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　最初の事案は、相続税における重加算税の
賦課決定処分が、隠蔽又は仮装の事実はな
かったとして取り消された事例（令和元年
11月19日裁決・裁決事例集No.117）。
　本事案は、請求人の母（本件相続人）が、
相続財産の一部である本件預金を関与税理士
に伝えず申告漏れとなったことに対し、原処
分庁が、本件相続人が本件預金を隠蔽したと
して、重加算税賦課決定処分を行ったもの。
調査担当者が作成した調査報告書には、隠蔽
行為に係る関与税理士の申述が記載されてい
る（図1参照）。

　審判所は、関与税理士の申述内容からは、
本件相続人が関与税理士に対し、本件預金の
存在を過失により伝えなかったのか、意図的
に伝えなかったのかということまでは判別で
きず、あえて本件預金の存在を伝えなかった
という意図まで読み取ることは到底できない
などと指摘。本件相続人が相続財産を過少に
申告する意図を有し、その意図を外部からも
うかがい得る特段の行動をした上、その意図
に基づく過少申告をしたものと認めることは
できないと判断した。

所得税額控除額 ＝  各連結法人の配当等に対する所得税の額の合計額  ×　
A＋（B－A）×1/2

B

A＋（B－A）×1/12
B

計算期間が1年以下のもの

計算期間が1年超のもの

各連結法人の配当等に対する所得税の額の合計額  ×

A：各連結法人が配当等の計算期間の開始時に所有する元本の数の合計額
B：各連結法人が配当等の計算期間の終了時に所有する元本の数の合計額

請求人

請求人

請求人

押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

税務署

【図1】資本金額の説明義務違反により、約950万円の賠償命令が下された事件【図1】押印のない相続税の共同申告書が期限内申告書として有効と判断された事件

【図2】金地金の申告漏れに関する相続税更正処分および重加算税賦課決定処分が取り消された事件

【図2】課否判定のミスにより、加算税や修正申告手数料について賠償命令が下された事件
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被告税理士

被告税理士 原告会社

原告代表者

被相続人

請求人

請求人
（相続人）

裁判所

▶医療法人設立の主な目的は節税であった。被告税理士は節税の目的に沿うよう資本金を
1,000万円未満にするように説明・指導する義務があったにもかかわらずこれを怠った。

▶資本金を1,000万円未満とした場合に免除されるはずであった2期分の消費税1,574万
円のうち、その全額が経費計上されていたことによる減税効果（1,574万円×法定実効
税率39.24％）を差し引いた956万円について被告税理士に対し賠償命令。

節税対策として個人医院の法人化を相談。

法人化をした方が節税効果あり。医療法人
設立認可などの手続きなどの一部を被告税
理士が行う旨の本件契約を締結。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課処分。

❶

❶申告書作成などを内容とす
る税理士顧問契約を締結。

❺
過少申告加算税・延滞税、
修正申告書の作成手数料
（総額8万7,300円）に
ついて損害賠償を請求。

❷被告税理士が作成した消
費税申告書などを提出。

❸
税務調査のなかで、不
課税取引に当たる香典・
見舞金、アルバイト料を
課税取引とした点など
が誤りであると指摘。

❹他の税理士に修正申告書の作成を
依頼したうえで修正申告。

❹
設立後2期分の消費税が免除となるように、資本金を1,000
万円未満とするよう指導すべき義務があった。設立後2期分
の消費税相当額（1,574万円）の損害賠償を請求。

国税不服審判所

国税不服審判所

資本金1億円超で原告医療法
人を設立。設立後2期分の消
費税1,574万円を納付。

被告税理士が一部敗訴

▶第一次申告書は請求人の意思に基づいて提出されたものと認められる。また、第一次申
告書は、押印を除き、申告書の要件を具備しているため、押印がないことは単なる押印漏
れにすぎない。したがって、第一次申告書は、期限内申告書（通則法17）に該当する。
無申告加算税を全部取消し

▶原処分庁が主張する事情（①生前、被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②
調査対象業者等に売却した事実がないこと、③被相続人が金地金を贈与した事実がないこ
と）は、本件相続開始日に本件金地金が被相続人の相続財産として存在したと認めるには
十分とはいえないため、本件金地金は請求人が取得した相続財産であるとは認められない。
相続税更正処分および重加算税を全部取消し

