～印紙の節約と事務の効率化～

付込

み

10

【表１】印紙税がかかる文書（課税物件表より抜粋）

１万円未満

寄託契約書（金銭等）

1通200円

〃

※３号～７号、８号～ 13号、15号～ 16号、18号は省略
※寄託契約書には主に預かり証などがあります

1

400円
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【表４】みなし作成の基準（通帳・判取帳共通）

納税義務者

※１号文書：不動産の売買契約等は50万円超
※２号文書：建設工事の請負契約等は200万円超

【表５】付け込む側と付け込みを受ける側のそれぞれの負担

付け込みを受ける側

を「行った側」になりますので、
注意が必要です。

導入に当たってのポイント

通帳や判取帳を活用するポイ
ントを整理すると、先ずは、当
方（自分）が、「付け込む側（代
金を受け取る側）
」なのか、ま
たは「付け込みを受ける側（代
金を支払う側）
」なのかという
ことと、それに伴って軽減され
る負担が、
「印紙税」と「文書
の作成」になりますので、これ
らの関係をまとめると表５のよ
うになります。
表の印紙税については、あく
までも「納税義務者」というこ
とですので、文書の作成や帳簿
の保管の手間などを勘案して、
最終的に負担する者が納税義務
者と異なる（例えば通帳や判取
帳の活用を提案する者が負担者
となる）ことになっても特に問
題はありません。
また、通帳や判取帳の書式に
ついては、特に法律で定められ
たものはありませんので、例え
ば、
金銭受取通帳の場合は、
一般
的に領収書に記載されている項
目（①日付、②宛名、
③受取金額、④但し
書き、⑤印紙貼付、
⑥発行者、
⑦押印）
の
各欄が設けられてい
ればよいでしょう。
もっとも、通帳の場
合は取引する当事者
が決まっているので、
②と⑥についての欄
は設ける必要はあり
ませんし、
また、
判取
帳の場合は、複数の
相手先が付け込むこ
とになりますので、
②の欄のみが省略で
きることになります。

帳簿の管理

注意したい「みなし作成」

100万円超

帳（ 号文書）のように、その
文書に記載される金額にかかわ
らず、印紙税額が一定額（１年
ごとに○○円）となっているも
のもあります。
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支払

【図表３】判取帳（20号文書）のイメージ

支払

印紙の
貼付義務者
（4,000円） 4,000円

た だ し、 付 け 込 み の 内 容 に
よっては、追加で収入印紙を貼
付込み
り付けなければならないことが
あります。つまり、通帳や判取
帳にある一定の付け込みを行う
ことが、新たな課税文書の作成
とみなされる場合があります。
これを「
（課税文書の）みなし作
成」といいます。
各文書ごとにみなし作成とさ
ンする）ことで、金銭のやり取 や判取帳に「書き込む（サイン れる基準は異なります
（表４）
が、
りの証拠を残していくことにな する）
」行為ことを、印紙税法 例えば領収書の場合は、受取金
ります。この 号文書の内容を では「付け込み証明」といいま 額が１００万円を上回る内容を
証明する通帳は、
一般的には
「金 す。また、１年ごとの収入印紙 通帳や判取帳に付け込むと、１
銭受取通帳」と呼ばれます。
をそれぞれの帳簿の表紙に貼り ００万円の領収書を別に作成し
またこのほかにも、連続する 付けなければならないのは、通 たものとみなされて、その金額
金銭の貸付け（１号文書）を記 帳の場合は付け込み証明を「行 に応じた収入印紙を追加で貼り
録するための「消費貸借通帳」
、 う側」ですが、判取帳の場合は 付けなければなりません。した
連続する請負契約（２号文書） 付け込み証明を「受ける側」に がって、領収書についての印紙
を記録するための「請負通帳」
、 なります。
税を節税する観点で考えた場合
連続する金銭等の預かり（ 号
は、１００万円までの受取金額
文書）を記録するための「寄託
について有効ということになり
印
紙
の
節
約
の
た
め
に
通帳・預かり通帳」などがあり
ます。
ど
の
よ
う
に
使
う
の
か
ます。
また、みなし作成とされた場
通常、領収書を作成する際に 合に、収入印紙を貼り付けなけ
は、作成のための事務負担と収 ればならないのは、通帳・判取
判取帳は１対２以上で
入印紙の貼り付けという２つコ 帳のいずれの場合も、付け込み
ストがかかります。これに通帳
や判取帳を活用するとどうなる
でしょうか。
まず、
代金を受け取った側は、
支払先が持っている通帳や判取
帳に代金を受け取った旨の内容
を書き込めば、領収書を発行す
る手間が省けることになります。
また、例えば 万円の領収書に
貼り付ける収入印紙は２００円
になりますが、通帳に付け込ん
だ場合には、通帳１通につき年
間４００円の収入印紙（判取帳
の場合は１通につき年間４００
０円）が表紙に貼ってあれば、
個々の取引ごとの収入印紙は不
要になります。

