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はしがき

　所得税は、納税者自身がその年の所得金額とこれに対する所得税額を計算し、
これらを申告して納税する申告納税制度を採用していますが、利子、配当、給
与などの特定の所得については、その所得者である納税者に代わって、その所
得の支払者がその支払の際に所得税を天引きして国に納付する源泉徴収制度も
取り入れています。
　この源泉徴収制度は、国の徴収事務の簡素化、能率化に適った制度であるだ
けでなく、納税者にとっても申告や納税の手間が省けるなどの点で、便利で合
理的な制度と評価されており、それゆえ外国においても多くの国で採用されて
います。我が国においては、遠く明治 32 年に公社債の利子に対し初めて導入
されて以来、昭和 15 年に給与所得についても採用されるなど長い歴史を有し
ています。令和４年度当初予算における租税及び印紙収入の合計金額（65 兆
2,350 億円）に占める源泉所得税額（17 兆 840 億円）の割合をみますと、消費
税に次いで第二位の 26.2％となっており、今や源泉徴収制度は、税制全体の
中で重要な地位を確立していると評価することができます。
　源泉徴収の対象となる所得は、源泉徴収制度導入後、漸次拡大され広範囲に
わたっています。加えて、近年はいわゆる国際化により非居住者及び外国法人
との間の取引が増大しており、租税条約も絡んで非居住者等に支払う金員が源
泉徴収の対象になるかどうかの判断が難しくなっているほか、最近は関係法令
の改正が連年のように行われており、これらをフォローしなくてはならない源
泉徴収義務者の負担も容易でないものと思います。
　また、源泉徴収義務者は、支払の際に所定の税額を徴収することが求められ
るため、源泉徴収を要することが一応想定される支払をする揚合には、速やか
にその要否を判断することが必要となりますが、法令、通達又は国税庁が公表
している各種の情報は、個々の具体的な問題に対し、常にすべての回答を用意
しているというような状況にありません。



目次索引

　そこで、本書を刊行するに当たっては、上述のような事情を踏まえ、具体的
な質問事例をできるだけ数多く取り上げることを念頭に、平成 23 年に本書を
刊行し、平成 24 年以降は隔年ごとに改訂してきました。今回、住宅借入金等
特別控除の改正や、短期退職手当等に係る退職所得の金額の改正など、その後
の税制改正事項を織り込むとともに、内容の見直しを行い、令和４年版として
刊行することになりました。本書は、令和４年版として刊行しておりますが、
令和５年以降に適用される改正事項も織り込んでおります。本書の問の数は
1,217 問と多岐にわたっており、源泉所得税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。
　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㈱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。
　
　令和４年 10 月

　編著者　吉田　行雄　
　　　　　　　　　　岡本　勝秀　

杉尾　充茂　
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２　本書の回答は、令和４年９月１日現在の法令、通達によっております。

第１　所得税の源泉徴収のあらまし

問１－１　所得税の源泉徴収の意義

　所得税の源泉徴収とは、どのようなことをいうのですか。

答…　所得税の源泉徴収とは、給与や退職手当、利子、配当等、報酬・料金など
所得税の源泉徴収の対象となる特定の所得を支払う際に、その支払をする者
がその支払う金額のうちから所定の所得税を差し引く（天引き）方法によっ
て徴収し、その徴収した所得税を一定の期限までに国に納付することをいい
ます。
　…　なお、この所得税を徴収して国に納付する義務を負う者を源泉徴収義務者

4 4 4 4 4 4 4

（法6）と呼び、その徴収して国に納付する所得税を源泉徴収に係る所得税
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

または源泉所得税
4 4 4 4 4

などと呼んでいます。
　注�　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（第36 参照）。

問１－２　源泉徴収の対象となる所得

　所得税の源泉徴収の対象となる所得には、どのようなものがありますか。

答　所得税の源泉徴収の対象となる所得には、次のものがあります。
　⑴…　居住者（国内に住所又は１年以上の居所のある人をいいます。）に支払

う次の所得
　　①　利子等
　　②　配当等
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　　③　給与等
　　④　退職手当等
　　⑤　公的年金等
　　⑥　報酬、料金等
　　⑦…　保険業法に規定する生命保険会社、損害保険会社等と締結した保険契

