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講義「法学特殊講義２Ａ（消費税）」資料 Nr. 10 
 
2018年７月 16日                                             担当：森  稔樹（法学部教授） 
 

印紙税に関する参考書：さしあたり、次のものをあげておく。	

石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』〔第９版〕（2018年、清文社）415頁 
金子宏『租税法』〔第二十二版〕（2017年、弘文堂）785頁以下 
鳥飼重和（著）・日本経営税務法務研究会（編）『法的思考が身に付く実務に役立つ印紙税の考え

方と実践』（2018年、新日本法規） 
山端美德・野川悟志『間違うと痛い!!	 印紙税の実務Q&A 46問 46答』（2018年、大蔵財務協会） 

 
１．流通税 
流通税＝権利の取得や移転など、取引に関する様々な事実行為や法律行為を対象として課される

租税。 
例：印紙税、登録免許税、とん税1、特別とん税2、不動産取得税、自動車取得税 
●租税を、担税力の標識および課税物件の相違を基準として区別すると…… 

大分類 中分類 （小分類） 例 
収得税（収入に着目し

て課される租税） 
所得税（直接的に所得を対象とする租税） 所得税、法人税、 

個人住民税 
法人住民税 

収益税（人が所有する生産手段から得られる収益を

対象とする租税） 
事業税、鉱産税 

財産税（財産の所有に

着目して課される租

税） 

一般財産税（人の財産の全体や純資産を対象とする

租税） 
相続税・贈与税3 

個別財産税（特定の種類の財産を対象とする租税） 固定資産税 
自動車税 
軽自動車税 

消費税（物品やサービ

スの購入、消費に着目

して課される租税） 

直接消費税（消費行為そのものに課される租税） ゴルフ場利用税 
入湯税 

間接消費税（製造業者

や小売人により納付さ

れるが、販売価格に含

められて消費者などに

転嫁されることが予定

される租税） 

個別消費税（特定の物品ま

たはサービスを課税対象と

する租税） 

酒税、たばこ税、

関税 

一般消費税（原則として全

ての物品およびサービスを

課税対象とする租税） 

消費税 
地方消費税 

流通税 事実・事実行為を課税物件とする流通税 印紙税 
法律行為・法律効果を課税物件とする流通税 不動産取得税 

 

                                                
1 金子・前掲書 15頁による。石村編・前掲書 14頁は個別消費税と位置づける。 
2 前注に同じ。 
3 但し、相続税および贈与税の性格については議論があり、所得税の補完税と考える見解もある（こ
の見解を採れば、日本において現在は一般財産税が存在しないということになる）。 
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２．印紙税の例（領収書） 

〔左〕 

領収書（受領証）の

表面（「ご依頼人」欄

の住所の部分のみ加

工）。印紙税法別表第

一第 17号の１文書に該
当するので課税文書

（後述）となる。 
〔右〕 

領収書（受領証）の

裏面。受領金額（受取

金額）が 86400円であ
り、５万円以上 100万
円以下であるから、円

で囲まれた部分が示す

ように 200円の収入印
紙が貼られ、かつ、消

印が押されている（印

紙税法第８条第２項に

より、消印を押すこと

が義務付けられている。この消印が押されていなければ、同第 23条第１号により、30万円以下の罰
金に処せられる）。 

←駅の自動券売機で乗車券などを購入した時に発行される領収

書。このようなものは、印紙税法第 11 条第１項にいう「課税文
書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の

事実が後日においても明らかにされているもの」であり、しか

も同第１号にいう「毎月継続して作成されることとされている

もの」であるから、「課税文書の作成者」（この例では東京急

行電鉄株式会社）は「当該課税文書を作成しようとする場所の

所在地の所轄税務署長」（この例では渋谷税務署長）の承認を

受けて、印紙の貼り付けではなく、金銭によって印紙税を納付

することが認められる。	

なお、この例そのものにおいて印紙税は非課税である（受取

金額が５万円未満であるため）。５万円以上の乗車券（定期券

など）を購入した場合、家電量販店で５万円以上の品物を購入

した場合などに特に大きな意味を持つこととなる。領収書・レ

シートの類をよく見てみるとよい。 
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▲クレジットカード払いで物品を購入した場合で、領収書にクレジットカード利用に関する記載が

