支払自体に当初から瑕疵があったことなどをうかが

わせる事情は見当たらない。」とし，「Ｘの主張する当該決議がされたとしても……それを

もって，本件各源泉所得税等が過誤納金に該当することになるなどということもできな

い。」と判示されたものがある（東京地裁令和３年７月１６日判決・公刊物未登載（ＬＥ

Ｘ/ＤＢ２５６００２３５）。 
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６ 金地金スワップ取引事件（名古屋高裁平成２９年１２月１４日判決） 

 

（事案の概要） 

 

H９．4（売買）      H23．6（スワップ取引）  

 A（株）             X               M 

     ①26㎏ 

（3905 万 5099 円）    36㎏（①＋②）    

②10 ㎏           （時価：1ｇ4147 円） 

（1000 万円）         注）店頭価格 

⇒計 4905 万 5099 円     ⇒計 1 億 4839 万 2000 円 

 

【名古屋高裁平成２９年１２月１４日判決・税資２６７号順号１３０９９35】 

「１ 譲渡所得の本質は，資産の値上がりにより当該資産の所有者に帰属する増加益（いわ

ゆるキャピタル・ゲイン）であり，譲渡所得に対する課税は，上記増加益を所得として，そ

の資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に，これを清算して課税する趣旨の

ものであるから，その課税所得たる譲渡所得の発生には，必ずしも当該資産の譲渡が有償で

あることを要せず，所得税法３３条１項にいう『資産の譲渡』とは，有償無償を問わず資産

を移転させる一切の行為をいうものと解すべきである（最高裁昭和４１年（行ツ）第１０２

号同４７年１２月２６日第三小法廷判決・民集２６巻１０号２０８３頁，昭和５０年判決）。 

２（１）前提事実（１）（補正後の原判決第２の３（１））によれば，本件契約は，本件契約

の締結を希望する顧客が，〔１〕Mとの間で本件契約を締結すると同時に，同社から初回の

売買取引により金地金を購入して初回の保管取引を行うというものと，〔２〕Mとの間で本

件契約を締結すると同時に，顧客が所有する金地金を初回のスワップ取引により同社が製

錬した金地金と交換し，当該交換した金地金について保管取引を行うというもの（本件交

換・保管取引）の，二つがあるところ，前提事実（２）イ（原判決第２の３（２）イ）によ

れば，控訴人と M との取引は，上記〔２〕の本件交換・保管取引であったと認められる。 

 本件交換・保管取引は，前提事実（１）の本件約款の定めによれば，交換取引と保管取引

を切り離して個別に取引をすることはできず，両取引が一体となって行われる取引である

と認められるから，本件契約のうち，本件交換・保管取引に係る部分の法的性質は，顧客と

 
35 原審（名古屋地判平成 29 年 6月 29 日税資 267 号順号 13028）は反対。木山泰嗣「判

批」税理 62巻 5 号（2019 年）104 頁，同「判批」青山法学論集 61巻 3 号（2019 年）

171 頁参照。 
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M とが互いの金地金の所有権を相手方に移転する民法上の交換と，顧客がこれにより取得

した金地金の保管を同社に委託する民法上の寄託（混蔵寄託）とを組み合わせた混合契約で

あると認められる。なお，被控訴人は，本件契約におけるスワップ取引は売買であるとも考

えられる旨主張するが，本件約款においては金地金の『交換』であるとの文言が使用されて

いること，前提事実（２）イによれば，控訴人が本件契約の締結に当たり支払った費用は，

スワップ取引手数料，年会費及び年間保管料の合計９４万７２５０円のみであることなど

に鑑みると，スワップ取引の法的性質は交換であると認めるのが相当である。 

（２）上記のとおり，本件契約のうち，本件交換・保管取引は，交換と寄託（混蔵寄託）と

を組み合わせた混合契約であると認められる。 

 もっとも，金地金をすでに所有している顧客が，本件契約を締結して本件交換・保管取引

を行うということの目的についてみるに，前提事実（１）の本件約款によれば，M が本件交

換・保管取引に応じるのは，顧客が持ち込んだ金地金がＬＢＭＡブランドで純度９９．９

９％以上の純金であると判定された場合であり，M が顧客からの求めに応じて引き渡す金

地金は，顧客が寄託した交換後の金地金そのものではなく，同質かつ同重量の金地金である

ことが認められる。したがって，本件交換・保管取引における交換の対象となる顧客所有の

金地金と M 所有の金地金は等価値であり，将来顧客が引き渡しを受ける金地金は，顧客が

持ち込んだ金地金及び交換を受けた金地金そのものではなく，これと同質かつ同重量のも

のということになる。そもそも，金地金は，一定以上の純度があれば，重量のみで価値が決

まり，刻印の違いやバーナンバーの違いは価値に影響しないので，同質かつ同重量の金地金

を引き渡せば足りるものである。 

 そうすると，本件契約を締結し，本件交換・保管取引を行う顧客からみれば，ＬＢＭＡブ

ランドで純度９９．９９％以上の純金からなる一定の重量の金地金を M に預けて保管し，

将来これと同質かつ同重量の金地金の返還を受けるというのと同じであるから，本件契約

を締結し，本件交換・保管取引を行う顧客の目的は，特定の金地金を M に預けて保管して

もらうというのと等しいのであって，控訴人自身もそのような目的であったと主張してい

るところである。また，上記によれば，Mにおいても，本件交換・保管取引は，顧客から金

地金を預かり，これと同質かつ同重量の金地金を返還するというのと同様であると認めら

れるから，実質的には特定の金地金を預かりこれを保管するというのと同様であるといえ

る。 

 したがって，本件契約のうち，本件交換・保管取引は，交換と寄託（混蔵寄託）からなる

混合契約の形をとっているものの，スワップ取引部分に係る交換は，寄託（混蔵寄託）をす

るための単なる準備行為にすぎず，本件交換・保管取引は，実質的には
．．．．．

寄託（混蔵寄託）契

約であると認めるのが相当である。 

 被控訴人は，交換が経済的価値の等しい物を対象とするものであったとしても，所有権が

相互に移転している以上，『資産の譲渡』に該当する旨主張する。しかし，本件交換・保管

取引は，交換と寄託（混蔵寄託）を組み合わせた混合契約であるものの，実質的には寄託（混
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蔵寄託）契約であると認めるのが相当であることは，上記説示のとおりであって，スワップ

取引により金地金の所有権が
．．．．

形式的
．．．

に移転していることを取り上げて
．．．．．．．．．．．．．．．

『資産の譲渡』に該当

するとするのは適切とはいえない。被控訴人の主張は，採用することができない。 

３ 上記のとおり，本件交換・保管取引は，実質的には寄託（混蔵寄託）契約であり，所得

税法３３条１項に規定する『資産の譲渡』に該当しない。したがって，控訴人が，本件スワ

ップ取引により本件金地金を交換したことは，『資産の譲渡』に該当しない。そうすると，

本件金地金の交換が『資産の譲渡』に該当することを前提としてなされた本件各処分は，い

ずれも違法である。」 

 