約に基づく年金
　　⑧　定期積金の給付補塡金等
　　⑨　匿名組合契約に基づく利益の分配
　　⑩　特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等
　　⑪　懸賞金付預貯金等の懸賞金等
　　⑫　割引債の償還差益等
　⑵…　内国法人（国内に本店又は主たる事業所のある法人をいいます。）に支

払う次の所得
　　①　利子等
　　②　配当等
　　③　定期積金の給付補塡金等
　　④　匿名組合契約等に基づく利益の配当
　　⑤　馬主が受ける競馬の賞金
　　⑥　懸賞金付預貯金等の懸賞金等
　　⑦　割引債の償還差益等
　⑶…　非居住者（居住者でない人をいいます。）に支払う特定の国内源泉所得（こ

の範囲については、第34 参照）
　⑷…　外国法人（内国法人でない法人をいいます。）に支払う特定の国内源泉

所得（この範囲については、第34 参照）
　⑸…　人格のない社団又は財団に支払う特定の所得（その社団又は財団が、国

内に本店又は主たる事務所をもっているものであれば、⑵に掲げるもの、
そうでないものであれば、⑷に掲げるもの）

問１－３　源泉徴収税額の徴収の時期とその納付期限

　所得税を源泉徴収する時期はいつですか。また、源泉徴収した税額はい
つまでに納付すればよいのですか。

答…　所得税を源泉徴収する時期は、源泉徴収の対象となる所得を「支払う際」
とされています。
　…　したがって、支払うことが定まっていても、現実に支払が行われるまでは、
源泉徴収をする必要はありませんが、支払が行われるときは、所定の所得税
を差し引いて、その残額をその支払を受ける人に交付するということになり
ます。
　…　ただし、例外として、配当等（投資信託又は特定受益証券発行信託の収益
の分配を除きます。）や法人の役員に対する賞与等については、その支払う
ことが確定してから１年を経過してもなお支払が行われないときは、その１
年を経過した日において支払が行われたものとみなされ、所得税を源泉徴収
することになっています（法181②、183②）。

　…　源泉徴収した税額は、原則として、その支払が行われた日の翌月 10 日（そ
の日が日曜日、休日又は土曜日であるときは、その休日明けの日）までに納
付すればよいことになっています。
　…　例えば、今月の 25 日に月給を支払った場合には、その月給から徴収した
所得税額は、翌月の 10 日までに納付することになります。
　…　ただし、この納付期限については、問 34－85 及び問 37－８の特例があり
ます。

問１－４　源泉徴収税額の納付方法

　源泉徴収した所得税を国に納付するには、どのようにしたらよいので
しょうか。

答�　源泉徴収した所得税を国に納付するには、e-Tax を利用して納付するか又
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は「所得税徴収高計算書（納付書）」（問 37－ 14 参照。この用紙は、税務署
から交付を受けられます。）に必要な事項を記載し、これに納付金額を添えて、
日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店（銀行の店舗は、そのほとんど
が日本銀行の代理店又は歳入代理店となっています。）、郵便局若しくは所轄
の税務署の窓口で納付します（法270、規80、通則法34①）。

問１－５　源泉徴収税額の未徴収又は未納付

　所得税の源泉徴収の対象となる所得を支払った者が、源泉徴収をしな
かった場合、又は徴収した税額を納付しなかった場合、どうなりますか。

答�　所得税の源泉徴収の対象となる所得を支払った者が、源泉徴収をしなかっ
たため源泉徴収をすべきであった税額を国に納付しなかった場合、又は源泉
徴収はしたがその税額を国に納付しなかった場合には、国（具体的には、税
務署長）は、源泉徴収して納付すべきであった税額を、その支払をした者か
ら徴収します（法 221）。この場合に、その支払をした者が、その支払の際
に所得税を源泉徴収していなかったときは、その支払をした者は国に納付し
た税額をその支払を受けた人に請求することができることになっています
（法 222）。
　…　なお、法定の期限までに国に納付しなかった場合には、その期限に遅れた
期間について延滞税（通則法60、措法94）を納付することとなるほか、そ
の遅れた理由のいかんによっては、不納付加算税又は重加算税が課されるこ
とになります（通則法67、68）。また悪質と認められるときは、刑事罰とし
ての罰則が適用されることもあります（法240）。

