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新しい税務調査手続の留意点
KPMG 税理士法人　タックス・テクニカルセンター

パートナー　村田　美雪

2011年度税制改正により、国税についての基本的な事項および共通的な事項を
定めた「国税通則法」の税務調査に関する規定が改正されました。これにより、
国税通則法に新たに「第 7 章の 2　国税の調査」という章が設けられ、これま
で各税法に置かれていた質問検査権の規定がここに集約されたほか、一連の調
査手続規定が新設されています。さらに、関連通達、事務運営指針および FAQ
等が国税庁から公表されました。
この改正は、税務調査の従前の運用上の取扱いを法令上明確化したものと位置
付けられていますが、法令化に伴い、これまでの運用上の取扱いと異なるとこ
ろも見受けられます。そこで、本稿では、これからの税務調査への対応の際の
基礎情報として、今年1月から適用されている新しい税務調査のルールを確認
してまいります（文中使用した法令・通達等の略称は、本稿の文末に掲載して
います）。
なお、文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断り
いたします。

 

【ポイント】
◦  調査手続の透明性および納税者の予見可能性を高めることを主な目的とし

て、国税通則法における税務調査手続の規定が整備された。
◦  税務当局から連絡を受けた場合には、加算税に対する減免規定の適用の観

点から、当局の行為が「調査」か「行政指導」かを確認することが大切である。
◦  一の調査ごとに、事前通知・調査終了手続の規定および再調査の規定が適

用されることとなるため、調査の単位は重要なポイントとなり得る。法人
税調査は、原則として、事業年度ごとに一の調査とされるが、納税義務者
の同意を前提として、移転価格調査とそれ以外の調査が区分されることが
ある。

◦  実地の調査に際しては、原則として、納税義務者へ調査日時等の事前通知
が行われることが法令化されたほか、各税法に定められていた質問検査権
に関する規定が国税通則法に集約され、提出物件の留置き、調査終了手続
の規定も法令化された。

◦  いったん終了した調査については、新たに得られた情報に照らして非違が
あると認められるときに、再調査を行うことができると定められた。
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Ⅰ 改正の背景・経緯

納税環境整備を巡る諸課題については、2010年に検討が本
格化し、同年9月には、政府税制調査会の専門家委員会により

「納税環境整備に関する論点整理」が、11月には、納税環境整
備PTにより「納税環境整備PT報告書」が、それぞれとりまと
められました。そして、「納税環境整備PT報告書」を踏まえ、

「2011年度税制改正大綱」において、①納税者権利憲章の策定、
②税務調査手続の明確化、③更正の請求期間の延長、④処分
の理由附記の実施等の国税通則法の改正について取り組むこ
とが示されました。その後、政治的議論を経て、税制改正法
案（大綱で示されたもののうち、①納税者権利憲章の策定お
よび②税務調査手続の明確化の一部分が削除されたもの）が、
2011年11月30日に可決・成立し、同年12月2日に公布されま
した。

この税務調査手続に係る改正は、以下の2点を目的として行
われています。

◦		調査手続の透明性および納税者の予見可能性を高め、調査に
あたって納税者の協力を促すことで、より円滑かつ効果的な調
査の実施と申告納税制度の一層の充実・発展に資すること

◦		課税庁の納税者に対する説明責任を強化すること

具体的には、国税通則法に新たに「第7章の2　国税の調査」
という章が設けられ、これまで各税法に置かれていた質問検
査権の規定がここに集約されたほか、一連の調査手続規定が
新設されました。この税務調査手続に係る国税通則法の改正
部分は2013年1月1日に施行され、2013年1月1日以後に新た
に開始する税務調査について（提出物件の留置きについては、
2013年1月1日以後に提出される物件について）適用されてい
ます。また、この改正に関連する通達、事務運営指針および
FAQ等も、国税庁から公表されました。

Ⅱ 「調査」　vs. 「行政指導」

国税通則法には｢調査｣を定義する規定は設けられておらず、
手続通達において、「調査」の意義および「行政指導」との相
違（図表1）ならびに「行政指導」とされる行為の例示（図表2）
が示されています。

