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はしがき 
 

 

 本書『１冊だけで租税法』は，司法試験論⽂式試験選択科⽬・租税法の試験

対策書です。租税法を選択している合格者チームによって制作されています。

内容としては，所得税法，法⼈税法，租税⼿続法，総論を取り上げており，租

税法の試験範囲を全て網羅しています。 

 本書は４部構成です。本書の特徴は，以下の通りです。 

 
 
第１部 合格答案作成ガイド 
 
 租税法の出題傾向の分析，租税法について，どのように答案を書いたらよい

のかについて，合格答案作成ガイドを掲載しています。 

 
 
第２部 趣旨・規範ハンドブック 
 
 所得税法，法⼈税法，租税⼿続法，総論の各分野に分けて，条⽂解釈の重要

なツールである重要条⽂の趣旨・要件・効果等，重要概念の意義等，重要論点

についての規範と理由についてまとめています。 

 試験対策に必要な事項を短時間でチェックできます。 

 また，過去問出題年表⽰（サンプル問題（Ｓ），プレテスト（Ｐ），平成 18

年〜29 年）を掲載しています。 

 
 
第３部 司法試験論⽂全過去問（Ｈ18〜29）・上位合格再現答案 
 
 平成 18 年〜29 年の 12 年分の本試験論⽂全過去問について，それぞれ過去

問・出題趣旨・論点・上位合格再現答案１通・答案講評を掲載しています。 

 租税法の受験へ向けて資料が少ない中，実際出題された問題や再現答案を使

って問題検討と答案作成の流れをつかむ参考にしてください。 
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第４部 論点表 
 
 所得税法，法⼈税法，租税⼿続法，総論，それぞれの分野についての論点の

⼀覧表です。関連過去問情報（サンプル問題（Ｓ），プレテスト（Ｐ），平成

18 年〜29 年）も掲載しています。 

租税法全体を体系的に⾒渡すときに活⽤できます。 

 

 

 以上のように，本書は，租税法の試験対策はこれ１冊で完璧となる内容に仕

上がっています。 

 

 

 本書が皆様の司法試験合格に，少しでもお役に⽴てることを祈っております。 

 

 

 

 

平成 30 年２⽉ 

⾠已法律研究所 
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本書は，「第１部 合格答案作成ガイド」，「第２部 趣旨・規範ハンドブッ

ク」，「第３部 過去問（平成18年〜29年）」，「第４部 論点表」の４部構

成です。 

 

第１部 合格答案作成ガイド 
租税法の概要と構造をつかんだうえで，問題検討の流れと解答のポイント

を把握できます。 

 

第２部 趣旨・規範ハンドブック 
  所得税法，法⼈税法，租税⼿続法，総論の各分野に分けて，条⽂解釈の重

要なツールである重要条⽂の趣旨・要件等，重要条⽂の⽂⾔と重要論点の関

係，重要論点についての規範と理由についてまとめられています。詳しい構

成と使い⽅についてはⅳ〜ⅴ⾴をご参照ください。 

 

第３部 過去問（平成18年〜29年） 
平成18年〜29年の12年分の本試験論⽂全過去問について，それぞれ過去

問・出題趣旨・論点・上位合格再現答案１通・答案講評を掲載しています。

租税法の受験へ向けて資料が少ない中，実際出題された問題や再現答案を使

って問題検討と答案作成の流れをつかむ参考にしてください。 

 

第４部 論点表 
論点と過去問出題年（サンプル問題（Ｓ），プレテスト（Ｐ），平成18年〜

29年）の⼀覧表です。⾃分の知識に漏れがないかチェックしたり，過去問の

出題傾向を分析したり，租税法全体を体系的に⾒渡すときに活⽤できます。

本書の構成・使い⽅



 

 iv 

 １ 譲渡所得 
 ⑴ 意義 資産の譲渡による所得（33 条１項）。ただし，棚卸資産等の譲

渡その他営利を⽬的として継続的に⾏われる資産の譲渡による
所得や，⼭林の伐採⼜は譲渡による所得は含まれない（33 条２
項）。

28 
② 

⑵ 趣旨 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（清算課税説 最判昭 47.12.26 百選 39）。

 ⑶ 計算⽅法 保有期間ごとに⻑期・短期に分け，それぞれ総収⼊⾦額から，
資産の取得費（資産の取得価格＋設備費＋改良費 38 条１項），
譲渡費⽤を控除した額を算出し，両者を通算する（いずれかが
マイナスの場合は他⽅から控除する）。その残額から特別控除
額 50 万円を控除した⾦額を譲渡所得の⾦額とする（33 条３項，
４項）。 
なお，⾦銭で収⼊した場合，収⼊⾦額は現実に受け取った⾦額
となるが，物⼜は権利をもって収⼊した場合，収⼊⾦額はその
時価となる（36 条１項，２項）。

 ⑷ 特殊性 
 ア 短期譲渡所得

（資産取得後５
年以内に譲渡し
た場合） 

そのまま総所得⾦額に算⼊する（22 条２項１号）。

 イ ⻑期譲渡所得
（資産取得後５
年を超える期間
保有した後に譲
渡した場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２分の１に相当する⾦額のみを総所得⾦額に算⼊する（22 条２
項２号）。 
 ∵平準化措置 

【第２部 趣旨・規範ハンドブック  構成と使い⽅】 

【意義・趣旨・要件・効果等】
重要な意義・趣旨・要件・効

果等を挙げています。 

【関連過去問情報】
過去問で出題された論点等については，該当箇所

に，出題年（サンプル問題（Ｓ），プレテスト（Ｐ），
平成 18 年〜29 年）・問題番号を掲載しています。 
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 ２ 譲渡所得の範囲
24 
② 
26 
① 
28 
① 