・譲渡所得の要件（「資産の譲渡……による所得」） 

（譲渡所得） 

第三十三条 譲渡所得とは，資産の譲渡（建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は

賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるもの

を含む。以下この条において同じ。）による所得をいう。 

２ 次に掲げる所得は，譲渡所得に含まれないものとする。 

一 たな卸資産（これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。）の譲渡その他営利

を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得 

二 前号に該当するもののほか，山林の伐採又は譲渡による所得 

（３項以下は，略） 

 

（収入金額） 

第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額

に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，その年において収入すべき金額（金

銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には，その金銭以外の物又

は権利その他経済的な利益の価額）とする。 

２ 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は，当該物若しくは権利を取

得し，又は当該利益を享受する時における価額とする。 

（３項は，略） 

 

・譲渡所得の趣旨 

【最高裁昭和５０年５月２７日第三小法廷判決・民集２９巻５号６４１頁】 

「 譲渡所得に対する課税は，資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を

所得として，その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に，これを清算して課

税する趣旨のものであるから，その課税所得たる譲渡所得の発生には，必ずしも当該資産の
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譲渡が有償であることを要しない（最高裁昭和四一年（行ツ）第一〇二号同四七年一二月二

六日第三小法廷判決・民集二六巻一〇号二〇八三頁参照）。したがつて，所得税法三三条一

項にいう『資産の譲渡』とは，有償無償を問わず資産を移転させるいつさいの行為をいう
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

も

のと解すべきである。」 

 

・交換契約と譲渡所得 

（固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例） 

第五十八条 居住者が，各年において，一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げる

ものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの（交換のた

めに取得したと認められるものを除く。）と交換し，その交換により取得した当該各号に

掲げる資産（以下この条において「取得資産」という。）をその交換により譲渡した当該

各号に掲げる資産（以下この条において「譲渡資産」という。）の譲渡の直前の用途と同

一の用途に供した場合には，第三十三条（譲渡所得）の規定の適用については，当該譲渡

資産（取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には，当該金銭の額及び金銭以

外の資産の価額に相当する部分を除く。）の譲渡がなかつたものとみなす。 

一 土地（略） 

二 建物（これに附属する設備及び構築物を含む。） 

（略） 

２ 前項の規定は，同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が

これらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には，適

用しない。 

（３項以下は，略） 

 

・契約解釈 

→私法上の法律構成による否認は，租税法律主義（憲法８４条）から認められない36。 

 

【東京高裁平成１１年６月２１日判決・訟月４７巻１号１８４頁】 

「 本件取引のような取引においては，むしろ補足金付交換契約の法形式が用いられるの

が通常であるものとも考えられるところであり，現に，本件取引においても，当初の交渉の

過程においては，交換契約の形式を取ることが予定されていたことが認められるところで

ある（略）。しかしながら，最終的には本件取引の法形式として売買契約の法形式が採用さ

れるに至ったことは前記のとおりであり，そうすると，いわゆる租税法律主義の下において

は，法律の根拠なしに，当事者の選択した法形式
．．．．．．．．．．．

を
．
通常用いられる法形式
．．．．．．．．．．

に引き直し
．．．．．

，それ
．．

 
36 最判平成 18 年 1月 24日民集 60 巻 1号 252 頁（フィルムリース事件）参照。 
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に対応する課税要件が充足されたものとして取り扱う権限が課税庁に認められているもの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ではない
．．．．

から，本件譲渡資産及び本件取得資産の各別の売買契約とその各売買代金の相殺

という法形式を採用して行われた本件取引を，本件譲渡資産と本件取得資産との補足金付

交換契約という法形式に引き直して，この法形式に対応した課税処分を行うことが許され

ないことは明かである。」 

 

→契約解釈において実質を重視した本判決は，法形式を重視する上記判断と矛盾しない

か？ 

マイ・ゴールドバンク（金 購 入 保
．

 管
．
） 

金地金スワップ  ＋  保       管 

（交     換） ＋ （〔混 蔵〕寄 託） 

 

ｃｆ 混蔵寄託（改正民法で明文化） 

 （混合寄託） 

第六百六十五条の二 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には，受寄

者は，各寄託者の承諾を得たときに限り，これらを混合して保管することができる。 

２ 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは，

寄託者は，その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。 

・資産の移転と課税繰延べ 

第六十条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第一項に規定する資産を譲渡し

た場合における事業所得の金額，山林所得の金額，譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計

算については，その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。 

一 贈与，相続（限定承認に係るものを除く。）又は遺贈（包括遺贈のうち限定承認に係

るものを除く。） 

（以下，略） 

 

 ｃｆ 譲渡担保 

【東京地裁昭和４９年７月１５日判決・訟月２０巻１０号１３９頁】 

「……譲渡所得に対する課税は，資産の値上りによりその資産の所得者に帰属する増加益

を所得として，その資産が売却その他の処分によつて所有者の支配を離れて他に移転する

ことにより増加益が具体化したときに，これを捉えて課税する趣旨に出たもの……いわゆ

る譲渡担保の場合には，所有権は
．．．．

形式
．．

的には他へ移転するが
．．．．．．．．．．

，それは債務の担保を目的とす

る限度にとどまり，当該資産に関するその余の権能は譲渡人に引き続き保有されるのであ

るから，その契約時において，その資産が所有者の支配を離れ増加益が確定的に具体化した
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ものということはできず，所得税法上これをもつて資産の譲渡と解することはできない。」 

 

所得税基本通達３３－２（譲渡担保に係る資産の移転） 

33-2 債務者が，債務の弁済の担保としてその有する資産を譲渡した場合において，その契

約書に次のすべての事項を明らかにしており，かつ，当該譲渡が債権担保のみを目的として

形式的にされたものである旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書を提出したときは，

当該譲渡はなかったものとする。この場合において，その後その要件のいずれかを欠くに至

ったとき又は債務不履行のためその弁済に充てられたときは，これらの事実の生じた時に

おいて譲渡があったものとする。 
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７ 債務免除益所得区分事件（東京地裁平成３０年４月１９日判決） 

 

（事案の概要） 

                         国（税務署） 

更正 

不動産所得（5539 万 8013 円） 

事業所得 （6817 万 5112 円） 

一時所得 （3 憶 753 万 5772 円） 

                                          注）訴訟：一時所得→雑所得 

 

A 町農業協同組合               X（個人） 農業・不動産賃貸業 

            H21 債務免除      申告（一時所得） 

            4億 3110 万 8897 円 

 

 （裁判所の判断） 

 不動産所得（5303 万 4529 円） 

事業所得 （32万 1665 円） 

一時所得 （3 憶 7775 万 2703 円） 

 