また、「行政指導」に該当する行為のみに起因して修正申告
書の提出等（修正申告もしくは期限後申告書の提出または源泉
徴収に係る所得税の自主納付）があった場合には、その修正申
告書の提出等は更正決定等（更正もしくは決定または納税の告
知）があるべきことを予知してなされたものにはあたらないと
されています（手続通達1－2）。修正申告書の提出等が更正決
定等があるべきことを予知してなされたものでない場合には、
その修正申告の提出等により課されるべき加算税が減免され
ますので、税務職員の行為の区分（「調査」か「行政指導」か）
は大きな相違となり得ます。「行政指導」とされる行為の例示

（図表2）を見ても、この区分は必ずしも容易ではありませんが、
納税義務者等に対し「調査」または「行政指導」が行われる際
は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務とし
て行われるかが明示されるはずですので（事務運営指針第2章
1）、納税義務者としては、きちんと確認することが大切です。

なお、「Ⅳ．調査手続」の「1. 事前通知」で解説いたしますが、
事前通知は実地の調査でない調査の場合には行われませんの
で、事前通知がないことのみをもって、税務職員の行為を「行
政指導」と判断することはできません。

図表1　「調査」　vs.	「行政指導」

「調査」
（手続通達 1－1）

「行政指導」
（「調査」に該当しない行為）

（手続通達 1－2）

税務職員（※）が以下の目的で行う一連の行為（証拠資料の収集、
要件事実の認定、法令の解釈適用など）
◦		特定の納税義務者の課税標準等または税額等を認定する目的	
◦		国税に関する法律に基づく処分（異議決定や申請等に対する処
分等）を行う目的　

税務職員（※）が行う行為で	特定の納税義務者の課税標準等または
税額等を認定する目的で行う行為に至らないもの	

（※）	 	法令および通達等においては ｢当該職員｣ という用語が用いられているが、本稿では「税務職員」とした。なお、「当該職員」とは、国税庁、国税局もしくは税務署または税
関の職員のうち、その調査を行う国税に関する事務に従事している者をいう（手続通達 1－ 3）。
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Ⅲ 調査の単位

調査手続の法令化に伴い、一の調査ごとに、「Ⅳ.　調査手
続」（1．事前通知、4〜 5．調査終了手続）および「Ⅴ．再調
査」の規定が適用されることとなったため、調査の単位が重要
な要素の1つとなりました。そこで、調査の単位について、図
表3で示すように、手続通達で明らかにされています。

例えば、単体申告法人の法人税調査であれば、原則として、
事業年度ごとに一の調査として取り扱われます。しかし、図
表3の例外（2）①により、納税義務者の事前の同意があるとき
は、移転価格調査とそれ以外の部分の調査を区分して、それ
ぞれ別の調査として行われることになります。この例外（2）の
適用は、通達に列挙されている2つの場合に限定されています
ので、法人税調査が事業部単位等の基準で区分されることは
ありません。

図表2　「行政指導」とされる行為の例示（手続通達1－2）

ケース 納税義務者等に対する行為

申告納税分 書類の添付漏れの場合 書類の自発的な提出の要請

計算誤り、転記誤りまたは記載漏れ等があるのではないか
と思料される場合

自発的な見直しの要請
＋

必要に応じ修正申告等の自発的な提出の要請

記載事項につき税法の適用誤りがあるのではないかと思料
される場合	

適用誤りの有無を確認するために必要な基礎的情報の自発
的な提供の要請

＋
必要に応じ修正申告等の自発的な提出の要請

申告義務の有無を確認する必要がある場合 申告義務の有無を確認するために必要な基礎的情報の自
発的な提供の要請

＋
必要に応じ申告書の自発的な提出の要請

源泉所得税 納税額に過不足があるのではないかと思料される場合 源泉徴収税額の自主納付等の要請

源泉徴収義務の有無を確認する必要がある場合 源泉徴収義務の有無を確認するために必要な基礎的情報
の自発的な提供の要請

＋
必要に応じ源泉徴収税額の自主納付等の要請

図表3　調査の単位　（通達3－1、3－2）

原　　則 「税目」・「課税期間」で特定される納税義務ごと	

課税期間	
◦		所得税：暦年		
（年の中途で死亡または出国の場合－その年1月1日からその死亡または出国の日までの期間）	
◦		法人税：事業年度または連結事業年度		
（中間申告分－その事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間）		
（連結中間申告分－その連結事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までの期間）	
◦		法人に係る消費税：事業年度	
（課税期間の特例制度を適用する場合には、特例期間）	