⑴ 「資産」の意義

譲渡所得を発⽣さ
せる「資産」の意
義 

「資産」とは，経済的価値を有し価格が上下するもので，他⼈
に移転可能なあらゆるものをいう。 
 ∵譲渡所得課税の趣旨（清算課税説） 
（例） 
契約上の地位→「資産」にあたる。 
破産した会社の株式→特段の事情なき限り，増加益が⽣じえず
「資産」にあたらない（東京⾼判平 18.12.27）。 
現⾦→価格上下を観念できず「資産」にあたらない。 
古銭・記念硬貨→価格が上下するので「資産」にあたる。 
⾦銭債権→「資産」にあたらない（所基通 33－１）。 

 ⑵ 「譲渡」の意義

 「譲渡」の意義 「資産の譲渡」（33 条１項）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（最判昭 50.５.27 名古屋医師財産
分与事件 百選 42）。 
 ∵譲渡所得課税の趣旨（清算課税説） 

 財産分与が「譲渡」
にあたるか 

問題の所在：①財産分与としての資産の譲渡が「譲渡」にあた
るか。②「譲渡」にあたる場合，無償譲渡とすると，譲渡所得
の総収⼊⾦額の計算に関する特則（59 条１項）に財産分与が規
定されていないため，有償譲渡・無償譲渡のいずれと解すべき
か。 
↓ 
①「譲渡」にあたる。 
 ∵「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。 
②有償譲渡にあたる。 
 ∵財産分与に関し当事者の協議等が⾏われてその内容が具体

的に確定され，⽀払，譲渡等の分与が完了すれば，分与義務
は消滅するため，分与者は分与義務消滅という経済的利益を
享受したものというべき。 

（最判昭 50.５.27 名古屋医師財産分与事件 百選 42） 
 ※譲渡所得の⾦額は財産分与義務の消滅益であり，分与の対

象となった資産の，分与時における時価である（36 条１項，
２項）。 

【論点】
重要な論点を罫線で囲みました。網掛け部分が論点

名ないし問題提起，その右側が論点の説明となってい
ます。論点の説明は，基本的に，判例（百選（本書刊
⾏時の最新版）は事件番号を掲載）・通説に準拠して
います。 
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１ 租税法とは 
（１） 司法試験における租税法の特徴 
 ア 出題範囲と勉強法 
   司法試験における租税法の問題では，所得税法を中⼼に，これに関連する限度

で法⼈税法，国税通則法の理解が問われている。もっとも法⼈税法はごく⼀部か
らしか出題されず，国税通則法も稀にしか出題されていない。 

   したがって受験⽣としては，まず所得税法に関する理解を固め，そこから法⼈
税法，国税通則法に関する理解を深めることが必要となる。 

   労働法や倒産法に⽐べると，出題範囲は狭く，⽐較的短時間での勉強が可能で
あると思われるが，基本的理解が不⼗分であると⾼い評価は得られない。 

   租税法の選択者（受験予定者）は，平成 29 年司法試験においては 471 名（7.11%）
を占める。８科⽬中６番⽬に多く，⽐較的マイナーな科⽬と⾔えるであろう。 

 イ 評価 
   平成 29 年までの最低ライン点未満者（いわゆる⾜切り）の数は以下の通りであ

る。 
 

平成 18 年 １⼈ 
平成 19 年 ０⼈ 
平成 20 年 １⼈ 
平成 21 年 ０⼈ 
平成 22 年 ３⼈ 
平成 23 年 ０⼈ 
平成 24 年 ７⼈ 
平成 25 年 ２⼈ 
平成 26 年 11 ⼈ 
平成 27 年 ２⼈ 
平成 28 年 ０⼈ 
平成 29 年 ８⼈ 

 
   100 ⼈近い⼈数が⾜切りになる科⽬がある中，租税法はその数が極めて少なく，

最低ライン点を下回る点数を取る可能性は⾮常に⼩さいと⾔えるだろう。 
   したがって租税法は，短時間で少なくとも⾜切りにならない程度の点数を取り

たいと考える受験⽣にとっては，魅⼒的な科⽬と⾔えよう。 
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（２） 出題傾向と過去の出題分野 
 ア 考え⽅ 
   所得税法においては，考え⽅の順番が⼀定程度決まっている。すなわち，①所

得に該当するか・⾮課税規定があるか，②いずれの所得に分類されるか，③分類
された所得の課税関係はどのようになるか（必要経費や取得費等の控除の可否，
特例の有無，源泉徴収の要否等），④損益通算の可否，⑤税率表の適⽤といった順
序である。この他，所得の年度帰属や⼈的帰属といった論点もある。 

   受験⽣としては，まずその問題で問われているのがどの部分なのかを把握し，
その論点に関する有名な判例・学説を踏まえた規範を定⽴して適切なあてはめを
⾏うことが必要である。 

 イ 過去の出題分野 
   租税法では同じ論点が具体的事例を変えて何度も出題されている。その理由と

しては，他の科⽬と⽐べて判例や学説が少なく，⼀⽅事実関係が変化すれば，⼀
⾒全く違う問題のように⾒えるためである。 

   これまでに複数回出題された有名論点（類似したものを含む）を⼀覧にすると
以下のようになる。 

 
所得税 

所得該当性，⾮課税
規定 

サンプル２問，平成 19 年２問，平成 20 年２問，平成 21 年１問，
平成 21 年２問，平成 22 年１問，平成 23 年１問，平成 23 年２問，
平成 25 年１問，平成 25 年２問，平成 29 年１問，平成 29 年２問 