問１－６　源泉徴収税額の過大納付

　源泉徴収額を納め過ぎた場合には、その税額は返してもらえますか。

答�　所得税の源泉徴収の対象となる所得の支払をする者が、その源泉徴収税額

を納め過ぎるということは、次のような場合に生ずるものと思われますが、
次のような場合には、それぞれ次に掲げる差額を納め過ぎとなった税額とし
て、その所得の支払をした者に還付することになっています（基通181～
223共－6）。
　⑴…　源泉徴収額として納付すべき正当税額を超えて納付した場合（支払を受

ける人から過大に徴収して納付した場合はもちろん、納付税額だけを誤っ
た場合も含みます。）

　　　その納付額と正当税額との差額
　⑵…　源泉徴収の対象となる所得の支払額が誤払等により過大であったため、

その所得の支払者が正当な支払額を超える部分の金額をその支払を受けた
人から返還を受けた場合

　　…　その返還を受ける前の支払額に対する税額と、その支払額からその返還
を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額

　⑶…　源泉徴収の対象となる所得の支払が条件付の支払であったため、その条
件の成否により、その支払者が既に支払った金額の全部又は一部をその支
払を受けた人から返還を受けた場合

　　…　その返還を受ける前の支払額に対する税額と、その支払額からその返還
を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額

　…　なお、⑴の場合の例については問 10－40 を、⑵の場合の例については、
問 10－41 を、⑶の場合の例については、問 20－12 と問 17－28 を参照して
ください。

問１－７　源泉徴収税額の還付請求権の消滅時効の起算日

　源泉徴収税額を確定申告により精算し、納め過ぎとなった税金の還付請
求をしたいと思いますが、この還付請求はいつまでできるのですか。

答�　所得税法上は、確定申告書を提出する義務はありませんが、法律の規定に
従って税額の計算をすると源泉徴収税額や予定納税額などが納め過ぎになっ
ている場合には、その納め過ぎになっている税額の還付を受けるための確定
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第１　所得税の源泉徴収のあらまし

　⑵　配当所得
　　…　内国法人（非課税法人を除きます。）に配当等を支払う者や、内国法人

に支払われる国外投資信託等の配当等及び国外株式の配当等の国内におけ
る支払の取扱者は、その支払又は交付の際、20.42％（上場株式等の配当
等特定のものは15.315％）の税率により源泉徴収を行うこととされていま
す（法174二、212③、213②、措法８の２③、８の３②③、９の２①②、９の
３の２①、復興財確法28①②）。

　⑶　匿名組合契約等の利益の分配
　　…　内国法人に対し、国内において次に掲げる契約に基づく利益の分配の支

払をする者は、その支払の際その利益の分配につき20.42％の税率により
源泉徴収を行うこととされています（法174九、212③、213②、復興財確
法28①②）。