【東京地裁平成３０年４月１９日判決・判時２４０５号３頁37】 

「（１）所得区分の判断の在り方等について 

ア 所得税法は，公平負担の観点から，納税者の所得を，その源泉又は性質によって１０種

類に区分し，担税力に応じた計算方法等を定めているところ，かかる所得区分の判断に当た

っては，当該所得に係る利益の内容及び性質，当該利益が生み出される具体的態様を考慮し

て実質的に判断されるべきものと解され，借入金の債務免除益の所得区分の判断において

は，当該借入れの目的や当該債務免除に至った経緯等を総合的に考慮して判断するのが相

当である。 

イ（ア）原告は，本件債務免除益は，和解に基づき発生したものにほかならないところ，和

解は，あらゆる事情の相関関係から偶発的に合意に至るものであることなどからすれば，和

解から生じた本件債務免除益は，一時的かつ偶発的な所得であり，一時所得にほかならない

などと主張する。 

 しかしながら，所得税法において，借入金が借主の所得とされていないのは，借入金を取

得すると同時に，当該借入金を弁済する債務を負い，借主の純資産が増加しないことによる

ものと解されるところ，上記債務が免除された場合には，借入金額とそれまでの弁済額の差

 
37 木山泰嗣「判批」税理 62 巻 2号（2019 年）152 頁参照。 
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額について純資産が増加することになり，当該差額が所得として観念されることになるの

であるから，借入金の債務免除益の所得区分の判断に当たっては，当該借入れの目的や当該

借入金の取得に係る経済的利益の性質をおよそ考慮する必要がないとするのは相当ではな

い。 

 したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

（略） 

（２）不動産所得について 

ア 債務免除益の不動産所得該当性 

 不動産所得とは，不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機の貸付け（地上権又

は永小作権の設定その他他人に不動産を使用させることを含む。）による所得（事業所得又

は譲渡所得に該当するものを除く。）をいい，不動産所得を生ずべき業務に関し，当該業務

の全部又は一部の休止，転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取

得する補償金その他これに類するものについて，その業務の遂行により生ずべき不動産所

得に係る収入金額に代わる性質を有するものも不動産所得に該当するものとされている

（所得税法２６条１項，所得税法施行令９４条１項２号）。 

 ところで，所得税法３６条１項は，「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべ

き金額又は総収入金額に算入すべき金額」と規定しているほか，同法は，各種所得の金額に

ついて，利子所得（同法２３条２項），配当所得（同法２４条２項），給与所得（同法２８条

２項）及び退職所得（同法３０条２項）については「収入金額」，不動産所得（同法２６条

２項），事業所得（同法２７条２項），山林所得（３２条２項），譲渡所得（３３条３項），一

時所得（３４条２項）及び雑所得（３５条２項２号）については「総収入金額」と規定し，

「収入金額」と「総収入金額」とを区別しているが，かかる区別は，利子所得等については，

その収益の内容が比較的単純であるのに対し，不動産所得等については，副収入や付随収入

等も加わってその収益の内容が複雑な場合が多いことによるものと解される。 

 そうすると，不動産所得には，不動産を使用収益させる対価として受け取る利益又はこれ

に代わる性質を有する利益にとどまらず，不動産貸付業務の遂行による副収入や付随収入

等も含まれ，かかる付随収入等には，金銭のみならず金銭以外の物や経済的な利益も含まれ

ると解するのが相当である。 

（略） 

（３）事業所得について 

ア 所得税法２７条１項は，「事業所得とは，農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サー

ビス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得（山林所得又は譲渡所得に該当す

るものを除く。）をいう。」と規定しているところ，不動産所得と同様，事業所得についても

「総収入金額」と規定されていることなどに鑑みると，事業所得には，事業の本来的な収入

にとどまらず，事業の遂行による副収入や付随収入等も含まれるものと解される。 

（略） 
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（４）一時所得について 

ア 所得税法３４条１項は，「一時所得とは，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，

給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行

為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性

質を有しないものをいう。」と規定しており，一時所得に当たるというためには，当該所得

が，上記利子所得ないし譲渡所得以外の所得であることを前提として，〔１〕営利を目的と

する継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であること（非継続性要件），〔２〕労務そ

の他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであること（非対価性要件）

が必要である。 

イ 非継続性要件について 

（ア）前記のとおり，ある所得が一時所得に当たるというためには，非継続性要件を満たす

ことが必要であり，営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは，文理に照

らし，行為の期間，回数，頻度その他の態様，利益発生の規模，期間その他の状況等の事情

を総合考慮して判断するのが相当である（最高裁平成２６年（あ）第９４８号同２７年３月

１０日第三小法廷判決・刑集６９巻２号４３４頁）。 

（略） 

ウ 非対価性要件について 

（ア）前記のとおり，ある所得が一時所得に当たるというためには，非対価性要件を満たす

ことが必要であるが，非対価性要件が必要とされたのは，対価性を有する所得は，確定的な

対価を得ようとする稼得意思又は行為に起因するものであり，偶発的な所得とはいえず，類

型的に担税力が低いとはいえないことによるものと解される。」 

 

・所得区分の判定38 

【最高裁昭和５６年４月２４日第二小法廷判決・民集３５巻３号６７２頁】 

「 およそ業務の遂行ないし労務の提供から生ずる所得が所得税法上の事業所得（同法二

七条一項，同法施行令六三条一二号）と給与所得（同法二八条一項）のいずれに該当するか

を判断するにあたっては，租税負担の公平を図るため，所得を事業所得，給与所得等に分類

し，その種類に応じた課税を定めている所得税法の趣旨，目的に照らし，当該業務ないし労

務及び所得の態様等を考察しなければならない。したがって，弁護士の顧問料についても，

これを一般的抽象的に事業所得又は給与所得のいずれかに分類すべきものではなく，その

 
38 木山泰嗣「所得区分における税法解釈のあり方」青山法学論集 59巻 4 号（2018 年）71

頁参照。所得区分の判定は，形式や名目ではなく，契約等の実態から実質的になされるべ

きとするのが最高裁判例の考え方である（木山泰嗣「税法における実質主義と外観論の関

係」三木義一先生古稀記念論文集編集委員会編『現代税法と納税者の権利』〔法律文化

社，2020 年〕7―11 頁）。 
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顧問業務の具体的態様に応じて，その法的性格を判断しなければならないが，その場合，判

断の一応の基準として，両者を次のように区別するのが相当である。すなわち，事業所得と

は，自己の計算と危険において独立して営まれ，営利性，有償性を有し，かつ反覆継続して

遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい，これに対

し，給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供

した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお，給与所得については，とりわけ，

給与支給者との関係において何らかの空間的，時間的な拘束を受け，継続的ないし断続的に

労務又は役務の提供があり，その対価として支給されるものであるかどうかが重視されな

ければならない。」 

 