所得区分 

サンプル２問，プレ１問，プレ２問，平成 19 年２問，平成 20 年
１問，平成 21 年１問，平成 21 年２問，平成 23 年２問，平成 24
年１問，平成 24 年２問，平成 25 年１問，平成 25 年２問，平成
26 年１問，平成 27 年１問，平成 27 年２問，平成 28 年１問，平
成 28 年２問，平成 29 年１問 

必要経費 
サンプル１問，サンプル２問，平成 19 年２問，平成 20 年１問，
平成 21 年１問，平成 23 年２問，平成 25 年１問，平成 25 年２問，
平成 29 年２問 

取得費，付随費⽤，
譲渡費⽤ 

平成 18 年１問，平成 20 年１問，平成 26 年２問，平成 28 年２問 

配偶者等に⽀払う経
費の特則（56 条） 

サンプル１問，平成 26 年１問 

⻘⾊事業専従者に関
する特例（57 条） 

サンプル１問，平成 22 年１問，平成 26 年１問 
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所得の年度帰属 
プレ２問，平成 21 年１問，平成 23 年１問，平成 24 年１問，平
成 28 年１問 

所得の⼈的帰属 サンプル１問，平成 23 年１問 

雑損控除（72 条） 平成 22 年１問，平成 26 年２問 

法⼈税 

役員給与 平成 18 年２問，平成 21 年２問，平成 28 年１問 

益⾦・損⾦の認識時期 平成 24 年１問，平成 27 年２問 

無償による資産の譲受け プレ２問，平成 24 年２問 

寄附⾦ 平成 18 年２問，平成 24 年１問，平成 29 年１問 

損害賠償請求権 サンプル２問，平成 19 年２問，平成 22 年１問 

22 条３項２号と債務確定 平成 24 年１問，平成 26 年２問 
 
   このように租税法では同じ論点が何度も出題されるため，何を書いていいか分

からないという状況は⽣じにくいものと思われる。もっとも事実をいかに使うか
が，評価の分かれ⽬になると⾔えよう。 

 ウ 出題傾向 
   上に⽰した表の通り，所得区分に関する出題が多く，所得該当性・⾮課税規定

や必要経費に関する出題も多い。個別の所得区分について⾔えば，事業所得や給
与所得，譲渡所得からの出題が多く，これらと⼀時所得，雑所得を含めたものの
中から，問題となっている所得がいずれになるかを問う問題が多くの年で出題さ
れている。退職所得については，判例が⽰した要件に該当しているかを問う問題
が複数回出題されている。 

   不動産所得に関する出題もあるが，基本的なものにとどまり，利⼦所得・配当
所得・⼭林所得に関する出題はない。 

   受験⽣としては，事業所得・給与所得・譲渡所得・退職所得・⼀時所得・雑所
得に関する理解を深めておくことが有益であろう。 

   その他の論点についても，基本的な理解を⽰したうえで，当該事案における事
実関係をいかに評価するかがポイントとなっており，判例や裁判例における具体
的事例をしっかり理解し，その⽐較ができればより⾼い評価を受けることができ
ると考えられる。 

   法⼈税については，損⾦からの出題が多く，別段の定めである役員給与や寄附
⾦に関する理解が必須である。また判例の理解を正⾯から問われることが多く，
百選掲載判例は事実関係まで含めて理解することが必須である。益⾦や帰属年度
に関する論点も同様である。⼀⽅法⼈税に関する奇問は少なく，広く浅い理解よ
り，狭く深い理解を意識することが有益であろう。 
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（３） 書籍 
 租税法は司法試験向けの教材が少なく，多くの受験⽣を悩ませている。 
 そこで，参考までに多くの受験⽣が使⽤している教材の⼀部を紹介する。 
 
基本書 
・⾦⼦宏『租税法〈第 22 版〉』（2017 年 弘⽂堂） 
・佐藤英明『スタンダード所得税法〈第２版〉』（2016 年 弘⽂堂） 
・増井良啓『租税法⼊⾨（法学教室ライブラリィ）』（2014 年 有斐閣） 
・⾕⼝勢津夫『税法基本講義〈第５版〉』（2016 年 弘⽂堂） 
・中⾥実，弘中聡浩，渕圭吾，伊藤剛志，吉村政穂編『租税法概説〈第２版〉』（2015

年 有斐閣） 
 
判例集 
・中⾥実，佐藤英明，増井良啓，渋⾕雅弘編『租税判例百選〈第６版〉』（2016 年 有

斐閣） 
・⾦⼦宏，佐藤英明，増井良啓，渋⾕雅弘著『ケースブック租税法〈第４版〉』（2013

年 弘⽂堂） 
 
法⽂ 
・中⾥実，増井良啓編『租税法判例六法〈第２版〉』（2013 年 有斐閣） 
 
演習書 
・中村芳明，三⽊義⼀編『演習ノート租税法〈第３版〉』（2013 年 法学書院） 

※事例問題は，過去問を中⼼として模試等で補うと良い。 
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２ 租税法の合格答案作成ガイド 
（１） 総論 
 租税法の答案を作成するにあたってまず⾏うことは，その問題がいかなる論点を問
うているのか把握することである。そして論点を把握したら，条⽂の⽂⾔を引⽤しな
がらその論点についての⼀般論を展開し，あてはめを⾏うことが必要である。租税法
においては，租税法律主義が妥当するから，記述に当たっては条⽂の⽂⾔を意識する
ことが不可⽋である。したがって，条⽂の引⽤はできる限り多く⾏いたい。 
 