裁判所

原告会社は、他の税理士法人の税理士に修正申告書の作成業務を依頼して消費税の追加納
税をしたほか、過少申告加算税および延滞税にくわえ、修正申告手数料の負担を余儀なく
された。本件顧問契約上の善管注意義務違反による損害賠償として、被告税理士に対し8
万7300円の賠償命令。

被告税理士が敗訴

原告医療法人個人医院

原処分庁
（税務署）

原処分庁
（税務署）

請求人
（相続人）

❶

❷

❷
❸
❹
押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

❺

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

❸

❹

金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課決定処分。

❸金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

❹

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

無申告加算税の取り消しを求め審査請求。

被相続人に関する
相続が発生。

❷

❺
更正処分等の取り消
しを求め審査請求。

被相続人の死亡により相続が発生。

❺更正処分等の取り消しを求め審査請求。

請求人（相続人）

被相続人

金地金18.4kgを業者から取得。
（18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。）

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

【図】太陽光発電設備に関する課税仕入の計上に対し重加算税が賦課されるまでの経緯

【図表1】派遣事業に関する収入等を除外した請求人対する重加算税が取り消された事例

【図表3】相続時精算課税制度との併用で贈与税納税猶予取消時の負担を軽減

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）
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❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

清算方式とDES方式
の2つの方式を提案

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策
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【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資（原告会社に
債務消滅益が発生）

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

本件課税期間（26年3月期） 翌課税期間（27年3月期）

平成25年4月1日 9月30日 平成26年3月31日 7月15日 平成27年3月31日

太陽光発電設
備に関する設置
工事を約2億7
千万円で発注。

太陽光発
電設備の
引渡し。

本件課税期間（26年3月期）
の課税仕入に太陽光発電設備の
取得費を含めて消費税を申告。
請求書（請求人が作成）には、
欄外に補足として「工事完了は
3月31日までとする。」と記載。

❶ ❸❷

税務署
（原処分庁）

▶太陽光発電設備の引渡日は翌課税期間（27年3月期）であるから、その取得費は本件課
税期間（26年3月期）の課税仕入に含めることはできない旨を指摘。

▶本件課税期間の末日（26年3月末）までに工事が完了しないにもかかわらず、請求人が
同日までに完了する旨記載した内容虚偽の請求書を作成して、太陽光発電設備の取得費
を課税仕入に含めたことは事実の仮装（通則法68①）に当たると判断し、請求人に対し
て消費税に係る重加算税の賦課決定処分。

審判所

請求人が派遣事業に関する帳簿を作成していないのはパソコン等に保存した請求書等の書
類等により収入金額、必要経費およびおおよその利益を把握することができたためである
可能性が残り、請求人が派遣事業に関する正当な収入金額等を秘匿するためにあえて帳簿
を作成しなかったとまでは断定し難い。請求人が派遣事業に関する帳簿を作成していなか
ったことをもって過少申告等の意図を外部からもうかがい得る特段の行動とまでは評価す
ることができない。

【事例】

【贈与税の納税猶予の適用を受けたが、取り消された場合】（現行制度）

【贈与税の納税猶予の適用を受けたが、取り消された場合】
（相続時精算課税制度との併用を認める場合）

・総議決権株式数1万株、1株3万円、株価総額3億円。
・先代経営者は株式全体の3分の2（2億円）を保有しており、後継者へ当該株式の全株を移転する。
その他の資産なし。

・相続人は後継者1名のみ。

先代経営者

後継者 贈与税納税猶予 贈与税納税
約1億300万円

相続税納税
0円

約1億
　300万円

4,860万円

贈与
認定
取消

相続
発生

先代経営者

後継者 贈与税納税猶予 贈与税納税
3,500万円

相続税納税
1,360万円

贈与
認定
取消

相続
発生

※取消時の負担軽減措置を適用 特別控除2,500万円
税率20％

※納付税額は、先代経営者の息子が後継者になることを前提に算出（利子税は考慮外）。
※親族外承継の場合、親族外の後継者には相続税額の2割に相当する金額が加算される。また贈与税額も高くなるケースがある。

