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はしがき

　所得税の納税者は、所得者すなわち支払を受ける受給者ですが、源泉徴
収制度においては、所得の支払者がその所得を支払う際に所得税額（平成
25 年以降は復興特別所得税額を含みます。）を差し引いて国に納付するこ
ととされています。このため、所得の支払者である源泉徴収義務者は、そ
の者の責任において源泉徴収制度に関する事務を行うことになり、負担も
大きいものとなっていますが、同時に、所得者から所得税額を徴収すると
いう意味でも非常に重要な事務となっています。

　所得税の源泉徴収制度は、利子・配当・給与・退職等の各種所得、報酬・
料金、非居住者所得など広範囲に適用されていますが、従業員や役員の給
与・退職所得は多くの納税者にとって身近な所得であり、また、その支払
者にとっては頻繁に支払が生ずることから、源泉徴収事務の中でも給与・
退職所得に関する事務は大きな割合を占めています。

　本書は、このような給与・退職所得の源泉徴収事務を担当する方々のた
めに、給与・退職所得の源泉徴収に必要な法令・通達について一般的な解
説を行うとともに、国税庁の発遣した「個別通達」、国税庁又は国税局の「事
前照会に対する文書回答事例」、裁判所及び国税不服審判所の「判決・裁
決事例」を掲載し、さらに実務上問題となる質疑事例を「Ｑ＆Ａ」として
数多く収録し、できるだけ分かり易く解説したものです。
　本書が給与・退職所得の源泉徴収の実務に携わる皆様にとって執務の参
考になれば幸いです。
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　なお、本書は、法令出版発行の「源泉所得税相談事例集」の姉妹編とし
て平成 25 年に発刊され、今回、その後の改正等の見直しを行い、令和元
年版として刊行することとなりました。
　終わりに、本書の刊行の機会を与えていただいた法令出版㈱の鎌田順雄
氏をはじめ、執筆に当たり終始ご協力をいただいた同社の関係者に心から
敬意を表する次第です。
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１ 　解説及びＱ＆Ａ回答の末尾等に付した参照事項においては、次の略称
を使用しています。

　法   所得税法
　令   所得税法施行令
　規   所得税法施行規則
　措法   租税特別措置法
　措令   租税特別措置法施行令
　措規   租税特別措置法施行規則
　通則法  国税通則法
　通則法令  国税通則法施行令
　通則法規  国税通則法施行規則
　災免法   災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律
　災免法令   災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関

する法律に関する政令
　震災特例法   東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律
　復興財確法   東日本大震災からの復興のための施策を実施する

ために必要な財源の確保に関する特別措置法
　基通   所得税基本通達
　法基通  法人税基本通達
　措通   租税特別措置法関係通達（所得税法編）
　平７課法８－１ 国税庁長官通達年度、通達番号等

２　本書の回答は、令和元年５月１日現在の法令、通達によっております。
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１　源泉徴収義務者
　 　源泉徴収義務者とは、所得税や復興特別所得税を源

泉徴収して国に納付する義務のある者をいいます。源
泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会
社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁で
あっても、また、個人や人格のない社団・財団であっ
ても、すべて源泉徴収義務者とされています（法６、
復興財確法８②）。

　 　ただし、常時２人以下の家事使用人のみに対して給
与の支払をする個人が支払う給与や退職手当、弁護士
報酬などの報酬・料金等については、所得税の源泉徴
収を要しないこととされています（法184、200、204
②二）。

２　給与所得に対する源泉所得税及び復興特別所得税の
納税地

　⑴　納税地
　　 　源泉所得税は、その納税地の所轄税務署に納付す

ることになります。この場合の納税地は、次の⑵に
対するものを除き、給与所得の支払事務を取り扱う
事務所や事業所等のその支払の日における所在地と
されています（法17）。

　　 　したがって、例えば、本店の使用人等に対する給与
の支払事務はその本店で取り扱い、支店の使用人等
に対する給与の支払事務はその支店で取り扱ってい
るような場合には、その支払事務を取り扱っている
本店や支店の所在地が、それぞれその支払う給与に
対する源泉所得税の納税地であり、その納税地の所
轄税務署に源泉所得税を納付することになります。