例外（1） ◦		源泉所得税の調査	→	それ以外の所得税の調査とは別の調査
◦		印紙税の調査	→	納付方法の異なる印紙税の調査はそれぞれ別の調査	

例外（2） 以下の場合において、納税義務者の事前の同意があるときは、納税義務者の負担軽減の観点から、一の調査を複数に区
分して、調査手続規定を適用することができる
①		同一課税期間の法人税の調査について、移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分する場合	
②		連結子法人が複数の連結法人に係る同一課税期間の法人税の調査について、連結子法人の調査を複数の調査に区分
する場合	
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Ⅳ 調査手続

このセクションでは、調査手続の規定について説明いたしま
す。典型的な税務調査（更正決定等を目的とした実地の調査）
が行われる場合の流れは、図表4のようになります。

1. 事前通知

これまでも、実地の調査に際しては、原則として、事前に納
税義務者へ調査日時等の連絡が行われてきましたが、今回の
改正により、事前通知の手続が法令化されました（国通法74
の9）。主なポイントは以下のとおりです。

■	実地の調査（手続通達3－4）
事前通知は、実地の調査が実施される場合に行われます。

「実地の調査」とは、国税の調査のうち、税務職員が納税義務
者の支配・管理する場所（事業所等）等に臨場して質問検査等
を行うものとされており、税務署等に納税義務者が訪問して
行われる調査は含まれません。

■		事前通知の相手先（国通法74の9③、手続通達3－5、7
－1、FAQ問12、問14）

事前通知は、以下の者に対し、原則として電話により口頭
で行われます。

◦		納税義務者（法人の場合は代表者が該当します。ただし、代表
者への通知が困難な事情がある場合には、その役員もしくは納
税申告書に署名した経理に関する事務の上席の責任者または源
泉徴収事務の責任者等に通知することも認められています。）

◦		税務代理人（税務代理権限証書を提出している税理士等）

なお、事前通知事項の詳細を税務代理人経由で聞くことを
希望する納税義務者は、事前通知の連絡を受けた際にその旨
を伝えることにより、税務代理人経由で聞くことも可能です。

■		事前通知事項（国通法74の9①、国通令30の4）
事前通知事項は、図表5のとおりです。

■		事前通知が行われない場合
実地の調査が行われる場合であっても、以下の場合には事

前通知は行われません。

①		調査により事前通知されていない税目または期間等について非
違が疑われることとなった場合（国通法 74の 9 ④）（この場合
には、納税義務者に対し調査対象に追加する税目、期間等を
説明し理解と協力を得た上で、調査対象に追加する事項につい
ての質問検査等が行われることとされています（事務運営指針
第 2章 3（2））。）

②		申告内容、過去の調査結果、事業内容などから、事前通知をす
ると、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等ま
たは税額等の把握を困難にするおそれその他調査の適正な遂行

図表4　実地の調査（更正決定等を目的とする調査）の主な流れ

4.調査の終了
更正決定等をすべきと
認められない場合

5.調査の終了
更正決定等をすべきと
認められる場合

• 調査結果の内容の説明
• 修正申告等の勧奨& 修正
申告等の法的効果の教示

1.事前通知

実地の調査

2. 質問検査等

3. 提出物件の
留置き

納税者による
修正申告等

税務署長等による
更正決定等

更正決定等を
すべきと認められない

旨の通知書

図表5　事前通知事項（国通法74の9、国通令30の4）

1 実地の調査を行う旨	

2 実地の調査を開始する日時	

3 実地の調査を行う場所	

4 実地の調査の目的	

5 実地の調査の対象税目	

6 実地の調査の対象期間	

7 実地の調査の対象となる帳簿書類その他の物件	

8 実地の調査の相手方である納税義務者の氏名および住
所または居所
（納税義務者が法人である場合には、名称および所在地）

9 調査を行う税務職員（複数の場合は代表者）の氏名お
よび所轄官署	

10 調査開始日時または調査開始場所の変更に関する事項	

11 事前通知事項（4から7）以外の事項について非違が
疑われることとなった場合には、その事項に関し質問
検査等を行うことができること	（国通法 74 の 9 ④の
規定）
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	 	に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合（国通法 74 の
10）

③		反面調査（納税義務者の取引先等に対して行われる調査）の場
合（一部の間接諸税を除き、事前通知に関する法令の規定はあ
りませんが、運用上、原則として、あらかじめ連絡が行われるこ
ととされています（FAQ 問 21）。）