（出典：経済産業省資料を一部加工）

原処分庁 医療機関等
（取引先）

派遣事業に関する収入
等を除外したうえで所
得税等の確定申告。

❸

派遣事業に関する収入
等を申告しなかったこと
などが事実の隠ぺい行
為に当たると判断し、重
加算税の賦課決定等。

❹

診療放射線技師を派
遣する事業に関する業
務委託契約を締結。

❶

業務委託料を請求人
が管理する口座に振
込み。

❷

重加算税の賦課決定を取り消す

請求人

【図表2】無申告または過少申告をしていた請求人に対する重加算税が取り消された事例

審判所

請求人には無申告または過少申告行為があったとは認められるものの、その行為は無申告
または過少申告行為そのものであって、無申告または過少申告の意図を外部からもうかが
い得る特段の行動には当たらない。事業に関する帳簿を作成せず、原始記録の一部しか保
存していなかったものの、意図的に事業所得に関する原始記録を破棄したとまでは認めら
れないため、請求人に無申告または過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動
があったとは認められない。

原処分庁

平成25年分について実態を反映しない内容の申告書を提出
（平成23年分と平成24年分は無申告）❶

❷

重加算税の賦課決定を取り消す

仮装隠ぺいの事実があったと判断し、重加算税の賦課決定等。

• P、S1、S2、S3からなる100％グループがあると
する。
• S1には含み損30の資産100があるとする。
• Pが有するS1株の簿価は300とする。S1に含み
損資産があるため、S1株にもそれに相当する含
み損30があるとする。

P

S1 S2 S3

S1 S1

【図1】調査報告書の記載事項

【図2】調査報告書の記載事項

【図表1】

【調査担当者】
本件預金を先生に見せていないということは、隠蔽ととられませんか。

【関与税理士】
わたしに見せていないのだからそうなります。

【図1】調査報告書の記載事項

【調査担当者】
本件預金を先生に見せていないということは、隠蔽ととられませんか。

【関与税理士】
わたしに見せていないのだからそうなります。

売上げ

仮受金

駐車場料金

本件駐車場料金

代表者の指示？

〇今期は、所得増加が見
込まれていた。

〇少しでも納める税金を
減らすことを考えた。

〇私が経理担当者に仮
受金として経理するこ
とを指示した。

【質問応答記録書】

【図2】調査報告書の記載事項

売上げ

仮受金

駐車場料金

本件駐車場料金

代表者の指示？

〇今期は、所得増加が見込まれていた。
〇少しでも納める税金を減らすことを考えた。
〇私が経理担当者に仮受金として経理することを指示した。

【質問応答記録書】

【図2】調査報告書の記載事項

売上げ

仮受金

駐車場料金

本件駐車場料金

代表者の指示？

〇今期は、所得増加が見込
まれていた。
〇少しでも納める税金を減
らすことを考えた。
〇私が経理担当者に仮受
金として経理することを
指示した。

【質問応答記録書】

利用者 利用者

利用者

　国税不服審判所による原処分の取消事案について、課税当局は、事案の概要、取消裁決に
至った主な原因、今後の調査に向けた教訓等を調査担当者に周知している。本特集では、質問
応答記録書の記載内容等から重加算税が取り消された事例に係る課税当局の原因分析・調査の
教訓を紹介する。課税当局が調査で重加算税賦課を見込む場合の証拠収集姿勢をうかがうこと
もできそうだ。

重加算税取消裁決に係る
当局の原因分析・教訓

調査で明らかにされる事項とは

重加算税取消裁決に係る
当局の原因分析・教訓

申述内容から相続人の意図まで読み取ることは到底できない

テキストボックス
◉週刊T&Amaster   　商品概要     https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531.html☎0120-6021-86 　　 見本誌請求  http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html　　　　　　　　　 立ち読みコーナー　http://www.lotus21.co.jp/ta

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/2531
http://www.lotus21.co.jp/ta
テキストボックス
最新号を含む見本誌を無料で進呈しております。下記よりご請求下さい

http://www.lotus21.co.jp/mihonsi.html
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　次の事案は、駐車場料金の仮受金経理に対
する重加算税賦課決定処分が、隠蔽又は仮装
の事実はないとして取り消された事例（令和
元年12月16日裁決）。

　請求人は、公園の指定管理者として請求人
の収入とすべき公園の駐車場料金の一部（本
件駐車場料金）を仮受金として経理。これに
対し、原処分庁が、当該経理は請求人の代表