　 　 　なお、その支払事務を取り扱う事務所や事業所等

問１－１（p.41）
～

問１－３（p.42）

参考１（p.27）
参考２（p.36）

第１章　総　　論

　所得税は、所得者自身が、所得金額と税額を計算し自
主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が
建前とされていますが、特定の所得については、その所
得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉
徴収制度が採用されています。
　この源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報
酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所
定の方法により所得税額を計算し、③その所得の支払金
額からその所得税額を差し引いて国に納付するというも
のです。
　また、復興特別所得税（後述「９」参照）において
も、平成25年１月１日から令和19年12月31日までの間に
生じる所得のうち、所得税の源泉徴収の対象とされてい
る所得については、所得税を徴収する際に、復興特別所
得税を併せて徴収し、徴収した所得税と併せて納付する
源泉徴収制度が採用されています。
　この源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特
別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを
除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額につ
いては確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税
額については、通常は年末調整という手続を通じて、精
算される仕組みになっています。
　このうち、給与所得の源泉徴収に関して必要な専門用
語や手続について、最初に説明しておきます。
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設けたこと（例えば、法人の設立、支店や営業
所の開設等）。

　　　ロ 　支店、営業所等で新たに給与の支払事務を取
り扱うこととなったこと。

　　　　注 　個人が新たに事業を始めたり、事業を行うた

めの事務所などを設けたりした場合には、別に

「個人事業の開業等届出書」を所轄税務署長に

提出することになっていますので（法229）、

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する

必要はありません（法230）。

　②�　「給与支払事務所等の移転（廃止）届出書」の
提出

　　　 　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の移転（廃止）届出書」を、その
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出
することとされています（法230、規99）。

　　　イ 　解散や廃業、休業、従業員全員の退職等によ
り給与の支払がなくなったこと。

　　　ロ 　支店や営業所等では給与の支払事務を取り扱
わなくなったこと。

　　　ハ 　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し
たこと。

　　　　注 　給与の支払事務を取り扱う事務所等を移転し

た場合には、移転前の納税地の所轄税務署長に

この届出書を提出することになっています（規

99）。また、個人の事業者が事業を行う事務所

等を移転したり廃止した場合には、「個人事業

の廃業等届出書」を所轄税務署長に提出するこ

とになっていますので（法229）、「給与支払事

の移転があった場合には、移転前の支払に対する源
泉所得税の納税地は、移転の届出書に記載すべき移
転後の事務所等の所在地とされています（法17、令
55①）。

　 　 　また、源泉徴収に係る復興特別所得税の納税地
は、源泉所得税の納税地とされていますので、源泉
徴収した復興特別所得税はその納税地の所轄税務署
に源泉所得税と併せて納付することになります（復
興財確法11②）。

　⑵　納税地の特例
　　 　次に掲げる所得に対する源泉所得税の納税地は、

それぞれ次に掲げる所在地とされています（令55
②）。

　　① 　国外において支払われる国内源泉所得とされる
給与等……給与等の支払者の国内にある事務所等
の所在地

　　② 　役員に対する賞与でその支払確定後１年を経過
した日までに支払がないため、同日において支払
があったとみなされるもの……同日においてその
支払をするものとしたならば、その支払事務を取
り扱うと認められるその支払者の事務所等の所在
地

　⑶　納税地に関する届出
　①　「給与支払事務所等の開設届出書」の提出

　　　 　給与の支払者は、次に掲げる事実が生じた場合
には、その事実が生じた日から１か月以内に「給
与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払
事務所等の所在地の所轄税務署長に提出すること
とされています（法230、規99）。

　　　イ 　新たに給与の支払事務を取り扱う事務所等を



第１章　総　　論 ４　源泉徴収をした所得税等の納付

76

や、土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が
納付期限となります（通則法10②、通則令２②）。
この納付期限までに納付がない場合には、源泉徴収
義務者は延滞税や不納付加算税などを負担しなけれ
ばならないことになります（通則法60、67、68）。