【最高裁平成１３年７月１３日第二小法廷判決・判タ１０７３号１３９頁】 

「 民法上の組合の組合員が組合の事業に従事したことにつき組合から金員の支払を受け

た場合，当該支払が組合の事業から生じた利益の分配に該当するのか，所得税法２８条１項

の給与所得に係る給与等の支払に該当するのかは，当該支払の原因となった法律関係につ

いての組合及び組合員の意思ないし認識，当該労務の提供や支払の具体的態様等を考察し

て客観的，実質的に判断すべきものであって，組合員に対する金員の支払であるからといっ

て当該支払が当然に利益の分配に該当することになるものではない。」 

 

・不動産所得の課税要件 

（不動産所得） 

第二十六条 不動産所得とは，不動産，不動産の上に存する権利，船舶又は航空機（以下

この項において「不動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人

に不動産等を使用させることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するも

のを除く。）をいう。 

２ 不動産所得の金額は，その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除し

た金額とする。 

 

（事業所得の収入金額とされる保険金等） 

第九十四条 不動産所得，事業所得，山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者

が受ける次に掲げるもので，その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額

に代わる性質を有するものは，これらの所得に係る収入金額とする。 

一 （略） 

二 当該業務の全部又は一部の休止，転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の

補償として取得する補償金その他これに類するもの 

（以下，略） 
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（メモ） 

債務免除益の所得区分の判断は，「①当該借入れの目的や②当該債務免除に至った経緯等

を総合的に考慮〔番号は筆者〕」すべきと判示された。 

債務免除益には，当該利益を直接生じさせた債務免除行為（債権者の単独行為。直接原因

行為である免除行為。上記②）と，当該債務が発生した原因（間接原因行為である借入行為。

上記①）の２つに分析される。両者の双方を考慮すべきとするのが，本判決である。 
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８ 源泉徴収錯誤事件（最高裁平成３０年９月２５日第三小法廷判決） 

 

（事案の概要） 

 

 国（税務署長） 

 

  源泉徴収せず 

 

 Ｘ           Ａ（理事長） 

   債務免除（４８億円） 

 

 （裁判所〔差戻控訴審〕の認定） 

債務免除益：１２億８４７９万１０５３円 ｃｆ旧通達 36―17（現行法 44 条の 2） 

  源泉所得税： ４億８５７３万４３０４円 

 

【最高裁平成３０年９月２５日第三小法廷判決・民集７２巻４号３１７頁39】 

「３ 原審は，上記事実関係等の下において，本件債務免除益は所得税法２８条１項にいう

賞与又は賞与の性質を有する給与に該当するとした上で，Ａの資産の状況に照らし，本件債

務免除によりＡが得た経済的な利益は１２億８４７９万１０５３円であり，Ａに係る平成

１９年１２月分の源泉所得税の額は４億８５７３万４３０４円であるとし，Ｘの……主張

につき次のとおり判断して……各処分（ただし，納税告知処分については審査請求に対する

裁決による一部取消し後のもの）中，納税告知処分のうち上記源泉所得税の額を超えない部

分及び不納付加算税の賦課決定処分のうち同部分に係る部分（以下『本件各部分』という。）

は適法であるとした。 

 申告納税方式の下では，同方式における納税義務の成立後に，安易に納税義務の発生の原

因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせることは，納税者間の公平を害

し，租税法律関係を不安定にすることからすれば，法定申告期限を経過した後に当該法律行

為の錯誤無効を主張することは許されないと解される。源泉徴収制度の下においても，源泉

徴収義務者が自主的に法定納期限までに源泉所得税を納付する点では申告納税方式と異な

るところはなく，かえって，源泉徴収制度は他の租税債権債務関係よりも早期の安定が予定

された制度であるといえることからすれば，法定納期限の経過後に源泉所得税の納付義務

の発生原因たる法律行為につき錯誤無効の主張をすることは許されないと解すべきである。 

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりで

ある。 

 
39 木山泰嗣「判批」税経通信 73巻 14号（2018年）170頁，同「判批」税理 62巻 3号

（2019年）120頁参照。 
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 給与所得に係る源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為が無効であり，

その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたときは，

税務署長は，その後に当該支払の存在を前提として納税の告知をすることはできないもの

と解される。そして，当該行為が錯誤により無効であることについて，一定の期間内に限り

錯誤無効の主張をすることができる旨を定める法令の規定はなく，また，法定納期限の経過

により源泉所得税の納付義務が確定するものでもない。したがって，給与所得に係る源泉所

得税の納税告知処分について，法定納期限が経過したという一事をもって，当該行為の錯誤

無効を主張してその適否を争うことが許されないとする理由はないというべきである。 

５ 以上と異なる見解の下に，Ｘが法定納期限の経過後に本件債務免除の錯誤無効を主張

することは許されないとした原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるものと

いわざるを得ない。しかしながら，Ｘは，本件債務免除が錯誤により無効である旨の主張を

するものの，前記……の納税告知処分が行われた時点までに，本件債務免除により生じた経

済的成果がその無効であることに基因して失われた旨の主張をしておらず，したがって，Ｘ

の主張をもってしては，本件各部分が違法であるということはできない。」 

 

（私見40） 

本判決は，経済的成果の返還が納税告知処分までになされた場合には納税告知処分はで

きないとするものの，納税告知処分後に錯誤主張がなされて経済的成果の喪失があった場

合には，納税告知処分は適法になるという考え方のようにもみえる。「納税告知処分が行わ
．．．．．．．．．

れた時点までに
．．．．．．．

，本件債務免除により生じた経済的成果がその無効であること
．．．．．．．

に基因して

失われた旨の主張をしておらず
．．．．．．．．．

」と判示されており，時期の制限について，①経済的成果の

喪失と，②錯誤無効の主張について，特に分けずに論じているようにも読めるからである。

しかし，納税告知処分までに行われるべき時期制限がかかるのは①であり，②には特に判示

していないと理解されている41。この点について調査官解説を読むと，本判決は，①「納税

告知処分がされる前にこれによる経済的成果が失われたことを要するとしたものであ」っ

て，②「課税庁に対する関係で，納税告知処分がされる前に錯誤無効の主張をする必要があ

るという意味での主張の時期を問題としたものではない」と説明されている42。 

この説明によれば，本判決は，原因行為（支払行為）の錯誤により源泉徴収義務が生じな

いといえるためには，①納税告知処分前における経済的成果の喪失は要件とするが，②錯誤

主張については納税告知処分後であってもよいものとして読むことになるであろう（ただ

し，後発的瑕疵は行政処分時に顕在化していなかったことなどを理由に，後発的瑕疵を理由

 
40 以下の文章は，木山泰嗣「経済的成果をめぐる税法解釈のあり方」青山法学論集 61巻

4号（2020年）295―296頁の引用（一部修正）。 
41 佐藤英明「判批」民商法雑誌 155巻 3号（2019年）523頁，神山弘行「判批」税研 35

巻 4号（2019年）62頁参照。 
42 荒谷謙介「判批」ジュリスト 1533号（2019年）102頁。 



81 

 