　課税当局は、取消裁決に至った主な原因と
して、以下の点を挙げている。

（1）原処分調査において保全した調査報告
書には、事実の隠蔽又は仮装に関する本件
相続人の申述はなく、関与税理士の申述し
か記載されていなかった。さらに、本件相
続人が関与税理士に対して本件預金の存在
を意図的に伝えなかったことをうかがわせ
る事項も記載されていなかった。（⇒審判
官に対して納税者に事実の隠蔽又は仮装の
行為があったという心証を抱かせる事項が
記載されていなかった）。

（2）審判官は、申述内容を明確にするため
に関与税理士へ質問調査を実施し、その結

果、本件相続人に事実の隠蔽又は仮装の行
為があったと認めることはできないと判断
している（⇒審判官は関与税理士の申述事
項を自ら再確認し検証している）。

　その上で、今後の調査に向けた教訓とし
て、審判所の事実認定（使用済通帳として破
棄できる状況にありながら調査が行われるま
で保管し、調査の際には調査担当職員に使用
済通帳を素直に提示したこと、預金の申告漏
れを指摘されると特段の弁明をすることなく
修正申告したことなど）と反対の事実を示す
ような間接証拠を保全し、過少申告の意図等
を推認することができるか検討するのも一つ
の方法としている（下掲参照）。

隠蔽があったという心証を抱かせる事項の記載がなかった

公園の指定管理者が駐車場料金の一部を仮受金経理

〇　相続税の申告書の作成を依頼した税理士へ被相続人の財産を提示しなかった事実を相続人が「意図的
に伝えなかった」と評価するためには、相続人へ質問調査を実施して当該不提示の理由を確認する必要
があります。そして、重加算税を賦課決定する場合には、証拠保全した質問応答記録書に「意図的に伝
えなかった」ことをうかがわせる事項が記載されていなければなりません。

〇　裁決では、原処分庁の調査における「①過少申告の意図」の立証が不足していると判断し、本件相続
人は本件預金の通帳が使用済通帳として破棄できる状況にありながら本件調査が行われるまで保管し、
本件調査の際には本件調査担当職員の求めに応じて本件預金の使用済通帳を素直に提示したことや、本
件預金の申告漏れを指摘されると特段の弁明をすることなく修正申告したことなどの状況を事実認定し
た上で、これらの状況を総合的に判断し「①過少申告の意図、②特段の行動、③その意図に基づく過少
申告」が認められないとしています。

　　そうすると、過少申告の意図等について直接証拠の保全が困難な場合には、これらの事実認定と反対
の事実を示すような間接証拠を保全し、過少申告の意図等を推認することができるか検討するのも一つ
の方法といえそうです。

【今後の調査に向けた教訓】
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　課税当局は、取消裁決に至った主な原因と
して、本件申述が①指示がいつ、どこで、ど

のようになされたかといった点が不明であり
その内容に具体性がないこと、②行為の動機

者による経理担当者への指示によるものであ
り、隠蔽又は仮装の事実に該当するとして、
重加算税賦課決定処分を行った。原処分庁

は、経理処理及び経理処理に係る経緯をまと
めた代表者の申述（質問応答記録書）を証拠
としている（図2参照）。

　争点は、隠蔽又は仮装に該当する事実が
あったか否か。
　原処分庁は、請求人は本件駐車場料金が請
求人の収入であることを前提とする内容の収
支計算書を作成し、本件駐車場料金が請求人
の収入であることを認識していた。また、請
求人の代表者は、同人が経理担当者に対し、
本件駐車場料金を仮受金として経理処理する
よう指示した旨申述（本件申述）しているこ
とから、「隠蔽し、又は仮装し」に該当する
事実があったと主張。
　これに対し審判所は、①収支計算書は公園
の設置者が定めた書式であり、請求人は当該

様式を使用するほかなかったことから、これ
をもって直ちに、請求人が本件駐車場料金を
収入と認識していたとはいえない。②代表者
の申述には、経理担当者への指示に関して具
体性に欠ける点が多く、指示の存在も疑わし
い。③税金を減らすためという当該指示の動
機についても、請求人が減価償却費を計上し
ていないという客観的な経理状況と整合せ
ず、疑問があると言わざるを得ないと指摘。
本件申述は、その信用性を直ちに認めること
はできず、請求人に隠蔽又は仮装と評価すべ
き行為があったということはできないとし
た。