（２） 論点把握 
 論点を把握するにあたっては，租税法における体系を意識することが必要である。 
 例えば所得税法であれば，主に以下のどの部分にあたるかを意識すると良い。 
  ① 所得に該当するか・⾮課税規定があるか。 
  ② いずれの所得に分類されるか。 
  ③ 分類された所得の課税関係はどのようになるか（経費や取得費等の控除の可

否，特例の有無，源泉徴収の要否等）。 
  ④ 損益通算の可否。 
  ⑤ 税率表の適⽤。 
 もちろんこれ以外にも⼈的帰属や年度帰属等の論点も存在するから，それらも意識
したうえで，本問では何を聞かれているのかを正確に把握することが第１である。主
として問題になるのは，①②③である。 
 法⼈税法であれば，次のいずれの問題なのかを意識すると良い。 
  ① 益⾦についての検討 
  ② 損⾦についての検討 
  ③ 益⾦・損⾦の認識時期 
 租税法においては，論点⾃体が⾒たこともないといった奇問は少ないため，⼀⾒し
て論点の把握ができない場合であっても，この体系を意識して，どこが問題になって
いるのかを考えると良い。 
 また法⼈税法に関する問題の多くは，所得税法の問題と共に出題されるため，両法
の異同を意識できると良い。 
 
（３） 規範定⽴ 
 論点を把握したら，条⽂を引⽤しつつ，問題提起を⾏い，規範を定⽴する。上述の
通り，租税法では条⽂の引⽤が重要であるから， 
 判例や裁判例がある場合，それに従って簡潔に記載すればよい。判例・裁判例が理
由づけを詳細に⾏っている場合は，その部分についても正確に再現できることが望ま
しい。 
 規範を定⽴するにあたっては，漫然と記憶したものを再現するだけでなく，この後



 

7 

に述べるあてはめ部分を意識して，⾃分なりの⾔葉を規範に加えることが⾼い評価を
得るためのポイントである。 
 
（４） あてはめ 
 上位合格者とそれ以外の受験⽣の間で差がつくのはこの部分である。 
 税⾦は社会のあらゆる場⾯で問題となるから，同じ論点であっても事実関係は様々
に異なりうるのである。したがって受験⽣としては，当該事案における事実関係を常
に意識しながら答案を作成する必要がある。 
 あてはめは単に事実を拾うだけでなく，⾃分なりの評価を加える必要がある。そう
することで事実と定⽴した規範が上⼿く対応するのである。規範を正確に定⽴し，事
実を豊富に拾っていても，⾃分なりの評価が付されていなかったり，規範とあてはめ
が対応していなかったりすると，評価は⼤きく下がってしまうので注意したい。 
 ⽇頃の勉強では，抽象論だけでなく，判例や裁判例がどのような事実をどのように
評価して規範にあてはめ，結論を導いているのかを意識したい。 
 また，採点実感（平成 21 年）でも⽰唆されていることでもあるが，あてはめが不正
確であると，抽象論についての理解が不⼗分であるとの印象を与えることにもなるの
で，制度や規範の基本的理解，及びあてはめの重要性を肝に銘じてほしい。 
 
（５） まとめ 
 以上が租税法の答案を作成するにあたって意識すると良いと思われる事項である。 
 これは租税法にかかわらず，他の科⽬においても同様に妥当することであるから，
是⾮意識してほしい。 
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▼ 所得税法  
Ⅰ 所得概念 

19 
② 
20 
② 
25 
② 
29 
② 

１ 所得の意義 
⑴ 現⾏法の⽴場 所得＝⼈が収⼊等での形で新たに得た経済的利益の全て（包括

的所得概念） 
 ∵現⾏所得税法が，⼀時的・偶発的な利得にも課税し（34 条

１項），また他のいずれの所得区分にも該当しない所得を
も雑所得（35 条１項）として捕捉している。

⑵ 計算式 所得＝期中純資産増加額＋期中消費額
（例） 
 「所得」にあたるもの：期中の消費，現物給付，債務免除益

（不算⼊となる場合として，44 条の２参照），義務の履⾏に
伴う債務消滅益 

 「所得」にあたらないもの：正当な対価の⽀払を伴う物品の
購⼊，借⼊⾦ 

 ２ 純資産の増加をめぐる問題
23 
① 

⑴ 帰属所得 
ア 定義 ⾃⼰の労働や所有資産から，市場を経ずに得た利益

（例）⾃分の庭の掃除，⾃分の⾞に乗ること
 イ 効果 包括的所得概念の下，「所得」にあたるが，政策的に⾮課税と

されている。ただし，特例を定めた明⽂（39 条，41 条１項等）
があれば課税される。 
 ∵捕捉・評価が困難で租税執⾏上の執⾏可能性が乏しい，市場

を経ないため収⼊が観念できない，⾦銭評価が困難で恣意的
な課税のおそれがある。 

 ⑵ 未実現の利得
 ア 定義 所有資産の価値増加益

（例）保有している⼟地の価値の増加益
 イ 効果 包括的所得概念の下，「所得」にあたるが，政策的に課税を実

現時に繰り延べている（原則，実現した所得にのみ課税される
（実現主義））。ただし，特例を定めた明⽂（40 条，59 条 1 項
等）があれば課税される。 
 ∵捕捉・評価が困難で租税執⾏上の執⾏可能性が乏しい，資産