に納税告知処分の違法を主張できる場合を限定すべきとする見解もある43）。 

②については，そのように理解するのであれば妥当である。しかし，①については，債務

免除行為における経済的成果の喪失とはそもそも何であるかが問われることになる。本件

のような債務免除行為の場合，その経済的成果の喪失の具体的な内容については，金銭の支

払や土地の引渡しがなされた事例と異なり，発生した経済的成果をそのまま返還すること

はできないからである。 

債務免除行為により法的に消滅した債務が，免除行為の無効によって復活するといって

も，その段階では何らの経済的成果の喪失も生じないのが通常である。この点について，本

判決は具体例を何ら明示していない。そうすると，債務免除行為における「経済的成果の喪

失」とは何であるのかを検討する必要が生じる。評釈には，「源泉徴収義務者が採りうる手

段を尽くしたかという観点から……解釈論を展開することが必要だと」するもの44，債務免

除が「債権者によって単独で行うことの可能な」ものであり，「金銭等が実際に動くことも

通常想定されない行為である」ため，「債務免除が無効であることを確認する以上のことを

求めるのは過剰であろう」とするもの45，「債務免除については再度の担保設定などが考え

られ」るとするもの46，などがある。いずれにせよ，これまでみた事例と異なり，債務免除

行為の無効により経済的成果の喪失とは何を意味するのかについては，今後更に検討が必

要になるであろう。 

 

ｃｆ）納税告知処分後に生じた経済的成果の喪失を争う方法（私見）47 

次の 3 説が，考えられる。 

第 1 に，納税告知処分の違法事由は処分時に存在するものに限られるため，処分後に経

済的成果の喪失があっても，納税告知処分は適法であるとする見解が考えられる（適法説）。 

第 2 に，納税告知処分後であっても，事実審の口頭弁論終結時までに経済的成果の喪失

があれば違法事由を認めるべきとする見解も考えられる（違法説）。納税告知処分取消訴訟

が提起されるのは，前提問題としての源泉徴収義務の存否を争うものである。そこで，その

 
43 武田涼子「判批」税務事例研究 169号（2019年）63頁。その主張が認められないと著

しく不当であるなど極めて例外的な場合に限られるとするが，本判決はそのような判示は

していない。 
44 佐藤・前掲注 40）528頁。ただし，差戻控訴審の評釈では，「債務免除が無効であるこ

とを書面により両者が確認する程度では足らず，具体的かつ実行可能な債務弁済計画が立

案され，かつ，その少なくとも一部が履行されている，などの事情を必要とする」と指摘

されている（佐藤英明＝田口常代「判批」TKC税研情報 27巻 1号（2018年）19頁）。 
45 橋本彩「判批」ジュリスト臨時増刊 1531号〔平成 30年度重要判例解説〕（2019年）

197頁。 
46 碓井光明「判批」ジュリスト 1533号（2019年）131頁。 
47 以下の文章は，木山泰嗣「納税告知処分後に生じた 経済的成果の喪失を争う方法―最

高裁平成 30年 9月 25日第三小法廷判決を契機として―」青山法学論集 63巻 4号（2022

年）77―82頁の引用（一部修正）。 
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事由として，例えば，最高裁平成 30年判決のような事例では，支払者が，源泉徴収義務の

課税要件を充足しないことを主位的に主張し，仮に充足するとしても経済的成果を喪失し

たことを予備的に主張する場合も考えられる。このような場合も念頭に置くと，違法説が意

味を持つであろう。 

第 3 に，納税告知処分取消訴訟を提起したものの，課税要件を充足するとして適法と判

断された場合には，その確定後に，別に源泉徴収(納付義務の不存在確認ないし誤納金の還

付訴訟を提起し，同訴訟のなかで経済的成果の喪失の事実を主張・立証すればよいとする見

解もある（別訴救済説）。この見解は適法説を前提に，別の方法で救済可能性を探るもので

ある。 

 

 

  

    納税告知処分          経済的成果の喪失 

                                     争う方法なし 

         処分時説       （納税告知処分）適法説 

 違法判断の時期                             別訴救済説 

判決時説（修正説） （納税告知処分）違法説 
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９ 柔道整復師学費必要経費事件（大阪高裁令和２年５月２２日判決） 

 

（事案の概要） 

接骨院を開設して柔道整復等の業務を営むＸ（原告・控訴人）が，柔道整復師法 12 条 1

項が定める柔道整復師養成施設である専門学校の授業料等を事業所得の必要経費に算入す

る所得税等の確定申告をした。柔道整復師の資格を取得するために通学した専門学校で 3

年にわたり生じた合計約 370 万円の学費の支出を，それぞれの年分の確定申告で必要経費

として行った控除を認めない旨の更正処分がなされたたため，Xは，国である Y（被告・

被控訴人）を相手に，取消しを求めた（争われた支払額は，2年分合計 261 万円部分）。 

 課税庁は，資格取得費は家事費（同法 45 条 1項 1号，同法施行令 96条）に該当し，必

要経費の算入は認められないと主張した。納税者は，上記支払額は必要経費に該当すると

した上で，事業所得者に資格取得費の必要経費の算入が認められなければ，給与所得者に

認められる特定支出控除（同法 57 条の２）との不均衡が生じるなどとも主張した。 

 第１審は，Xの請求を棄却し，控訴審もＸの控訴を棄却した。 

 

【大阪高裁令和２年５月２２日判決・訟月６６巻１２号１９９１頁48】 

「ア 〔筆者注：所得税法 27 条 2 項，37 条 1 項，45 条 1 項 1 号，同法施行令 96 条〕の

定めは，居住者（自然人）が，消費生活を持たず，事業上の行為とは別に私生活上の行為を

観念することができない法人とは異なり，私生活上の行為をも行う経済主体であることか

ら，その支出の中には，事業所得を生ずべき業務のためのものだけでなく，一定の経費負担

により得た所得を私生活上の消費のために支出する性格のものが混在するところ，純粋に

私生活上の消費のために支出された家事費については，事業所得を生ずべき業務のための

必要経費と観念することができないことから，一律に必要経費に算入することができない

ものとする一方で，家事関連費については，①その主たる部分が事業所得を生ずべき業務の

遂行上必要であり，かつ，その必要である部分を明らかに区分することができる場合には，

当該部分に係る経費を必要経費に算入できるものとし，②青色申告者については，その主た

る部分が事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるかどうかを問うことなく，取引の記

録等に基づいて事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる

部分に係るものに限って必要経費に算入することができるものとして，公平な課税がされ

るように配慮したものと解するのが相当である。 

イ ……本件支払額は，X が免許を取得するために本件学校に対して支払った学費等の納

入金であって……直接に要した費用（〔筆者注：控訴審が削除した部分，略〕前段の経費）

でないことは明らかであるから，本件支払額が所得を生ずべき業務について生じた費用

（〔筆者注：同〕後段の経費）に該当するか否かを検討する必要がある。 

 
48 木山泰嗣「判批」税経通信 77巻 4号（2022年）132頁を引用。なお，判決文の引用箇

所にある波線は，控訴審で加筆された部分（全面書き換えがされた部分を含む）を指す。 
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……ある費用が事業所得の金額の計算上，〔筆者注：控訴審が削除した部分，略〕後段の