代表者の申述は具体性に欠け、指示の存在も疑わしい

時間が限られた調査で、せっかく得られた申述なのだから

所得税額控除額 ＝  各連結法人の配当等に対する所得税の額の合計額  ×　
A＋（B－A）×1/2

B

A＋（B－A）×1/12
B

計算期間が1年以下のもの

計算期間が1年超のもの

各連結法人の配当等に対する所得税の額の合計額  ×

A：各連結法人が配当等の計算期間の開始時に所有する元本の数の合計額
B：各連結法人が配当等の計算期間の終了時に所有する元本の数の合計額

請求人

請求人

請求人

押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

税務署

【図1】資本金額の説明義務違反により、約950万円の賠償命令が下された事件【図1】押印のない相続税の共同申告書が期限内申告書として有効と判断された事件

【図2】金地金の申告漏れに関する相続税更正処分および重加算税賦課決定処分が取り消された事件

【図2】課否判定のミスにより、加算税や修正申告手数料について賠償命令が下された事件

❶

❷

❸

被告税理士

被告税理士 原告会社

原告代表者

被相続人

請求人

請求人
（相続人）

裁判所

▶医療法人設立の主な目的は節税であった。被告税理士は節税の目的に沿うよう資本金を
1,000万円未満にするように説明・指導する義務があったにもかかわらずこれを怠った。

▶資本金を1,000万円未満とした場合に免除されるはずであった2期分の消費税1,574万
円のうち、その全額が経費計上されていたことによる減税効果（1,574万円×法定実効
税率39.24％）を差し引いた956万円について被告税理士に対し賠償命令。

節税対策として個人医院の法人化を相談。

法人化をした方が節税効果あり。医療法人
設立認可などの手続きなどの一部を被告税
理士が行う旨の本件契約を締結。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課処分。

❶

❶申告書作成などを内容とす
る税理士顧問契約を締結。

❺
過少申告加算税・延滞税、
修正申告書の作成手数料
（総額8万7,300円）に
ついて損害賠償を請求。

❷被告税理士が作成した消
費税申告書などを提出。

❸
税務調査のなかで、不
課税取引に当たる香典・
見舞金、アルバイト料を
課税取引とした点など
が誤りであると指摘。

❹他の税理士に修正申告書の作成を
依頼したうえで修正申告。

❹
設立後2期分の消費税が免除となるように、資本金を1,000
万円未満とするよう指導すべき義務があった。設立後2期分
の消費税相当額（1,574万円）の損害賠償を請求。

国税不服審判所

国税不服審判所

資本金1億円超で原告医療法
人を設立。設立後2期分の消
費税1,574万円を納付。

被告税理士が一部敗訴

▶第一次申告書は請求人の意思に基づいて提出されたものと認められる。また、第一次申
告書は、押印を除き、申告書の要件を具備しているため、押印がないことは単なる押印漏
れにすぎない。したがって、第一次申告書は、期限内申告書（通則法17）に該当する。
無申告加算税を全部取消し

▶原処分庁が主張する事情（①生前、被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②
調査対象業者等に売却した事実がないこと、③被相続人が金地金を贈与した事実がないこ
と）は、本件相続開始日に本件金地金が被相続人の相続財産として存在したと認めるには
十分とはいえないため、本件金地金は請求人が取得した相続財産であるとは認められない。
相続税更正処分および重加算税を全部取消し

裁判所

原告会社は、他の税理士法人の税理士に修正申告書の作成業務を依頼して消費税の追加納
税をしたほか、過少申告加算税および延滞税にくわえ、修正申告手数料の負担を余儀なく
された。本件顧問契約上の善管注意義務違反による損害賠償として、被告税理士に対し8
万7300円の賠償命令。