の増加益を毎年測定することの困難性 
23 
② 

⑶ 損害賠償⾦（９条１項 17 号，所令 30 条） 
ア 効果 「所得」にあたらない。 

 ∵「所得」とは純資産の増加をいうところ，損害賠償⾦は受領
者の⼼⾝，財産に受けた損害を補填する性格のものであっ
て，原則的には受領者である納税者に純資産の増加をもた
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らさない（⼤阪地判昭54.５.31 マンション建設承諾料事件，
名古屋地判平 21.９.30 百選 33）。

 イ 例外 損害賠償⾦であっても課税対象となるものとして，①必要経費
に算⼊される⾦額を補填するためのもの（所令 30 条柱書最後の
括弧書），②棚卸資産等の損失について⽀払を受けたもの（所
令 30 条２号最後の括弧書，３号括弧書，94 条１項１号）。 

Ｓ 
② 
21 
① 

⑷ 違法な所得 
ア 効果 違法な所得であっても，現実に⽀配享受している限り，私法上

の効⼒にかかわらず「所得」にあたる（最判昭 46.11.９ 利息制
限法違反利息事件 百選 31）。 
 ∵包括的所得概念の下，所得税における課税関係は事実として

の純資産の増加のみを問題にしており，所得の適法性の判
断とは無関係である。 

 イ 帰属時期（最
判昭 46.11.９
利息制限法違反
利息事件 百選
31） 

【利息が現実に収受された場合】
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（管理⽀配基準）。 
【未収の場合】 
利息制限法による制限超過の利息・損害⾦は，その基礎となる
約定⾃体が無効であり，任意の⽀払を⾏うかも知れないことを
事実上期待しうるにとどまるのであって，収⼊実現の蓋然性が
あるものということはできない。そのため，制限超過の利息・
損害⾦は，たとえ約定の履⾏期が到来しても，なお未収である
かぎり課税の対象とならない。 

22 
① 
25 
① 

３ ⾮課税規定 
 所得税法９条１項は，主として以下の所得について，⾮課税と

する旨定めている。 
・給与所得者の職務に関する旅費（４号） 
・給与所得者の通勤⼿当（５号） 
・フリンジ・ベネフィット（６号）（※第Ⅷ章２⑵参照） 
・⽣活⽤動産の譲渡益（９号）（※第Ⅶ章３⑵参照） 
・資⼒を喪失し債務弁済が著しく困難である者が強制換価⼿続

により得た利益（10 号） 
 （※第Ⅶ章３⑶参照） 
・学資に充てるため給付される⾦品（15 号） 
・損害賠償⾦（17 号）（※第Ⅰ章２⑶参照） 
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Ⅱ 課税単位 

 １ 課税単位の意義
⑴ 意義 所得税を課税する⼈的単位 
⑵ 現⾏法の原則

的⽴場 
個⼈を単位とする（個⼈単位主義）。
原則的な納税者は「居住者」（５条１項，７条１項１号，２号，
21 条１項）。 
「⾮居住者」も⼀定の範囲で課税対象となる（５条２項，７条
１項３号）。 
「居住者」と「⾮居住者」を合わせた個⼈を「納税義務者」と
いう。 
また，源泉徴収義務者（６条）も源泉徴収義務を負う。 
「納税義務者」と「源泉徴収義務者」を合わせて「納税者」と
いう（税通２条５号）。 

 ２ ⼆分⼆乗⽅式
 ⑴ 意義 夫婦の所得をいったん合計し，その半分（⼆分）に累進税率表

（89 条１項）を適⽤し得られた税額を２倍（⼆乗（２をかける
ことであって⾃乗でない））すること。 
夫婦の⼀⽅が⾼所得である場合に有利になる。 
（例） 
夫の収⼊が 2400 万円，妻の収⼊が０円のとき 
・個⼈単位主義による税額 
（195 万×0.05＋135 万×0.1＋365 万×0.2＋205 万×0.23＋900 万×

0.33＋600 万×0.4）＝680.4 万 
・⼆分⼆乗⽅式による税額……2400 万÷２＝1200 万 
（195 万×0.05＋135 万×0.1＋365 万×0.2＋205 万×0.23＋300 万×

0.33）×２＝484.8 万円 
 ⑵ 判例の⽴場 所得税法が個⼈を課税単位としていても，違憲とはいえない（最

⼤判昭 36.９.６ 百選 28）。 
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Ⅲ 所得の⼈的帰属 

Ｓ 
① 
23 
① 

１ 実質所得者課税の原則（12 条）
⑴ 意義 資産⼜は事業から⽣じる収益は，これを享受する者に帰属する。 

実質所得者課税の
原則の意義 

【法律的帰属説（通説）】 
形式的な法律関係が，実質的な真実の法律関係と異なる場合に
は，所得は法律上の真の権利者に帰属する。 
 ∵経済的利益の帰属を判断することは運⽤上多くの困難を伴う

ため，租税法律関係の明確性の観点から私法上の法律関係を
基礎とすべき 

【経済的帰属説】 
形式的・外観上の名義⼈と経済的利益の帰属が異なる場合には，
所得は経済的利益を得ている者に帰属する。 

 ２ 所得の帰属判定の誤りと課税処分の効⼒ 

 所得の⼈的帰属の
判定を誤った場合，
課税処分は無効と
なるか 

①課税要件の根幹に内容上の誤りがあること，②徴税⾏政の安
定とその円滑な運営の要請を考慮してもなお，不服申⽴期間の
徒過により納税者にその課税処分による不利益を与えることが，
著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合は，課
税処分の無効原因となる。 
そして，所得の帰属判定の誤りは①を充⾜する（最判昭 48.４.26 
百選 107）。 