経費に該当し，必要経費として控除されるためには，当該費用が，所得を生ずべき業務と

関連し，かつ，その遂行上必要なものであることを要するものと解されるのであって，前

記の業務との関連性及びその遂行上の必要性の有無については，（ア）当該業務の具体的

な内容，性質等を前提として，（イ）事業者が当該費用を支出した目的，（ウ）当該支出

が，当該業務に有益なものとして収入の維持又は増加をもたらす効果の有無及び程度〔筆

者注：控訴審が削除した部分，略〕等の諸事情を考慮して判断することが相当である。」 

 

（メモ） 

 必要経費の課税要件については，近時，下級審裁判例でさまざまな解釈（判断基準を含

む）が示されている。基本は，関連性要件と必要性要件の２要件でみるものが主流である

（２要件説）。 

このうち，関連性要件については，さらに，①直接性を求めるもの（東京高裁令和元年

５月２２日判決・訟月６５巻１１号１６５７頁），②直接性を求めないもの（東京高裁平

成２４年９月１９日判決・判時２１７０号２０頁。あるいは，直接性の要否等について判

断を保留するもの（本判決）），③合理的関連性があればよいとするもの（大阪地裁平成２

９年９月７日判決・税資２６７号順号１３０５１。→第６．３参照）に分かれている。 

また，２要件の具体的な事例における判断基準（どのような要素を考慮すべきかなど）

についても，さまざまな裁判例があらわれている49。 

 

  

 
49 詳細は，木山・前掲注 48）132頁以下参照。 
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１０ 譲受債権所得区分事件（東京地裁令和３年１月２９日判決） 

 

（事案の概要） 

 

H25.8.29     

  ｅ            Ｘ（H25.8.29，O社の代取に就任） 

    〇譲渡（103万円） 

    O社株（100株:1万円） 

貸付 債権（〇）         H26.4.30 

  （7195万 5916円）     弁済（7195万 5916円） 

 

  Ｏ社 

H25.9.26 Ｋ社からＰ市の宅地造成工事（本件工事）を代金 3億 9600万円で請け負う。 

H25.11.5 当該工事代金の一部（2億 2750万円）を前受金として受領。 

 

本件は，譲り受けた債権の回収額（7195万 5916円）と取得価額の差額（103万円）によ

る利益（本件利益：7092 万 5916 円）が雑所得にあたるとして所得税等の更正処分等を受

けたＸ（原告）が，当該利益は一時所得にあたると主張し，国であるＹ（被告）を相手に，

各処分の取消しを求めた事案である。 

 

【東京地裁令和３年１月２９日判決・公刊物未登載（ＬＥＸ/ＤＢ２５５８８０６３）50】 

① 偶発性要件の要否 

「 一時所得とは，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山

林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外

の『一時の所得』で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものを

いうところ（所得税法 34条 1項），そこでいう『一時の所得』とは，一時的，偶発的に生じ

た所得をいうものと解するのが相当であるから，偶発的に生じたものでない所得は，たとえ

利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得

以外の所得で，営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく，労務その他の役務又は

資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであっても，一時所得には該当しないとい

うべきである。」 

 

② 譲受債権の弁済による利益と偶発性の判断基準 

「 一般に，債権を額面額未満の譲渡代金額で譲り受ける者は，譲渡代金額を超える額の弁

 
50 木山泰嗣「判批」税経通信 77巻 10号（2022年）169―171頁を引用（一部修正）。判

例評釈としては，同「判批」税理 65巻 8号（2022年）120頁も参照。 



86 

 

済を受けて利益を得られることを期待して債権を譲り受けるものであるとしても，譲受け

時点で譲渡代金額を超える額の弁済を受けられるか否かは不確定であるのが通常である

（譲受け時点で債務者に弁済資力があれば，実質的に譲渡代金額を超える額の価値を有す

る債権の低額譲渡として譲受人に贈与税が課され得ることとなる。相続税法 7 条参照）か

ら，債権を額面額未満の譲渡代金額で譲り受け，譲渡代金額を超える額の弁済を受けたこと

による利益は，債権の譲受けの時点において，債務者の資力が回復して譲渡代金額を超える

額の弁済を受けられることを予測し得る状態に置かれ，かつ，これを予期して債権を譲り受

けたことが認められるといった特段の事情のない限り
．．．．．．．．．．

，偶発的に生じる利益というべき
．．．．．．．．．．．．．．

で

ある。」 

 

③ あてはめ 

「……〔1〕本件債権の譲受けの時点においてＯ社の資産は皆無であり，平成 21 年 4 月 1

日以降の各事業年度における売上もなかったにもかかわらず，X は合計 104 万円という代

金を支払ってＯ社の株式及び本件債権を譲り受け，Ｏ社の代表取締役に就任していること，

〔2〕ｅがＯ社の売却先を探していたところｇが名乗りを上げ，ｅ，ｆ，ｇ及びｈの 4名で

複数回の打合せを行い，ｇの申入れを受けてあらかじめＯ社の定款上の目的に『土木工事及

び土地開発』が追加されるなどされていたこと，〔3〕Ｘ及びｉはそれまでｅと面識はなく，

旧知のｇやｆからの紹介で，最終段階で株式及び債権を譲り受けることになったものであ

ること（略），〔4〕Ｘは，ｇから，かつて，協力してくれれば木更津市の土地の造成工事は

X が会社を立ち上げた際に仕事を出してあげるなどと言われ，ｇに協力したことがあった

こと，〔5〕Ｘは，ｆから，元が取れるように仕事は助ける，ＯＦＢ社に仕事を回し損はしな

いようにするなどと言われ，Ｏ社の株式の譲受けを勧められていたこと，〔6〕Ｘ及びｉによ

るＯ社の株式及び債権の譲受けは，ｅとｇらとの間で進められていたＯ社の売却に係る最

後の打合せが行われた場でされ，Ｘ，ｉ，ｅ，ｆのほか，契約当事者でないｇ及びｈも同席

していたこと，〔7〕Ｏ社が本件債権に係る債務の弁済資力を回復したのは，Ｏ社が本件債権

の譲受けの約 1 か月後である平成 25 年 9 月 26 日にかまとり住宅から代金 3 億 9600 万円

の本件工事を受注し，同年 11月 5 日にその前受金 2 億 2750 万円を受領したことによるも

のであるが，本件工事については，本件債権の譲受け前である同年 7月 12日時点で，R社

からかまとり住宅に代金 2億 4500万円の見積書が提出されていたこと，などの本件におけ

る一連の経緯からすれば，本件債権の譲受けの時点で，Ｘは，あらかじめｇの立てた計画に

従って，Ｏ社の株式及び本件債権を譲り受けてＯ社の代表取締役に就任し，ｇが代表取締役

を務めるかまとり住宅からＯ社が本件工事の発注を受け，Ｏ社はこれをそのまま従前から

受注予定であった R 社に下請けに出し，Ｏ社は下請代金を支払ってもなお本件債権を弁済

し得るだけの資力を回復し，Ｏ社が X に本件債権を弁済する，といった事態を予測し得る

状態に置かれ，かつ，これを予期して本件債権を譲り受けたものと認めるのが相当である。 

 そうすると，本件利益は，本件債権の譲受けの時点において確実に発生することが予測さ
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れていたものであって，偶発的に生じたものとは認められない。」 