あるときには、金銭などの受領の事実がないことにより、印紙税は課税されない。これに対し、領収

書にクレジットカード利用に関する記載がないときには、印紙税が課税される。 
 

３．印紙税の課税根拠 

契約書など、印紙税法に定められる課税文書＝各種の経済取引の表現→担税力の間接的表現 
 
４．印紙税の納税義務者 

印紙税法第３条第１項：「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第５条の規定により印紙

税を課さないものとされる文書以外の文書（以下「課税文書」という。）

の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。」 
同第２項：「一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作

成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。」 
同第４条：「課税文書の作成とみなす場合等」（これによって納税義務者として扱われる） 
同第５条第２号：国、地方公共団体および別表第二に掲げられる法人は、納税義務者ではない。 
同第３号：別表第三の上欄に掲げられる文書を作成した、別表第三の下欄に掲げられる者は、納税

義務者ではない。 
 

５．印紙税の課税物件 

同第２条：「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」 
↑ 

文書そのものが課税物件であると言われるのが一般的であるが、厳密に言えば、納税

義務者が別表第一に掲げる文書を作成すること（事実行為）が課税物件である。→課

税物件とされる文書を作成すれば、その元となる契約などの法律行為の効力とは無関

係に課税要件は充足されてしまう4。すなわち、経済取引そのものに課税されるという

訳ではない。 
注意！	 印紙税法は、契約書などの文書の作成を義務付けていない5。 
印紙税法基本通達第２条：「法に規定する『課税文書』とは、課税物件表の課税物件欄に掲げる文

書により証されるべき事項（以下『課税事項』という。）が記載され、

かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書の

うち、法第５条《非課税文書》の規定により印紙税を課さないこととさ

れる文書以外の文書をいう。」 
同第３条第１項：「文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみ

でなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、

                                                
4 金子・前掲書 791頁。鳥飼・前掲書 35頁も「契約書があれば、契約どおりの取引が実行されなく
ても、課税文書であることに変わりはありません」と説明する。 
5 鳥飼・前掲書 35頁、山端・野川・前掲書９頁。 
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また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記

載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。」 
同第２項：「前項における記載文言の実質的な意義の判断は、その文書に記載又は表示されている

文言、符号を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律の規定、当

事者間における了解、基本契約又は慣習等を加味し、総合的に行うものとする。」 
同別表第二：契約書に示されるべき「重要事項」（＝契約が成立するために通常必要される事項）

が記載されていなければ課税文書とならないので、その「重要事項」を契約書の類型

ごとに一覧表として示している（同第 12条、同第 17条、同第 18条、同第 38条、
同別表第一も参照）。 

●印紙税法「別表第一	 課税物件表（第２条―第５条、第７条、第 11条、第 12条関係）」 
↑ 

第１号〜第 20 号として課税文書を限定列挙する（「課税物件表の適用に関する通則」も参照）。
一部を抜粋しておく（表記を変更した箇所がある。また、定義の一部も省略した）。 
第１号文書：「１	 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する

契約書」 
「２	 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」 
「３	 消費貸借に関する契約書」 
「４	 運送に関する契約書（用船契約書を含む。）」 

第２号文書：「請負に関する契約書」。この「請負」は「職業野球の選手、映画の俳優その他こ

れらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約」

が含まれる。 
第７号文書：「継続的取引の基本となる契約書（契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期

間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。）」 
「継続的取引の基本となる契約書」の定義は「特約店契約書、代理店契約書、銀

行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基

本となるもののうち、政令で定めるもの」。 
第 17号文書：領収書のこと。大別すると次の二種となる。 
第 17号の１文書＝「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」：次のように定義される。 
「資産を譲渡し若しくは使用させること（当該資産に係る権利を設定することを含む。）

又は役務を提供することによる対価（手付けを含み、金融商品取引法（昭和 23年法律第 25
号）第２条第１項（定義）に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるも

のの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。）と

して受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含む。 
イ	 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価

証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書

の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 
ロ	 他人の事務の委託を受けた者（以下この欄において「受託者」という。）が当該委託

をした者（以下この欄において「委託者」という。）に代わつて売上代金を受け取る場

合に作成する金銭又は有価証券の受取書（銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座
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への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同

じ。） 
ハ	 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者

が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 
ニ	 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者か