2. 質問検査等

各税法に設けられていた質問検査権に関する条文が、今回
の改正により、国税通則法に集約され、「税務職員は、調査に
ついて必要があるときは、納税義務者等に質問検査等（質問
し、帳簿書類その他の物件を検査し、その物件の提示または
提出を求めること）ができる」こととされました（国通法74の
2 〜 74の6）。このうち、「物件の提示または提出の要求」は、
今回新たに法令上明確化された部分です。

■		質問検査等の相手方となる者（国通法74の2～ 74の6、
手続通達1－4）

質問検査等の相手方は、納税義務者および納税義務者の取
引先等（反面調査の場合）と定められていますが、調査のため
に必要がある場合には、これらの者の代理人、使用人その他
の従業員にも及びます。

■		帳簿書類その他の物件の範囲（手続通達1－5、FAQ問9）
調査の対象となる帳簿書類その他の物件は、税法により備

付け、記帳または保存の義務がある帳簿書類で調査対象期間
に係るものが中心となりますが、調査または徴収の目的を達成
するために必要と認められる場合には、例えば、以下のものも
対象となります。

◦		税法により備付け義務等がない業務上の帳簿書類その他の物
件

◦		国外において保存されているもの
◦		調査対象期間以外の帳簿書類等（例えば、過年度の減価償却
資産の帳簿書類等）

■		物件の提示または提出（手続通達1－6	、FAQ問5）
物件の提示および物件の提出とは、以下のように定められ

ており、電磁的記録の場合の提示・提出方法についても具体
的に示されています。

◦		物件の提示
	 	税務職員の求めに応じ、遅滞なくその物件（その写しを含む）
の内容を税務職員が確認し得る状態にして示すこと

	 	（電磁的記録の場合には、その内容をディスプレイの画面上で
税務職員が確認し得る状態にして示すこと）

◦		物件の提出
	 	税務職員の求めに応じ、遅滞なく税務職員にその物件（その写
しを含む）の占有を移転すること

	 	（電磁的記録の場合には、税務職員が確認し得る状態でプリン
トアウトしたものを提出すること、または税務職員が持参した電

	 	磁的記録媒体への記録の保存（コピー）をして提出すること）

3. 提出物件の留置き

従前の調査の過程においても、帳簿書類等を税務職員が預
かることが行われてきましたが、この手続が、「提出物件の留
置き」として法令上明確化されました（国通法74の7）。

■		提出物件の留置き（手続通達2－1、FAQ問4）
提出物件の留置きとは、税務職員が提出を受けた物件につ

いて国税庁、国税局もしくは税務署または税関の庁舎におい
て占有する状態をいいます。

なお、調査の過程で税務職員に提出するために新たに作成
した帳簿書類等の写しは留置き手続の対象とされませんが、
調査の相手方となる者が事業の用に供するために保有してい
る帳簿書類等の写しは、留置きの手続の対象とされます。

■		提出物件の留置きが行われる場合（事務運営指針第2章3
（5））
提出物件の留置きは、例えば以下の場合（やむを得ず留め置

く必要がある場合や、調査先の負担軽減の観点から留置きが
合理的と認められる場合）に行われます。

◦		調査先の事務所等で調査を行うスペースがなく調査を効率的に
行うことができない場合	

◦		帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調査先にコピー機がな
い場合	

◦		相当分量の帳簿書類等を検査する必要があるが、必ずしも調査
先の事業所等においてその調査先に相応の負担をかけて説明等
を求めなくとも、税務署や国税局内においてその帳簿書類等に
基づく一定の検査が可能であり、調査先の負担や迅速な調査の
実施の観点から合理的であると認められる場合	

■		提出物件の留置きの手続（国通令30の3①、事務運営指
針第2章3（5））

提出物件の留置きにあたり、税務職員は、物件の名称、提
出年月日、提出者の氏名・名称等を記載した書面（預り証）を、
提出者に交付します。物件提出者には、預り証の交付時およ
び提出物件の返却時に署名・押印が求められます。

4. 調査終了－更正決定等をすべきと認められない場合

これまでも、調査全体のすべての税目・課税期間の申告内
容について誤りが認められず、指導事項もない場合には、「調
査結果についてのお知らせ」という適正な申告がなされていた
ことが認められたことを知らせる書面が納税義務者に送付さ
れていましたが、今回の改正により、実地の調査の結果、更
正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者に対
し「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」が交付さ
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れることが法令に定められました（国通法74の11①）。指導事
項があったとしても、更正決定等をすべきと認められない場
合には通知書が交付されること、一の調査ごとに通知書が交
付されることが、従前の取扱いと異なります。