Ｓ 
① 
23 
① 

３ 所得の⼈的帰属と課税

事業からの所得は
誰に帰属するか 

問題の所在：家族間で事業を営んでいる場合，その事業による
収⼊の帰属者は誰か。 
↓ 
親⼦が相互に協⼒して⼀個の事業を営んでいる場合における所
得の帰属者が誰であるかは，その収⼊が何⼈の勤労によるもの
であるかではなく，何⼈の収⼊に帰したかで判断されるべき問
題であって，ある事業による収⼊は，その経営主体である者に
帰したと解すべきである。従来⽗親が単独で経営していた事業
に新たにその⼦が加わった場合は，特段の事情なき限り，⽗親
が経営主体で⼦は単なる従業員としてその⽀配下に⼊ったと解
するのが相当である（東京⾼判平３.６.６ 親⼦⻭科医師事件 百
選 26）。 
事業の経営に対する⽀配的影響⼒や⽣計の主宰者が重要な考慮
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要素となる。
【⽗親の所得としてみるべき事情】 
①居住形態（同居に近い） 
②収⼊の分配⽅法・従前の扱い（按分割合が不明確で⼦の開業

届出後も変化がなかった） 
③開業に当たっての費⽤負担の実態（⼦の開業に際して，親が

多くの費⽤を負担していた） 
【⼦の所得としてみるべき事情】 
①患者数の増加（患者数の増加，⼦に固有の患者が来院） 
 →医院の経営に⽀配的影響⼒を有していたのは親である。 

 資産からの所得 その資産の真の権利者に帰属する。

 裁判例 株式の取引による所得は，株式の所有者に帰属する（熊本地判
昭 57.12.15 株取引包括委任事件）。 
 ∵個別的，具体的な取引⾏為⾃体は所有者以外の者が担当し

ているが，これは所有者の包括的委託に基づくもので，そ
の取引による所得は株式等の所有者に帰属する。 

【具体的な考慮要素】 
①当事者の意思（Ⅹ（所有者）はＷ（Ⅹの妻）に株式等を贈与

する意思を有していない） 
②資産移転の経緯（Ⅹが多忙であったため，書類や印鑑をＷに

預けたに過ぎない。Ｗが⼿術を⾏う際には，ⅩがＷに代わっ
て取引を⾏っていた） 

③所有者による指⽰の有無（ⅩはＷに対して売買に関する指⽰
を⾏っていた） 

④取引等における当事者の役割（株式に関する紛争においては，
Ⅹが中⼼となって交渉を⾏い，Ⅹにとって有利な条件で話を
まとめた） 

⑤当事者の⾏動（国税局による調査開始後，Ⅹは証券会社に対
して書類を提出しないよう依頼している） 
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Ⅳ 所得税額計算の仕組み 

 １ 所得税額計算の仕組み
 ⑴ 現⾏法の⽴場 総合累進課税
 ⑵ 意義 ⼀部を除いた各所得を合算（総所得⾦額）し，これに累進的な

税率を適⽤（累進税率）し，税額を算定する（総合課税）。 
 ⑶ 考え⽅の流れ ①所得分類（21 条１項１号）

②総所得⾦額等の算定（21 条１項２号）， 
③所得控除（72 条〜87 条），課税総所得⾦額等の算定（21 条１

項３号） 
④税率の適⽤（21 条１項４号，89 条） 
⑤配当控除，外国税額控除（税額控除 21 条１項５号，92 条，

95 条） 
 ⑷ 所得類型 ①利⼦所得（23 条）

②配当所得（24 条，25 条） 
③不動産所得（26 条） 
④事業所得（27 条） 
⑤給与所得（28 条） 
⑥退職所得（30 条，31 条） 
⑦⼭林所得（32 条） 
⑧譲渡所得（33 条） 
⑨⼀時所得（34 条） 
⑩雑所得（35 条） 
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損益通算（69 条）が可能なのは，不動産所得，事業所得，
⼭林所得，譲渡所得。 

＝－退職所得（⑥）⾦額

⼭林所得（⑦）⾦額

総所得⾦額 
基礎控除 
 ＋    （所得控除）
その他の控除 

課税総所得⾦額

課税退職所得⾦額 

課税⼭林所得⾦額 

＋ ＝ 総所得⾦額

利⼦所得（①）＋
配当所得（②）＋ 
不動産所得（③）＋ 
事業所得（④）＋ 
給与所得（⑤）＋ 
短期譲渡所得（⑧）＋ 
雑所得（⑩） 
（22 条２項１号） 

（⻑期譲渡所得（⑧）
＋⼀時所得（⑨））×0.5
（２分の１課税，22 条

２項２号） 

＝× 税率
配当控除 
 ＋    （税額控除）
外国税額控除 

－ 所得税額
＋ 

＋ 

課税総所得⾦額 

課税退職所得⾦額

課税⼭林所得⾦額



第２部 趣旨・規範ハンドブック 

18 

Ⅴ 利⼦所得 
 １ 利⼦所得 
 ⑴ 意義 公社債及び預貯⾦の利⼦等に係る所得（23 条１項）。
 ⑵ ⾦額の算定⽅

法 
その年中の利⼦等の収⼊⾦額（23 条２項）。

 ⑶ 特殊性 
 ア  ⼀ 般 利 ⼦ 等

（預貯⾦の利⼦
等） 

⼀律源泉分離課税（税率 15％）（租特３条１項）

 イ 特定公社債の
利⼦等 

上場株式の配当と合わせて申告分離課税（税率 15％）（租特８
条の４） 
源泉徴収（181 条１項，182 条１号）の対象となる。  
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Ⅵ 配当所得 
 １ 配当所得 
 ⑴ 意義 法⼈から受ける剰余⾦の配当・分配，法⼈から受ける利益の配