　　イ　匿名組合契約
　　ロ…　当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業か

ら生ずる利益を分配することを約する契約
　⑷　馬主に支払われる競馬の賞金
　　…　内国法人に対して、国内において次の表に掲げる報酬・料金等を支払う

者は、次の表の算式によって計算した額を源泉徴収することとされていま
す（法174十、212③、213②、復興財確法28①②）。

報酬・料金等 源泉徴税額
内国法人である馬主に対し競馬の賞と
して支払われる金品のうち、金銭で支
払われるもの

（左の賞金の額－控除金額）× 10.21％
　（注…）控除金額……同一人に対し１

回に支払われる賞金の金額につ
いて、その賞金の額の 20％相当
額と 60 万円との合計額

　⑸　金融類似商品の収益
　　…　内国法人に対し、国内において次に掲げる給付補塡金、利息、利益又は

差益の支払をする者は、その支払の際、15.315％の税率により源泉徴収す
ることとされています（法174三～八、212③、213②、復興財確法28①②）。

　　イ　定期積金の給付補塡金

申告書を提出することができることになっています（法122）。
　…　この還付を受けるための申告書には、申告書の提出期限が定められており
ませんから、翌年１月１日以降いつでもこれを提出して還付を受けることが
できます。もっとも、還付金についての請求権は請求ができる日から５年の
間に行使しない場合は、その権利は時効により消滅しますので（通則法74
①）、それまでに申告書を提出すればよいということになります。

問１－８　内国法人に対する源泉徴収

　当社は内国法人ですが、利子所得や配当所得以外にも所得税が源泉徴収
される所得があるようですが、具体的にはどのような所得が対象とされる
のでしょうか。

答�　内国法人に対して支払われる所得のうち、源泉徴収の対象とされるものは、
次のとおりです。なお、源泉徴収された所得税の額（令和２年以後、分配時
調整外国税相当額を除きます。）は、内国法人の法人税の確定申告の際に納
めるべき法人税の額から控除することができます（法法68）。
　⑴　利子所得
　　…　①内国法人に対し国内において利子等を支払う者、②内国法人に支払わ

れる国外公社債等の利子等の国内における支払の取扱者、③民間国外債の
利子を内国法人に対し国外において支払う者は、その支払又は交付の際、
その利子等に対し、15.315％の税率により源泉徴収を行うこととされてい
ます（法174一、212③、213②、措法３の３②③、６②、復興財確法28①
②）。

　　注　内国法人が支払を受ける利子等のうち、
　　　　①　金融機関の受ける利子等
　　　　②　金融商品取引業者等の受ける公社債の利子等
　　　　③…　資本金又は出資金の額が１億円以上の内国法人のうち一定のもの

が受ける公社債の利子などの利子等で、一定のもの
　　　　については、源泉徴収を要しないこととされています（措法８①②③）。
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第２　居住者と非居住者の区分

　　ロ　銀行法第２条第４項の契約に基づく給付補塡金
　　ハ　抵当証券の利息
　　ニ…　貴金属（これに類する物品を含みます。）の売戻し条件付売買の利益
　　ホ…　外国通貨で表示された預貯金で、その元本と利子をあらかじめ約定し

た率により本邦通貨又は他の外国通貨に換算して支払うこととされてい
るものの差益（いわゆる外貨投資口座の為替差益など）

　　ヘ…　一時払養老保険、一時払損害保険等の差益（保険期間等が５年以下の
もの及び保険期間等が５年を超えるもので保険期間等の初日から５年以
内に解約されたものに基づく差益）

⑹　懸賞金付預貯金等の懸賞金等
　…　内国法人に対し、国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をす
る者は、その支払等の際、15.315％の税率により源泉徴収することとされて
います（措法41の９、復興財確法28①②）。
　…　懸賞金付預貯金等の懸賞金等とは、国内において預貯金等（預貯金、合同
運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権又は定期積金等）に係る契約に
基づき預入等（預入、信託、購入又は払込み）がされた預貯金等を対象とし
てくじ引その他の方法により、支払等を受ける金品その他の経済上の利益（懸
賞金等）をいいます。