領収書

通帳は１対１の取引で使う！

契約書（ 請負）

【図表２】通帳（19号文書）のイメージ

一方、判取帳とは、 号、
号、 号又は 号の各文書の内
容を明らかにするために、
「２
以上の相手先」との間で繰り返
される取引について、その内容
の書き込み（サイン）を受ける
ための帳簿をいいます（表３）
。
通帳が、
特定の相手方（１対１）
との取引に限定した帳簿である
のに対して、判取帳は、複数の
相手方（１対２以上）との取引
を扱うための帳簿です。
つまり、
判取帳は、複数の相手先からの
書き込み（サイン）を１つの通
帳にまとめたものということに
なります。
ちなみに、取引の内容を通帳

文書の発行省略

文書作成

判取帳

4000円の印紙

判取帳

みなし作成の印紙

帳

通

負担なし

みなし作成の印紙

帳

通

印紙税

なし

判取帳

付け込む側
400円の印紙

区分

負担

100万円超※

17号の１文書

なし

1通4000円（1年毎）

通

20号

付け込み証明
を行う者

請負契約書

２号文書

1通400円（1年毎）

19号

基 準
10万円超※

付け込みの内容
１号文書
売買等契約書

集中ゼミナール
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通帳とは、１号文書（売買等
契約書）
、２号文書（請負契約
書）
、 号文書（寄託契約書）ま
たは 号文書（領収書）の各文
書の内容を明らかにするために、
「特定の相手先」との間で繰り
返される取引について、その都
度、その内容を書き込む（サイ
ンする）ための帳簿をいいます
（表２）
。
例えば、決まった取引先との
間で継続的に領収書
（ 号文書）
する際のポイントについて整理 を取り交す必要がある場合、そ
したいと思います。
の領収書を作成する代わりに通
帳が代用されることになります。
具体的には、領収書を受け取る
印紙税はどんな税金か？
側
（代金を支払う側）
が通帳を持
領収書を発行する側
（代
印紙を貼り付けなければなら 参して、
ない書類
（課税文書といいます） 金を受け取る側）がその通帳に
については、印紙税法の別表第 領収書の内容を書き込む（サイ
一
（課税物件表）
に 種類の文書
が定められていますが、その中
でも特に実務の上で取り扱いの
多いものは、契約書（１号文書・
２号文書）と領収書（ 号文書）
です。これらの文書の作成に必
要となる収入印紙は、その文書
に書かれている契約金額や受取
金額によって税額（収入印紙の
額）が異なります。また、これ
らの文書については、取り扱う
量が多いことから、記載されて
いる金額が少額の場合には、収
入印紙が不要となる非課税枠が
設定されています（表１）
。
また、通常の印紙税は、課税
文書が作成されるごとに収入印
紙を貼り付けなければなりませ
んが、通帳（ 号文書）や判取
２号

14号

17

５万円未満

帳

〃

17号の２ 領収書（売上代金以外）

５万円未満

受取金額による

17号の１ 領収書（売上代金）

なし

非課税枠
１万円未満

17

17

20

文書の種類
税額の基準
契約書（売買・消費貸借等） 契約金額による

17 14

番号
１号

税務・会計の

毎月の決まった取引先（相手
方）との間で現金・小切手・手
形などで代金を決済する際に、
領収書などの取り交しにわずら
わしさを感じたことはありませ
んか？
領収書を作成する際には、そ
れを作成する側が、その文書に
収入印紙を貼り付けて消印をし
なければならないことが印紙税
法で定められています。また、
現金・小切手・手形などによる
決済については、銀行振込など
による決済と違って、その代金
を受け取った側が、その代金を
支払った側に領収書（受領の事
実を証明する書類）を発行する
ことになります。
ただ、決まった相手方との間
で継続的に（たとえば毎月）繰
り返されるような代金の決済に、
その都度、領収書の作成と印紙
の貼付をしていくことは、それ
相応の事務負担になります。
今回は、これらの負担を軽減
することにつながる、通帳と判
取帳（はんとりちょう）を活用
20

印紙の
貼付義務者
（400円）

2

●今回の先生／
税理士の天野俊裕氏

19

生！
先
、
て
教え
通帳と判取帳の活用について

（第三種郵便物認可）

第３４０２号
（７） ２０１５年（平成２７年）１２月２１日（月曜日）