当等（24 条１項）
 ⑵ 計算⽅法 年中の配当等の収⼊⾦額－株式その他配当所得を⽣ずべき元本

を取得するために要した負債の利⼦の額のうちその年において
その元本を有していた期間に対応する部分の⾦額（24 条２項） 

 ⑶ 特殊性 配当控除がある（92 条） 
 ∵所得税と法⼈税の⼆重課税の緩和 
⼀定の場合，確定申告が不要で源泉徴収される（租特８条の５）。
⇒源泉分離課税 
①「少額」（１つの法⼈からの配当が１年間に 10 万円以下）の

配当（１項１号）。 
②上場されている株式等に対する配当（１項２号〜４号）。た

だし，会社の３％以上の株式を有する⼤株主については確定
申告が必要。 

みなし配当についての規定（25 条） 

 私法上違法とされ
る配当等が，所得
税法の配当所得に
含まれるか 

含まれる。ただし，損益計算上利益の有無にかかわらず⽀払わ
れるものは，取引社会における利益配当の観念と同⼀性質のも
のとは認められず含まれない（最判昭 35.10.７ 鈴や⾦融株式会
社事件）。 
 ∵①商法上不適法な配当もまた，所得税法上の利益配当に該当

する。 
②所得税法は，利益該当の概念として，特に商法の前提とす

る取引社会における利益配当の概念と異なる概念を採⽤し
ていると読むべき規定はないので，商法の前提とする利益
配当と同⼀観念を採⽤していると解するのが相当
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Ⅶ 譲渡所得 
 １ 譲渡所得 
 ⑴ 意義 資産の譲渡による所得（33 条１項）。ただし，棚卸資産等の譲

渡その他営利を⽬的として継続的に⾏われる資産の譲渡による
所得や，⼭林の伐採⼜は譲渡による所得は含まれない（33 条２
項）。

28 
② 

⑵ 趣旨 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（清算課税説 最判昭 47.12.26 百選 39）。

 ⑶ 計算⽅法 保有期間ごとに⻑期・短期に分け，それぞれ総収⼊⾦額から，
資産の取得費（資産の取得価格＋設備費＋改良費 38 条１項），
譲渡費⽤を控除した額を算出し，両者を通算する（いずれかが
マイナスの場合は他⽅から控除する）。その残額から特別控除
額 50 万円を控除した⾦額を譲渡所得の⾦額とする（33 条３項，
４項）。 
なお，⾦銭で収⼊した場合，収⼊⾦額は現実に受け取った⾦額
となるが，物⼜は権利をもって収⼊した場合，収⼊⾦額はその
時価となる（36 条１項，２項）。

 ⑷ 特殊性 
 ア 短期譲渡所得

（資産取得後５
年以内に譲渡し
た場合） 

そのまま総所得⾦額に算⼊する（22 条２項１号）。

 イ ⻑期譲渡所得
（資産取得後５
年を超える期間
保有した後に譲
渡した場合） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２分の１に相当する⾦額のみを総所得⾦額に算⼊する（22 条２
項２号）。 
 ∵平準化措置 
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 ２ 譲渡所得の範囲
24 
② 
26 
① 
28 
① 

⑴ 「資産」の意義

譲渡所得を発⽣さ
せる「資産」の意
義 

「資産」とは，経済的価値を有し価格が上下するもので，他⼈
に移転可能なあらゆるものをいう。 
 ∵譲渡所得課税の趣旨（清算課税説） 
（例） 
契約上の地位→「資産」にあたる。 
破産した会社の株式→特段の事情なき限り，増加益が⽣じえず
「資産」にあたらない（東京⾼判平 18.12.27）。 
現⾦→価格上下を観念できず「資産」にあたらない。 
古銭・記念硬貨→価格が上下するので「資産」にあたる。 
⾦銭債権→「資産」にあたらない（所基通 33－１）。 

 ⑵ 「譲渡」の意義

 「譲渡」の意義 「資産の譲渡」（33 条１項）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（最判昭 50.５.27 名古屋医師財産
分与事件 百選 42）。 
 ∵譲渡所得課税の趣旨（清算課税説） 

 財産分与が「譲渡」
にあたるか 

問題の所在：①財産分与としての資産の譲渡が「譲渡」にあた
るか。②「譲渡」にあたる場合，無償譲渡とすると，譲渡所得
の総収⼊⾦額の計算に関する特則（59 条１項）に財産分与が規
定されていないため，有償譲渡・無償譲渡のいずれと解すべき
か。 
↓ 
①「譲渡」にあたる。 
 ∵「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。 
②有償譲渡にあたる。 
 ∵財産分与に関し当事者の協議等が⾏われてその内容が具体的

に確定され，⽀払，譲渡等の分与が完了すれば，分与義務は
消滅するため，分与者は分与義務消滅という経済的利益を享
受したものというべき（最判昭 50.５.27 名古屋医師財産分
与事件 百選 42）。 