ら受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書」 
「資産の譲渡」の対価の例：物品の売上対価、不動産の売却代金、 
「資産の使用」の対価の例：土地建物の賃貸料、貸付金の利息、リース料 
「役務の提供」の対価の例：請負代金、運送料 
第 17号の２文書＝「金銭又は有価証券の受取書で１に掲げる受取書以外のもの」 
例、借入金の受取書、敷金の受取書、預貯金の受取書、各種会費の受取書 

▲二つ以上の性格（印紙税法などでは「所属」）を有する文書の扱い方 
印紙税法別表第一の冒頭にある「課税物件表の適用に関する通則」の２および３に示された原則

により、第１号〜第 20 号のいずれに「所属」するかを決める。実際には、印紙税法基本通達第
10条・第 11条に従って決めていくこととなる（以下、同第 11条に示される例）。 
例①	 不動産及び債権売買契約書 
不動産売買契約書（第１号文書）＋債権売買契約書（第 15号文書）＝第 1号文書 
例②	 工事請負及びその工事の手付金の受取事実を記載した契約書 
	 工事請負契約書（第２号文書）＋手付金の受け取り事実を記載した契約書（第 17号文書） 
＝第２号文書 
例③	 売掛金 800万円のうち 600万円を領収し、残額 200万円を消費貸借の目的とすると記載

された文書 
600万円を領収したという部分（第 17号の１文書）＋200万円を消費貸借の目的とすると記
載された部分（第 1号文書）＝第 17号の１文書 
例④	 機械製作及びその機械の運送契約書で、それぞれの事項に関する金額を区分することがで

きないもの 
機械製作の契約書（第２号文書）＋機械運送契約書（第１号文書）＝第１号文書 
例⑤	 機械の製作費が 20万円、その機械の運送料が 10万円と記載されている文書 
	 課税事項ごとの契約金額が区分されており、機械の製作費が運送料を超えているので、第２号

文書となる（第２号文書に示される金額＞第１号文書に示される金額） 
 
６．印紙税の課税標準および税率 

印紙税法第７条：「印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表

の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。」 
（１）第１号文書の税率 
①契約金額の記載のある契約書の場合 

契約金額 税率（一通につき） 
１万円未満のもの 非課税 

10万円以下のもの 200円 
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10万円を超え 50万円以下のもの 400円 
50万円を超え 100万円以下のもの 	 1000円 

100万円を超え 500万円以下のもの 2000円 
500万円を超え 1000万円以下のもの	  １万円 

1000万円を超え 5000万円以下のもの ２万円 
5000万円を超え１億円以下のもの 	 ６万円 
１億円を超え５億円以下のもの 	 10万円 
５億円を超え 10億円以下のもの 	 20万円 

10億円を超え 50億円以下のもの 	 40万円 
50億円を超えるもの 60万円 

②契約金額の記載のない契約書の場合：200円（一通につき） 
（２）第２号文書の税率 
①契約金額の記載のある契約書の場合 

契約金額 税率（一通につき） 
１万円未満のもの 非課税 

100万円以下のもの 200円 
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 
200万円を超え 300万円以下のもの 	 1000円 
300万円を超え 500万円以下のもの 2000円 

500万円を超え 1000万円以下のもの	  １万円 
1000万円を超え 5000万円以下のもの ２万円 

5000万円を超え１億円以下のもの 	 ６万円 
１億円を超え５億円以下のもの 	 10万円 
５億円を超え 10億円以下のもの 	 20万円 

10億円を超え 50億円以下のもの 	 40万円 
50億円を超えるもの 60万円 

②契約金額の記載のない契約書の場合：200円（一通につき） 
（３）第７号文書の税率 
4000円（一通につき） 
（４）第 17号文書の税率 
①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のある場合 

契約金額 税率（一通につき） 
５万円未満のもの 非課税 

100万円以下のもの 200円 
100万円を超え 200万円以下のもの 400円 
200万円を超え 300万円以下のもの 	 600円 
300万円を超え 500万円以下のもの 1000円 

500万円を超え 1000万円以下のもの	  2000円 
1000万円を超え 2000万円以下のもの 4000円 
2000万円を超え 3000万円以下のもの 	 6000円 
3000万円を超え 5000万円以下のもの 	 １万円 