被告税理士が敗訴

原告医療法人個人医院

原処分庁
（税務署）

原処分庁
（税務署）

請求人
（相続人）

❶

❷

❷
❸
❹
押印がある申告書（第二次申告書）を法定期限後に提出。

❺

期限後申告を理由に無申告加算税の賦課決定処分。

❸

❹

金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

金地金14.8kgを申告漏れ財産と認定。
相続税更正処分および重加算税賦課決定処分。

❸金地金2.3kgを被相続人の相続財産として申告。

❹

押印のない相続税の共同申告書（第一次申告書）を法定期限内に提出。

押印がないため申告書を改めて提出するよう依頼。

無申告加算税の取り消しを求め審査請求。

被相続人に関する
相続が発生。

❷

❺
更正処分等の取り消
しを求め審査請求。

被相続人の死亡により相続が発生。

❺更正処分等の取り消しを求め審査請求。

請求人（相続人）

被相続人

金地金18.4kgを業者から取得。
（18.4kgのうち1.5kgは親族へ贈与。）

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

【図】太陽光発電設備に関する課税仕入の計上に対し重加算税が賦課されるまでの経緯

【図表1】派遣事業に関する収入等を除外した請求人対する重加算税が取り消された事例

【図表3】相続時精算課税制度との併用で贈与税納税猶予取消時の負担を軽減

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

清算方式とDES方式
の2つの方式を提案

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に債務消滅益が発生

【図】被告税理士法人が提案した相続税対策

被告税理士法人 原告会社
代表者 原告会社

（債務超過）

❶

❷

❸
原告会社に対する債
権（約11億円）の相
続税対策を相談

DES方式を採用し、
債権（約10億円）を
現物出資（原告会社に
債務消滅益が発生）

清算方式とDES方式
を提案

原告会社に
債務消滅益が発生

本件課税期間（26年3月期） 翌課税期間（27年3月期）

平成25年4月1日 9月30日 平成26年3月31日 7月15日 平成27年3月31日

太陽光発電設
備に関する設置
工事を約2億7
千万円で発注。

太陽光発
電設備の
引渡し。

本件課税期間（26年3月期）
の課税仕入に太陽光発電設備の
取得費を含めて消費税を申告。
請求書（請求人が作成）には、
欄外に補足として「工事完了は
3月31日までとする。」と記載。

❶ ❸❷

税務署
（原処分庁）

▶太陽光発電設備の引渡日は翌課税期間（27年3月期）であるから、その取得費は本件課
税期間（26年3月期）の課税仕入に含めることはできない旨を指摘。

▶本件課税期間の末日（26年3月末）までに工事が完了しないにもかかわらず、請求人が
同日までに完了する旨記載した内容虚偽の請求書を作成して、太陽光発電設備の取得費
を課税仕入に含めたことは事実の仮装（通則法68①）に当たると判断し、請求人に対し
て消費税に係る重加算税の賦課決定処分。

審判所

請求人が派遣事業に関する帳簿を作成していないのはパソコン等に保存した請求書等の書
類等により収入金額、必要経費およびおおよその利益を把握することができたためである
可能性が残り、請求人が派遣事業に関する正当な収入金額等を秘匿するためにあえて帳簿
を作成しなかったとまでは断定し難い。請求人が派遣事業に関する帳簿を作成していなか
ったことをもって過少申告等の意図を外部からもうかがい得る特段の行動とまでは評価す
ることができない。

【事例】

【贈与税の納税猶予の適用を受けたが、取り消された場合】（現行制度）

【贈与税の納税猶予の適用を受けたが、取り消された場合】
（相続時精算課税制度との併用を認める場合）

・総議決権株式数1万株、1株3万円、株価総額3億円。
・先代経営者は株式全体の3分の2（2億円）を保有しており、後継者へ当該株式の全株を移転する。
その他の資産なし。

・相続人は後継者1名のみ。

先代経営者

後継者 贈与税納税猶予 贈与税納税
約1億300万円

相続税納税
0円

約1億
　300万円

4,860万円

贈与
認定
取消

相続
発生

先代経営者

後継者 贈与税納税猶予 贈与税納税
3,500万円

相続税納税
1,360万円

贈与
認定
取消

相続
発生

※取消時の負担軽減措置を適用 特別控除2,500万円
税率20％

※納付税額は、先代経営者の息子が後継者になることを前提に算出（利子税は考慮外）。
※親族外承継の場合、親族外の後継者には相続税額の2割に相当する金額が加算される。また贈与税額も高くなるケースがある。

（出典：経済産業省資料を一部加工）

原処分庁 医療機関等
（取引先）

派遣事業に関する収入
等を除外したうえで所
得税等の確定申告。

❸

派遣事業に関する収入
等を申告しなかったこと
などが事実の隠ぺい行
為に当たると判断し、重
加算税の賦課決定等。

❹

診療放射線技師を派
遣する事業に関する業
務委託契約を締結。

❶

業務委託料を請求人
が管理する口座に振
込み。

❷

重加算税の賦課決定を取り消す

請求人

【図表2】無申告または過少申告をしていた請求人に対する重加算税が取り消された事例

審判所

請求人には無申告または過少申告行為があったとは認められるものの、その行為は無申告
または過少申告行為そのものであって、無申告または過少申告の意図を外部からもうかが
い得る特段の行動には当たらない。事業に関する帳簿を作成せず、原始記録の一部しか保
存していなかったものの、意図的に事業所得に関する原始記録を破棄したとまでは認めら
れないため、請求人に無申告または過少申告の意図を外部からもうかがい得る特段の行動
があったとは認められない。