■		留意点
この規定に関する留意点は以下のとおりです。

◦		「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」の交付を受け
た場合には、納税義務者は署名・押印を求められる（手続通達
5－5）。

◦		納税義務者の同意があれば、税務代理人が納税義務者に代わっ
て、通知を受けることもできる（国通法 74の11⑤）。

◦		更正決定等を目的としない調査（異議決定や申請等の審査のた
めに行う調査等）には、この規定の適用はない（手続通達5－1）。

◦		この規定は実地の調査が行われた場合に係るものであるため、
実地の調査以外の調査においては通知書の交付はされない。し
かし、実地の調査以外の調査の対象となった全ての税目・課税
期間について更正決定等をすべきと認められない場合には、調
査が終了した旨が口頭により納税義務者に連絡される（事務運
営指針第2章4（1）（注））。

5. 調査終了－更正決定等をすべきと認められる場合

調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合には、
税務職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明
することが法令で定められました（国通法74の11②）。また、
この説明の際、税務職員は修正申告等を勧奨することができ
ることおよびその勧奨をした場合には、修正申告等の法的効
果を説明し、その旨を記載した「教示文」を交付することも定
められました（国通法74の11③）。

■		調査結果の内容の説明（手続通達5－3、事務運営指針第
2章4（2）、FAQ問22）

納税義務者に説明する調査結果の内容には、更正決定等を
すべきと認めた額（税務職員が調査結果の内容の説明をする時
点において得ている情報に基づいて合理的に算定した課税標
準等、税額等、加算税または過怠税の額）およびその理由が含
まれます。また、納付すべき税額によっては、延滞税が生じ
ることも説明されることとされています。

説明は、原則として口頭でなされますが、必要に応じ、非
違の項目や金額を整理した資料など参考となる資料を示すな
どして、納税義務者の理解が得られるよう十分な説明を行う
こととされています。なお、電話または書面による調査（実地
の調査以外の調査）を行った結果については、非違事項が少な
く、その内容が簡易なものである場合には、口頭による説明に
代えて書面による調査結果の内容の説明が行われることもあ
るとされています。

■		修正申告等の勧奨・修正申告等の法的効果の教示（事務
運営指針第2章4（3））

納税義務者に対し、調査結果の内容を説明した場合には、
原則として、修正申告または期限後申告を勧奨することとされ
ています。そして、その場合には、その調査の結果について
修正申告書または期限後申告書を提出した場合の法的効果（更
正の請求をすることはできるが、不服申立てをすることはでき
ないこと）を説明し、その旨を記載した「教示文」を交付する
こととされています。

■		その他の留意点
この規定に関するその他の留意点は以下のとおりです。

◦		「教示文」の交付を受けた場合には、納税義務者は署名・押印を
求められる（手続通達5－5、事務運営指針第2章4（3）（注））。

◦		納税義務者の同意があれば、税務代理人が納税義務者に代わっ
て、説明および交付を受けることもできる（国通法74の11⑤、
手続通達7－3、事務運営指針第2章4（5））。

◦		更正決定等を目的としない調査（異議決定や申請等の審査のた
めに行う調査等）には、この規定の適用はない（手続通達5－1）。

6. 調査の種類と調査手続の適用関係

これまでの解説を踏まえて、納税義務者に対する調査の種
類と事前通知および調査終了の際の手続の適用関係をまとめ
ると、図表6のようになります。

7. 連結法人の法人税調査の留意点

連結納税制度を適用している連結法人に対する法人税調査
の留意点は、以下のとおりです。

■		事前通知（手続通達6－1、6－2）
税務調査に関する規定上は、各連結法人が納税義務者とさ

れますので、連結所得に対する法人税調査の場合には、連結
親法人のみならず、実地の調査の対象となる連結子法人にも、
事前通知が行われます。

■		調査終了の際の手続（連結親法人）（手続通達6－3）
連結親法人に対し「更正決定等をすべきと認められない旨の

通知書」が交付されるのは、実地の調査の結果、連結親法人お
よび連結子法人のいずれにも非違事項が認められない場合と
されています。また、連結親法人に対する調査結果の内容の
説明においては、連結子法人において認められた非違事項に
ついても説明が行われます。