 

④ 結論 

 裁判所は，「本件利益は偶発的に生じた『一時の所得』ではないから，一時所得に該当

しない」とし，一時所得該当性を否定した。そして，本件利益は雑所得に該当するとした。 

 

（私見） 

 一時所得の課税要件は，条文の規定によれば，３要件から成るはずである（①除外要

件，②非継続要件，③非対価要件）。 

 「一時の所得」は，あくまで，沿革からみても，一時所得の性質をあらわす文言に過ぎ

ず，独立した第４の要件ではないと考えられる（少なくとも，その文言から１回的な所得

という意味を見出すことができるとしても，「偶発的に生じた利益」であることを要件と

して付加すべきではないであろう）51。 

 

  

 
51 詳細は，木山泰嗣「一時所得の要件論―判例の変遷からみる偶発性要件の要否―」青山

法学論集 64巻 2号（2022年）221頁参照。 
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１１ 節税不動産購入財産評価事件（最高裁令和４年４月１９日第三小法廷判決） 

 

（事案の概要） 

共同相続人であるＸ（原告・控訴人・上告人）らが，相続財産である不動産の一部につい

て，評価通達の定める方法により価額を評価して相続税の申告をしたところ，所轄税務署長

から，当該不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認めら

れるから別途実施した鑑定による評価額をもって評価すべきであるとして，それぞれ更正

処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため，国であるＹ（被告・被控訴人・被上

告人）を相手に，上記各処分の取消しを求めた事案。 

 

（認定事実） 

Ａ（被相続人）は，平成 24 年 6 月に 94 歳で死亡し，Ｘらほか 2 名（共同相続人ら）が

財産を相続により取得した。Aの相続財産には，甲土地及び甲建物（本件甲不動産）並びに

乙土地及び乙建物（本件乙不動産。本件甲不動産と併せて本件各不動産）が含まれていたと

ころ，これらについては，Aの遺言に従って，Ｘらのうちの 1名が取得した。同人は，平成

25年 3月，本件乙不動産を代金 5億 1500万円で第三者に売却した。 

Aは，平成 21年 1月に信託銀行から 6億 3000万円を借り入れた上，同日に本件甲不動

産を代金 8 億 3700 万円で購入した。A は，同年 12 月に共同相続人らのうちの 1 名から

4700 万円を借り入れ，同月に信託銀行から 3 億 7800 万円を借り入れた上，同日に本件乙

不動産を代金 5億 5000万円で購入した。A及びＸらは，上記ア及びイの本件各不動産の購

入及びその購入資金の借入れ（本件購入・借入れ）を，A及びその経営していた会社の事業

承継の過程の 1 つと位置付けながら，本件購入・借入れが近い将来発生することが予想さ

れる A からの相続においてＸらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知

り，これを期待し，あえて企画し，実行した。  

本件購入・借入れがなければ，相続税の課税価格の合計額は６億円を超えた。 

 

【最高裁令和４年４月１９日第三小法廷判決・民集７６巻４号４１１頁52】 

１ 法解釈 

(1) 財産評価と相続税法 22条 

まず，相続税法 22条の定める財産評価について，次のように判示した。すなわち，同「条

は，相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが，

ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして，評価通達

は，上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが，上級行政機関が下級行政機

 
52 以下は，木山泰嗣「相続税の財産評価における評価通達によらない事情法理―最高裁令

和 4年 4月 19日第三小法廷判決の諸問題―」青山ビジネスロー・レビュー 12 巻 1号

（2022年）43―44頁を引用（一部修正）。 
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関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず，これが国民に対し直接の法的

効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると，相続税の課税価格に算入される

財産の価額は，当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない

限り，同条に違反するものではなく，このことは，当該価額が評価通達の定める方法により

評価した価額を上回るか否かによって左右されない」とし，「本件各更正処分に係る課税価

格に算入された本件各鑑定評価額は，本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であ

ると認められるというのであるから，これが本件各通達評価額を上回るからといって，相続

税法 22条に違反するものということはできない」と判示した。 

 

(2) 租税法上の一般原則としての平等原則 

次に，「租税法上の一般原則としての平等原則」について，「租税法の適用に関し，同様の

状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される」とした上で，「評価

通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり，課税庁がこれに従って

画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから，課税庁が，特定の者の相続財産の

価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとす

ることは，たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても，合理的

な理由がない限り，上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである」とした。  

他方で，「相続税の課税価格に算入される財産の価額について，評価通達の定める方法に

よる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

合には
．．．

，合理的な理由があると認められる
．．．．．．．．．．．．．．．

から
．．

，当該財産の価額を評価通達の定める方法に

より評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するもので

はないと解するのが相当である」と判示した。 

 

２ あてはめ 

 以上の解釈（規範）を前提に，本判決は，次のようにあてはめた。 

(1) 評価通達による評価額とのかい離 

まず，本件各不動産には，「本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい
．．．．．

離がある
．．．．

ということができる」としながら，「このことをもって
．．．．．．．．

上記事情があるということ
．．．．．．．．．．

はできない
．．．．．

」とした。 

(2)  実質的な租税負担の公平に反する事情 

 しかし，「本件購入・借入れが行われなければ本件相続に係る課税価格の合計額は６億円

を超えるものであったにもかかわらず，これが行われたことにより，本件各不動産の価額を

評価通達の定める方法により評価すると，課税価格の合計額は2826万1000円にとどまり，

基礎控除の結果，相続税の総額が０円になる」ことから，「Ｘらの相続税の負担は著しく軽

減されることになるというべきである」とした。 

また，「被相続人及びＸらは，本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被
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相続人からの相続においてＸらの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知

り，かつ，これを期待して，あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるか

ら，租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる」とし，「本件各不動産の価額

について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは，本件購入
．．．．

・借入れのよう
．．．．．．

な行為をせず
．．．．．．

，又はすることのできない他の納税者と
．．．．．．．．．．．．．．．．．

X
．
らとの間に看過し難い不均衡を生
．．．．．．．．．．．．．．．

じさせ
．．．

，実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから，上記事情がある
．．．．

」と判示

した。 

(3) 小括 

こうして，本判決は，「本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額

を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない」

とした。 

 