第２　居住者と非居住者の区分

問２－１　居住者、非居住者、非永住者の意義

　居住者又は非居住者とは、どのような人をいうのですか。

答�　居住者又は非居住者とは、それぞれ次に掲げる人をいいます（法２①三～五）。
　⑴…　居住者………所得税法の施行地（「国内」といいます。以下同じです。）

に住所がある人及び国内に住所がない人で国内に現在まで引き続いて１年
以上居所がある人

　　…　つまり、国内に居住する日本人は居住者であり、また、外国人でも国内
に住所があるか又は国内に引き続いて１年以上居住している人は居住者と
いうことになります。

　　…　なお、平成 18 年４月１日以後「日本の国籍を有しておらず、かつ、過
去 10 年以内の間、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が５年以
下の個人」は非永住者として取り扱われ、所得税を課税される所得の範囲
が多少狭くなっていますが、源泉徴収をされる所得の範囲は、一般の居住
者の場合と同様です。

　⑵　非居住者………居住者以外の個人
　　…　つまり、国内に居住していない外国人や、国内に居住している外国人の

うちで国内に住所がなく、しかも、引き続いて居住している期間が１年に
満たない人は非居住者ということになります。また、日本人でも国外に住
所を移した人は、非居住者となります。

問２－２　住所の意義

　所得税法にいう住所とは、どのようなものをいうのですか。
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第２　居住者と非居住者の区分

答�　所得税法に規定する住所の概念は、民法における住所の概念と同様に、各
人の生活の本拠をいいます（基通2－1）。この場合に、生活の本拠である
かどうかは、客観的な事実によって判定し、同一人については、同時に２か
所以上の住所はないものとされています。

問２－３　住所の判定

　国内に住所があるとか、ないとかいいますが、どのようにして判定する
のですか。

答�　国内に住所があるかどうかについては、次によって推定することになって
います。もちろん、これは推定ですから、この推定に対して反対の意思が表
明された場合には、その人の客観的な事実を基にしてあらためて住所の有無
を判定することになりますが、通常は、この推定に従って住所の有無が判定
されます（令14、15）。
　⑴…　国内に居住することとなった人が次のいずれかに該当するときは、その

人（その人と生計を一にする配偶者やその他その人が扶養する親族が国内
に居住するときは、これらの人も含みます。）の住所は国内にあるものと
推定されます。

　　①…　その人が国内において継続して１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。

　　②…　その人が日本の国籍を有し、しかも、その人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人の
職業、資産の有無等の状況に照らし、その人が国内において継続して１
年以上居住するものと推測するに足りる事業があること。

　⑵…　国外に居住することとなった人が次のいずれかに該当するときは、その
人（その人と生計を一にする配偶者その他その人が扶養する親族が国外に
居住するときは、これらの人も含みます。）の住所は国内にないものと推
定されます。

　　①…　その人が国外において継続して１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。
　　②…　その人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、しかも、その人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ていないこと、その他国内におけるその人の職
業、資産の有無等の状況に照らし、その人が再び国内に帰り、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。

　　…　なお、国家公務員又は地方公務員で外国において勤務する人（日本の国
籍がない人又は日本の国籍がある人で現に国外に居住し、しかも、その地
に永住すると認められる人を除きます。）の住所については、障害者等の
少額貯蓄非課税等の規定及び納税地の規定を適用する場合を除き、例外的
に国内にあるものとみなされています（法3、令13）。

問２－４　入国した外国人の住所の判定

　外国人が国内に入国した場合には、入国の日から国内に住所を有するこ
とになるのですか。
　聞くところによりますと、その人の職業が日本に継続して１年以上居住
することを通常必要とするものであれば住所を有することになるそうです
が、この１年以上居住することを通常必要とする職業とは、どのような職
業をいうのですか。

答�　国内に入国した外国人の職業が、国内に継続して１年以上居住することを
通常必要とするものであれば、その人は入国の時より国内に住所を有するも
のと推定されます。しかし、その人の職業が国内に継続して１年以上居住す
ることを通常必要とするものであるかどうかの判定の基準として、あらかじ
め各種の職業のすべてについて、この職業は１年以上居住することを必要と
するものであるといったような基準を設けることは実際上不可能なので、そ
の人の国内における在留期間が契約等によりあらかじめ１年未満となってい
る場合を除き、その人が国内において事業を営み又は職業に従事する限り、
その人の住所は国内にあるものと推定することになっています（令14、基