■		調査終了の際の手続（連結子法人）（手続通達6－3）
連結子法人に係る「個別帰属額の届出書」に記載された内容

に、連結親法人に対して更正決定等をすべきと認められるこ
ととなる非違事項がある場合には、その連結子法人は「更正決
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定等をすべきと認められる場合」に該当することとされます。

Ⅴ 再調査

上記の「Ⅳ．調査手続」の4 〜 5で述べましたように、更正
決定等を目的とする調査が行われた場合において、更正決定
等をすべきと認められないときには、「更正決定等をすべきと
認められない旨の通知書」が交付され、更正決定等をすべき
と認められるときには、調査結果の内容の説明等が行われて、
調査は終了することとなります。そして、後者の場合には、そ
の後納税義務者から修正申告書等の提出または源泉徴収に係
る所得税の納付がなされるか、税務署長等による更正決定等
が行われます。

今回の改正では、このようにいったん終了した調査（前回の
調査）の後においても、新たに得られた情報に照らして非違が
あると認められるときには、再調査を行うことができることが
定められました（国通法74の11⑥、手続通達5－6）。

これまで税務当局がどのような基準で再調査を行ってきた
のか、また、この規定が確認規定であるのか効力規定である
のかについては、必ずしも明らかではありませんが、少なくと
も、「Ⅲ. 調査の単位」で述べた調査の単位との関連において
は、重要な改正といえます。例えば、ある事業年度の法人税
調査を移転価格調査とそれ以外の部分の調査に区分した場合
において、移転価格以外の調査の終了後に移転価格調査を行
うことは再調査に該当しませんが、これらの区分なく法人税調
査を行った場合には、後日その事業年度の移転価格調査を行
うことは再調査に該当することとなります。また、事業部ごと
に調査を区分することはできませんので、一部の事業部のみ
を対象として法人税調査をいったん終了すると、同じ事業年
度における他の事業部を対象とする法人税調査は再調査に該

当することになります。
なお、実地の調査以外の調査を実施した結果、更正決定等

をすべきと認められなかった後に、その調査の対象となった税
目・課税期間について質問検査等を行う場合には、この再調
査の規定の適用はありませんが、その必要性を十分検討した
うえで再調査が実施されることとされています（事務運営指針
第2章4（6）（注））。

■		新たに得られた情報（手続通達5－7）
「新たに得られた情報」とは、税務職員が、前回の調査の更

正決定等をすべきと認められない旨の通知または調査結果の
内容の説明を行った時点において有していた情報以外の情報
とされています。

■		新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき
（手続通達5－8）

「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」に
は、以下の場合が含まれます。

◦		新たに得られた情報から非違があると直接的に認められる場合
◦		新たに得られた情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果と
して非違があると合理的に推認される場合

Ⅵ まとめ

今回の改正は、税務調査の従前の運用上の取扱いを法令上
明確化したものと位置付けられていますが、そもそも、従前の
税務調査の運用上の取扱いを納税者が的確に把握することは
必ずしも容易ではありませんでしたので、税務調査の規定が
法令化され、通達等が整備されたことの意義は大きいといえ
ます。実際の運用がどのように行われていくのか、不明な部

図表6　調査の種類と調査手続の適用関係

納税義務者に対する
調査の種類

調査手続 

事前通知

調査終了

更正決定等をすべきと 
認められない場合 
（その旨の通知） 

更正決定等をすべきと 
認められる場合 

（調査結果の内容の説明等） 

更正決定等を
目的とする調査

実地の調査	 ○ ○ ○

実地の調査		
以外	 ×	

×
（口頭により、終了の連絡）	

○

異議決定・申請等に
対する処分を 

目的とする調査

実地の調査	 ○ ×	 ×	

実地の調査		
以外	 ×	 ×	 ×	

◦	 	実地の調査が行われる場合であっても、「Ⅳ．	調査手続	1．事前通知　■事前通知が行われない場合」に該当するときには、事前通知は行われない。
◦	 	太枠部分には、「Ⅴ．	再調査」の規定が適用される。
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分もありますが、今後は、この法令化された税務調査手続の
規定を踏まえて、税務調査に取り組むことが必要となると考え
ます。

法令等略称一覧
国通法	 	 国税通則法
国通令	 	 国税通則法施行令
手続通達	 	 	国税通則法第7章の2（国税の調査）	

関係通達の制定について（法令解釈通達）
事務運営指針	 	調査手続の実施にあたっての基本的な考え方等

について（事務運営指針）
FAQ	 	 	税務調査手続に関するFAQ（一般納税者向け）
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