３ 結論 

以上から，本件各更正処分は適法であるとし，「所論の点に関する原審の判断は，以上の

趣旨をいうものとして是認することができる」とし，本判決は，Ｘの上告を棄却した。 

 

（私見53） 

最高裁令和４判決は，租税法律主義（憲法 84 条）が徹底された内容になっている反面，

いっけんすると，「事情」が認められれば評価通達以外の方法による財産評価を広く許容す

る解釈のようにもみえる事情法理を採用した。 

 最高裁令和 4 年判決が採用した事情法理と，従前の下級審の裁判例が採用してきた特別

事情論には違いがある。事情法理の内容は，2 段階から成るものと分析できる。第 1 に，相

続税法 22 条の「時価」の評価をする際に，国民に対する拘束力を有しない評価通達の定め

と異なる算定方法を用いても，法の定める「時価」の範囲内である限り，何ら相続税法 22 

条違反の問題は生じない（内容○Ⅰ：相続税法 22 条）。第 2 に，これとは別の次元の問題と

して，平等原則との関係から，評価通達を上回る時価評価をすることは，合理的な理由がな

い限り，平等原則に違反する（内容○Ⅱ－1）。ただし，実質的な税負担の公平に反するという

べき「事情」がある場合には，合理的な理由が認められるため，評価通達を上回る時価評価

をしても，平等原則に違反しない（内容○Ⅱ－2）。内容○Ⅱは，「平等原則」の問題である。 

 内容的にみると，「特別」かどうかを問わず，「事情」（合理的な理由）によって平等原則

違反の有無が判断される点でも，従来の特別事情論とは異なる側面があるといえる。 

 しかし，その射程を検討すれば，本件のような税負担回避型の事例においては，少なくと

も，本判決で示された事例と類似する事情（（1）相続税負担の著しい軽減〔6 億円が 0 円〕，

（2）被相続人及び相続人の租税負担軽減の意図〔認識・期待・企画・実行〕がある場合）

が認められなければ，評価通達以外の方法による評価は平等原則違反となり，許容されない

 
53 木山・前掲注 52）37―38頁を引用（一部修正）。 
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と考えられる。今後の判例の集積が重要になるが，他の事例における事情法理の適用につい

ては，本判決の判断過程を十分に分析・尊重し，税負担回避型の事例で，「事情」が広範に

認められることがないよう慎重なあてはめが行われるべきである。 

 他方で，今後の事例における相続税法上の財産評価における評価通達以外の評価の適否

の判断基準は，（1）税務行政においては，内部ルールとしての「著しく不適当」といえるか

であるのに対し，（2）司法判断においては，事情法理（判例法理）による「事情」があるか

になる。こうした二分法の下で，税務行政においても，本判決の出現により，内部ルールと

しての「著しく不適当」の意義，判断基準，その具体例等を，納税者に対して明確に示すべ

きことが迫られたといえる。 
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１２ ユニバーサルミュージック事件（最高裁令和４年４月２１日第一小法廷判決） 

 

（事案の概要54） 

フランスの外国法人Ａの世界的グループ企業の１つであり同族会社である日本法人Ｘ

（原告・被控訴人・被上告人）が，Ａから同グループの組織再編行為に関連して８６６億６

１３２万円を借入れ（返済期間２０年，利息は６年間が６．８％で，それ以降は５．９％），

これに係る支払利息の額を各事業年度の損金の額に算入する法人税の申告をしたところ，

所轄税務署長から法人税法１３２条１項に基づき借入行為を否認する各更正処分をされた

ため，国であるＹ（被告・控訴人・上告人）を相手に，その取消しを求めた事案である。 

 

【最高裁令和４年４月２１日第一小法廷判決・民集７６巻４号４８０頁】 

① 法人税法１３２条１項（同族会社等の行為計算否認規定）の不当性要件 

「（１）法人税法１３２条１項は，同項各号に掲げる法人である同族会社等においては，そ

の意思決定が少数の株主等の意図により左右され，法人税の負担を不当に減少させる結果

となる行為又は計算が行われやすいことから，税負担の公平を維持するため，そのような行

為又は計算が行われた場合に，これを正常な行為又は計算に引き直して法人税の更正又は

決定をする権限を税務署長に認めたものである。このような同項の趣旨及び内容に鑑みる

と，同項にいう『これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認

められるもの』とは，同族会社等の行為又は計算のうち，経済的かつ実質的な見地において

不自然，不合理なもの，すなわち経済的合理性を欠くものであって，法人税の負担を減少さ

せる結果となるものをいうと解するのが相当である。」 

 

（メモ） 

不当性要件について，本判決は，経済的合理性基準を採用した。なお，法人税法１３２条

の２（組織再編成についての行為計算否認規定）については，制度濫用基準が最高裁で採用

されている（最高裁平成２８年２月２９日第一小法廷判決・民集７０巻２号２４２頁）。 

 

② 同族会社等による金銭の借入れと不当性要件 

「（２）同族会社等による金銭の借入れが上記の経済的合理性を欠くものか否かについては，

当該借入れの目的や融資条件等の諸事情を総合的に考慮して判断すべきものであるところ，

本件借入れのように，ある企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環とし

て，当該企業グループに属する同族会社等が当該企業グループに属する他の会社等から金

銭の借入れを行った場合において，当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くときは，当該

借入れは，上記諸事情のうち，その目的，すなわち当該借入れによって資金需要が満たされ

ることで達せられる目的において不合理と評価されることとなる。そして，当該一連の取引

 
54 木山泰嗣「判批」税理 62巻 15号（2019年）120頁を引用（一部修正）。 
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全体が経済的合理性を欠くものか否かの検討に当たっては，①当該一連の取引が，通常は想

定されない手順や方法に基づいたり，実態とはかい離した形式を作出したりするなど，不自

然なものであるかどうか，②税負担の減少以外にそのような組織再編成を行うことの合理

的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮するのが相当で

ある。」 

 

（メモ） 

同族会社等の金銭借入れが法人税法１３２条１項の不当性要件を満たすか否かの判断基

準が明示された。当該一連の取引全体が経済的合理性を欠くものか否かについて示された

判断基準（①不自然性，②事業目的等の合理的理由）は，法人税法１３２条の２（組織再編

成についての行為計算否認規定）について判示されたヤフー事件の最高裁判決（最高裁平成

２８年２月２９日第一小法廷判決・民集７０巻２号２４２頁）と同様になっている55。 

  

 
55 木山泰嗣「判批」税理 65巻 10号（2022年）121頁参照。なお，本判決（最高裁令和

４年判決の詳細な解説は，判例タイムズ 1501号（2022年）64頁の匿名解説（調査官解

説と思われる）を参照。 
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