 ※譲渡所得の⾦額は財産分与義務の消滅益であり，分与の対
象となった資産の，分与時における時価である（36 条１項，
２項）。 
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 財産分与の名の下
で不相当に過⼤な
資産が譲渡された
場合，最判昭 50.
５.27（百選 42）
の射程が及ぶか 

及ばない。
 ∵最判昭 50.５.27（百選 42）は，「財産分与として」資産を譲

渡した場合に，分与者は「分与義務の消滅という経済的利益
を享受した」と述べている。 

↓ 
そして，財産分与としてされた資産の譲渡といえども，それが
明らかに過⼤である場合は，分与義務の消滅を伴うものではな
く譲渡所得税の対象とはならない（最判平 10.４.14）。 
よって，財産分与の名の下で明らかに過⼤な資産の譲渡がなさ
れた場合，上記判例の射程は及ばない。 

 財産分与を受けた
者が，その後分与
対象となった資産
を譲渡する場合の
当該資産の取得費

原則として，財産分与請求権と同額となる。財産分与を命ずる
判決等において，当該財産分与請求権の⾦額が明⽰されている
ときは，その⾦額がそのままその価額となり，また，分与され
る資産の価額が明⽰されている場合も，その資産の価額がその
まま財産分与請求権の価額と推認できる。 
 ∵離婚に伴う財産分与として資産を取得した場合，取得者は財

産分与請求権という経済的利益を消滅させる代償として当該
資産を取得したこととなる（東京地判平３.２.28）。 

 代償分割（遺産分
割に際して，特定
の財産の全てを特
定の相続⼈に取得
させる⼀⽅，その
財産を譲り受けた
者が，他の相続⼈
に対して現⾦等の
対価を⽀払う旨の
合意をすること）
が「譲渡」にあた
るか 

あたらない。
 ∵遺産分割の効果は相続開始時に遡及し，相続⼈はその時点で

遺産を取得したことになる（⺠法 909 条）。 
↓ 
そのため，相続⼈の⼀⼈が遺産分割協議に従い他の相続⼈に対
し代償としての⾦銭を交付して遺産全部を⾃⼰の所有にした場
合，遺産を取得した相続⼈が相続開始時に単独相続したことに
なるのであり，共有の遺産につき他の相続⼈である共有者から
その共有持分の譲渡を受けてこれを取得したことになるもので
はない。 
↓ 
すなわち，遺産全部を取得した者から，代償⾦を受け取った者
に対する「譲渡」は存在しない（最判平６.９.13 ⼟地代償分割
事件）。 
 ※相続財産は，相続⼈が 60 条１項１号の「相続」によって取

得した財産に該当することになる。その後，相続⼈がこれ
を他に売却した場合の譲渡所得の計算について，「４ 取
得費等の計算」を参照。 
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 ３ 譲渡所得を発⽣させない「資産の譲渡」 
 ⑴ 他の所得類型

となる場合 
①棚卸資産等の譲渡その他営利を⽬的として継続的に⾏われる
資産の譲渡による所得（33 条２項１号） 
 →事業所得となる。 
  ∵かかる利益は，資産の増加益ではなく，商品の仕⼊・売却

価額の差額により⽣じ，⼈的労⼒等を投⼊して⾏う事業活
動による付加価値を反映している。そのため，資産性所得
である譲渡所得とは区別される。 

②⼭林の伐採⼜は譲渡による所得（33 条２項２号） 
 →⼭林所得となる。

 ⑵ ⽣活⽤動産の
譲渡損益 

⽣活に通常必要な動産のうち，単価 30 万円以上の宝⽯類や美術
品を除いた物の譲渡により⽣じた所得に対しては，課税されな
い（９条１項９号，所令 25 条）。⼀⽅，譲渡損失が⽣じた場合
でも，所得額の計算に反映されない（９条２項１号）。 
 ∵⽣活⽤動産を購⼊価格以上で譲渡することは通常ありえない

うえ，譲渡益が⽣じたとしてもごく少額で，課税するのは適
切でない。また，かかる動産は値上がり⽬的で所有されるも
のではない。 

 サラリーマンが⾃
家⽤⾃動⾞を譲渡
したことに伴う譲
渡損失を給与所得
と損益通算できる
か 

問題の所在：⾃動⾞は「⽣活に通常必要でない資産」（69 条２
項）に該当するか 
↓ 
「⽣活に通常必要でない資産」であれば，69 条２項により給与
所得と損益通算することはできない（⼤阪⾼判昭 63.９.27 サラ
リーマン・マイカー訴訟）。 
仮に「⽣活に通常必要な動産」（９条１項９号，所令 25 条）で
あるとしても，その譲渡による損失の⾦額はないものとみなさ
れるので（９条２項１号），損益通算の規定（69 条）の適⽤有
無につき判断するまでもなく，右損失を給与所得から控除する
ことはできない（神⼾地判昭 61.９.24 サラリーマン・マイカー
訴訟（第１審））。 
【具体的な考慮要素】 
「⽣活に通常必要」か否かは，以下の考慮要素などにより判断
される。なお，裁判例は業務⽤途（通勤）であったかを判断の
ポイントとしている。 
①⾃動⾞の使⽤態様（全使⽤のうち，通勤のため使⽤する割合） 
②⾃動⾞を業務に供する義務の有無 
③⾃動⾞以外の通勤⽅法，それによる負担の有無（通勤定期券

購⼊代⾦が使⽤者から⽀給されているか）
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