5000万円を超え１億円以下のもの 	 ２万円 
１億円を超え２億円以下のもの 	 ４万円 
２億円を超え３億円以下のもの ６万円 
３億円を超え５億円以下のもの 10万円 
５億円を超え 10億円以下のもの 15万円 
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10億円を超えるもの 20万円 
②	 ①以外の受取書の税率 
200円（一通につき） 
 

７．印紙税の納付など（２に示した実例も参照） 

５つの方法があるが、（１）の方法が原則である。 
（１）課税文書に収入印紙を貼り付け、その文書と収入印紙の彩紋とにかけて消印をする。 
	 参照	 印紙税法より 
第８条 課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文
書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙（以下「相当印紙」という。）を、当該課税文書の
作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。 
２ 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定
めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 
第 22条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 
一 第８条第１項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者 
二 第 11 条第４項又は第 12 条第５項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた
者 
三 第 16条の規定に違反した者 
四 第 18 条第１項又は第２項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠
匿した者 

第 23条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 
一 第８条第２項の規定に違反した者 
二 第 11条第３項又は第12条第３項の規定による表示をしなかつた者 
三 第 17条第１項の規定による申告をせず、又は同条第２項の規定による届出をしなかつた者 
（２）課税文書に「税印」を押捺する6。 
	 参照	 印紙税法より 
第９条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対
し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印（財務省令で定める印影の形式を有
する印をいう。次項において同じ。）を押すことを請求することができる。 
２ 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課
税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなけれ
ばならない。 
（３）印紙税納付計器を使用して納付する。 
参考	 印紙税法より 
第 10 条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器（印紙税の保全上支障
がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器（第 16 条及び第

                                                
6 山端・野川・前掲書 44 頁にサンプルが掲載されている（印紙税納付計器の使用、書式表示による
申告納付についても同じ）。 
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18 条第２項において「指定計器」という。）で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印（以
下「納付印」という。）を付したものをいう。以下同じ。）を、その設置しようとする場所の所
在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けるこ
とに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額
を表示して納付印を押すことができる。 
２ 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署
長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該
作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課
税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。 
３ 第１項の承認を受けた者は、前２項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定める
ところにより、第１項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税
額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずること
を請求しなければならない。 
４ 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措
置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 
５ 第１項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適
当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。 
６ 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納
付計器に封を施すことができる。 
７ 第１項又は第２項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要
な事項は、財務省令で定める。 
（４）課税文書について、所轄税務署長の承認を受けて金銭で納付する。その場合には、課税文書

に一定の表示をするとともに、翌月末日を期限として納税申告書を所轄税務署長に提出しなければな

らない。 
参考	 印紙税法より 
（書式表示による申告及び納付の特例） 
第 11条 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成
の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとす
る場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税
務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納
付することができる。 
一 毎月継続して作成されることとされているもの 
二 特定の日に多量に作成されることとされているもの 
２ 前項の承認の申請者が第15条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の
保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 
３ 第１項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省
令で定める書式による表示をしなければならない。 
４ 第１項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、
当該課税文書が同項第１号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分（当該課税文書を作成しな
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かつた月分を除く。）をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第２号に掲げる課税文書に該当
する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しな
ければならない。 
一 その月中（第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日）に作成した当該課
税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計し
た数量（次号において「課税標準数量」という。） 
二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」
という。） 
三 その他参考となるべき事項 
５ 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した
納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 
６ 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同
項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に
届け出るものとする。 
（５）預貯金通帳等に係る一括納付 
	 参考	 印紙税法より 
（預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例） 
第 12 条 別表第一第 18 号及び第 19 号の課税文書のうち政令で定める通帳（以下この条において
「預貯金通帳等」という。）の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成
しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をも
つて、当該承認の日以後の各課税期間（４月１日から翌年３月 31 日までの期間をいう。以下この
条において同じ。）内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。 
２ 前項の承認の申請者が第 15 条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の
保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。 
３ 第１項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みを
する時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。ただし、既に当該表示を
している預貯金通帳等については、この限りでない。 
４ 第１項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該預貯金通帳等
は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳
等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に
係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。 
５ 第１項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、
課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提
出しなければならない。 
一 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ご
との前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当
する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量（次号において「課税標準
数量」という。） 
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二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額（次項において「納付すべき税額」
という。） 
三 その他参考となるべき事項 
６ 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した
納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。 
７ 第一項の承認を受けている者は、当該承認に係る預貯金通帳等につき同項の適用を受ける必要が
なくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。 

 