原処分庁

平成25年分について実態を反映しない内容の申告書を提出
（平成23年分と平成24年分は無申告）❶

❷

重加算税の賦課決定を取り消す

仮装隠ぺいの事実があったと判断し、重加算税の賦課決定等。

• P、S1、S2、S3からなる100％グループがあると
する。
• S1には含み損30の資産100があるとする。
• Pが有するS1株の簿価は300とする。S1に含み
損資産があるため、S1株にもそれに相当する含
み損30があるとする。

P

S1 S2 S3

S1 S1

【図1】調査報告書の記載事項

【図2】調査報告書の記載事項

【図表1】

【調査担当者】
本件預金を先生に見せていないということは、隠蔽ととられませんか。

【関与税理士】
わたしに見せていないのだからそうなります。
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わたしに見せていないのだからそうなります。
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〇今期は、所得増加が見込
まれていた。
〇少しでも納める税金を減
らすことを考えた。
〇私が経理担当者に仮受
金として経理することを
指示した。
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　最後の事案は、調査時の虚偽答弁や主張の
変遷が重加算税の賦課要件を充足するか否か
が問われた事例（平成30年9月27日裁決・
裁決事例集No.112）。
　原処分庁は、請求人の調査の際の虚偽答弁
等が調査を困難ならしめており、たとえ隠蔽
又は仮装の発現とみられる行動が申告書提出
後にしかなかったとしても、その発現行為自
体から申告書提出時における過少申告の意図
が推認されるときは、特段の事情が認められ

ない限り、重加算税の賦課要件を充足すると
主張。
　これに対し審判所は、請求人の申告書提出
後の言動及び提出文書の記載は、記憶の曖昧
さや質問に関する認識の相違として説明でき
る程度であり、過少申告の意図を外部からも
うかがい得る特段の行動と評価すべき事実が
あったとは認められないと指摘。申告書提出
後に隠蔽又は仮装の発現があったとは認めら
れないと判断した。

と客観的な経理状況が整合していない内容が
含まれていることから、信用性に欠けると評
価された点を挙げている。
　その上で、今後の調査に向けた教訓とし
て、時間が限られた調査において、せっかく

得られた申述を質問応答記録書として証拠化
するのだから、事実の要素の具体性があり、
他の客観的な証拠が示す事実と整合する、信
用性のあるものを作成するよう促している

（下掲参照）。

　本事案で課税当局は、重加算税を賦課する
に当たっては、隠蔽又は仮装したところに基
づいて申告書が提出されたかどうかが重要

（その行為は過少申告の前であることが必
要）であり、申告後に行われた虚偽答弁等の
みでは、「過少申告の意図」があったとは認
められないことを確認。

　隠蔽又は仮装行為に該当するか否かを「特
段の行動」理論に基づき判断する場合は、調
査時の虚偽答弁や主張の変遷などの事実のみ
をもって判断するのではなく、その他の証拠
に基づく客観的事実等を総合判断して、隠蔽
又は仮装行為を推認できるか検討する必要が
あるとしている。

申告書提出後に隠蔽又は仮装の発現があったとは認められない

他の証拠に基づく客観的事実等と併せて推認が可能か検討

　本裁決においては、申述内容の具体性がないこと及び行為の動機と客観的な事実が整合していないこと
から、質問応答記録書の信用性が認められませんでした。すなわち、質問応答記録書に事実の要素（①誰
が、②いつ、③どこで、④誰と、⑤何を、⑥なぜ、⑦どのように、⑧どうしたか）の具体性があり、他の
客観的な証拠が示す事実と整合するものであれば、信用性のある証拠として評価されたことでしょう。時
間が限られた調査において、せっかく得られた申述を、質問応答記録書として証拠化するのですから、後
の争訟にも耐えられるものにするよう、これらのポイントを意識して質問応答記録書を作成しましょう。

【今後の調査に向けた教訓】
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