　⑵　納期の特例
　　 　給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義

務者については、その納付手続を簡単にするため
に、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金につい
て源泉徴収をした所得税等を次のように年２回にま
とめて納付する、納期の特例の制度が設けられてい
ます（法216）。

源泉所得税等の区分 納付期限

１月から６月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

７月 10 日

７月から 12 月までに支払った所得
から源泉徴収をした所得税等の額

翌年１月 20 日

　　 　この納期の特例の適用を受けるためには、所轄税
務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書」を提出してその承認を受けることが必要で
す（法217）。この承認申請書を提出した日の属する
月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通
知がない場合には、その申請をした月の翌月末日に
おいて承認があったものとされ、その申請をした月
の翌月に支払った所得（翌々月の納付分）からこの
特例が適用されます（法216、217⑤）。

　　 　なお、この納期の特例の適用を受けるための申請
書は、いつでも提出することができます。

　　注１ 　納期の特例の対象は、次に掲げるものに限られ

務所等の移転（廃止）届出書」を提出する必要

はありません（法230）。

３　源泉徴収をする時期
　 　所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期

は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
　 　したがって、これらの所得を支払うことが確定して

いても、現実に支払われなければ源泉徴収をする必要
はありません。

　注 　源泉徴収を行う際の「支払」とは、現実に金銭を交

付する行為のほか、元本に繰り入れ、又は預金口座に

振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為

とされています（基通181～223共－１）。

　　 　ただし、法人の役員に対する賞与について支払の確

定した日から１年を経過した日までにその支払がない

場合には、その１年を経過した日に源泉徴収をするこ

ととされています（法183②）。

４　源泉徴収をした所得税等の納付
　⑴　納付期限
　　 　源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税及び復興

特別所得税（「所得税等」といいます。）は、その源
泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日ま
でに納付しなければならないこととされています

（法181ほか）。
　　 　ただし、非居住者に対し国外において国内源泉所

得を支払った場合に源泉徴収をした所得税等の納付
期限は、その支払った月の翌月末日とされます（法
212②）。

　　 　なお、この納付期限の日が日曜、祝日などの休日

問１－４（p.43）

問１－５（p.44）
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その過誤納金が給与所得から徴収する所得税について
生じたものであるときは、還付請求書を提出して還付
を受けることに代え、「源泉所得税の誤納額充当届出
書」を提出して、その事務所等で以後納付することに
なる給与に対する税額のうちから控除する方法により
還付する便法が認められています（基通181～223共－
６）。

６　不納付加算税、延滞税
　 　源泉徴収義務者が、源泉所得税等を法定納期限まで

に納付しなかった場合には、本税のほかに次の不納付
加算税等及び延滞税が賦課されます。

　⑴　不納付加算税（通法67）
　　　納付税額×10％（又は５％）
　　　　＝不納付加算税の額（5,000円未満不徴収）
　　 　法定納期限後に自主的に納付した場合において、

調査があったことにより納税告知があるべきことを
予知してされたものでないときは、５％に軽減され
ます。

　　 　ただし、法定納期限までに納付しなかったことに
ついて正当な理由があると認められる場合には、課
税されません。

　⑵　重加算税（通法68③）
　　　納付税額×35％
　　　　＝重加算税の額（5,000円未満不徴収）
　　 　納税者が、事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は

仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づ
き源泉所得税等を法定納期限までに納付しなかった
ときは、不納付加算税に代え、本税の35％相当額の
重加算税が賦課されます。

参考１（p.27）

問１－８（p.46）

問１－９（p.47）

参考１（p.32）

問１－10（p.48）

ます（法216）。

　　　　⑴ 　給与及び退職手当（非居住者に支払ったこれ

らのものを含みます。）について源泉徴収をし

た所得税等

　　　　⑵ 　弁護士（外国法事務弁護士を含みます。）、司

法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理

士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測

量士、建築士等に支払った所得税法第204条第

１項第２号に掲げる報酬・料金について源泉徴

収をした所得税等

　　　２ 　申請書の用紙は、税務署に用意してあるほか、

国税庁ホームページにも掲載されています。

　⑶　納付の手続
　　 　源泉徴収をした給与所得に対する所得税等は、

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納
付書）（一般用及び納期特例用）」（略号○給 ）を添え
て最寄りの金融機関や所轄の税務署の窓口で納付し
ます（法220、規80、通則法34①、復興財確法28
⑤）。

　　 　また、e-Tax を利用して納付することもできます。

５　誤納額の還付
　 　源泉徴収義務者が源泉所得税等として正当税額を超

えて納付した場合には、正当税額と納付税額との差額
は、その納付の日に生じた過誤納金として、納税地の
所轄税務署長から源泉徴収義務者に還付されることに
なっています。

　 　この場合、源泉徴収義務者がその過誤納金の還付を
受けるには「源泉所得税の誤納額還付請求書」を納税
地の所轄税務署長に提出する建前となっていますが、

問１－６（p.44）

問１－７（p.45）

参考２（p.39）
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　①　給与所得の源泉徴収票の提出
　　　 　居住者に対して給与の支払をする者は、年末調

整終了後に各受給者について、その年の１月から
12月までの間に支払の確定した給与の金額や源泉
徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収
票」を２部作成し、そのうち１部を合計票に添付
して翌年１月31日まで（年の中途で退職した受給
者については、退職後１か月以内）に税務署長に
提出し、他の１部を受給者に交付しなければなり
ません（法226①、規93①）。

　　　 　なお、年の中途で退職した受給者の源泉徴収票
については、その他の受給者分と併せて退職の年
の翌年１月31日までに税務署長に提出することと
して差し支えありません。

　　　 　また、給与の支払をする者が税務署長に提出す
る「給与所得の源泉徴収票」には、受給者、控除
対象配偶者（年末調整の適用を受けていない者に
ついては、源泉控除対象配偶者）、特別控除対象
配偶者、控除対象扶養親族及び給与の支払をする
者の個人番号又は法人番号を記載する必要があり
ます。

　　　 　ただし、受給者に交付する「給与所得の源泉徴
収票」については、受給者等の個人番号又は法人
番号を記載しないこととされています。

　　　注 　源泉徴収票及び支払調書は、書面による提出の

ほか e-Tax による提出や光ディスク等による提出

もできます。

 　　　　 　なお、平成26年１月１日以後、源泉徴収票や支

払調書を提出する場合において、その種類ごと

に、その年の前々年に提出すべきであった源泉徴

問１－12（p.50）

問１－13（p.51）

　⑶　延滞税（通法60）
　 　 　未納税額（本税の額）×期間（日数）×年利2.6％

（２か月経過後8.9％）
　　　　＝延滞税の額（1,000 円未満不徴収）
　　　注１ 　本税の額に10,000円未満の端数があるとき、

又はその税額の全額が10,000円未満であるとき

は、その端数又はその全額を切り捨てます。

　　　　２ 　「期間」は、法定納期内の翌日から納付する

日までの日数です。

　　　　３ 　平成26年１月１日以後の期間に対応する延滞

税は、次のとおりです（措法94、平25改正法附

則90）。

　　　　　① 　２か月以内……特例基準割合に年１％を加算

した割合（加算した割合が年 7.3％を超える場

合には、年 7.3％の割合）とされ、平成 30 年１月

から令和元年 12 月 31 日までの期間は、年 2.6％

とされています。

　　　　　② 　２か月経過後……特例基準割合に年7.3％を

加算した割合とされ、平成30年１月１日から令

和元年12月31日までの期間は、年8.9％とされ

ています。

　　　　　　※ 　「特例基準割合」とは、各年の前々年の10

月から前年の９月までの各月における銀行

の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12

で除したものを基に、各年の前年の12月15

日までに財務大臣が告示する割合に、年

１％の割合を加算した割合をいいます。

７　源泉徴収票の提出
　⑴　給与所得の源泉徴収票

問１－11（p.48）


