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学習ポイント講義 予定表
学習内容

第１回 実務ポイント① 輸出申告、輸出統計品目表、HSコードについて、
類・項・号

第２回 実務ポイント② 課税価格の計算の基礎
第３回 実務ポイント③ 税率の選択、関税、消費税、地方消費税の計算、

輸入申告、実行関税率表
第４回 関税法ポイント① 輸入（納税）申告の時期、原産地証明書、輸入許

可前貨物の引き取り承認
第５回 関税法ポイント② 保税地域、関税額の確定、法定納期限と納期限

修正申告、更正の請求、更正
第６回 関税法ポイント③ 課税物件の確定の時、適用法令の日、納税義務者

AEO制度（特例輸入者と特定輸出者）
第７回 定率法ポイント 関税の減免税、戻し税制度
第８回 通関業法ポイント 通関業の許可、通関業者の権利・義務、通関業者

の監督処分、通督処分



輸入には、輸入税が課税される。
輸入税
基本的な税
ア（ ）税
イ（ ）税
ウ（ ）税
その他
エ（ ）税
オ（ ）税など



輸入には、輸入税が課税される。
輸入税
基本的な税
ア（関）税
イ（消費）税
ウ（地方消費）税
その他
エ（酒）税
オ（石油ガス）税など



関税の計算方法
課税標準 × 関税率 ＝ 関税額

従価税の場合

課税価格(円) × 関税率（％）

従量税の場合

課税数量(Kg、L 等)
× 関税率（円）
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課税価格の決定の原則
p.328

売買契約以外の契約に基づき輸入される場合（リース契約など）

売買契約に基づき輸入される場合であっても輸入取引の条件からみて
取引価格をそのまま課税価格にすることは、課税の公平性か見て好ま
しくない場合
以外の場合は、これからお話しする課税価格の決定の原則（関税定率
法4条1項）により課税価格を決定する。
※委託加工貿易による輸入の場合も課税価格の決定の原則を使うこと
ができる。



現実支払価格が課税価格となるのが課税
価格の決定の原則である。p.329
課税価格は、関税定率法に定められている。

輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該取引に関し
（ア ）により（イ ）に対し又は（ウ ）の
ために、当該輸入貨物につき（エ ）に支払われた又は
（オ ）を現実支払価格という。



現実支払価格が課税価格 p.329
課税価格は、関税定率法に定められている。
（課税価格の決定の原則 関税定率法4条1項）
輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該取引に関し
（ア買手（輸入者））により（イ売手（輸出者））に対し又は
（ウ売手（輸出者））のために、当該輸入貨物につき（エ現実）に支
払われた又は（オ支払われるべき価格 ）を現実支払価格という。
※現実支払価格は、通常、仕入書（インボイス）価格である。
⇒この価格に加算費用、控除費用をプラス・マイナスして
課税価格を計算する。



原則的な課税価格の計算

•課税価格=現実支払価格
+加算費用－控除費用
※加算費用（テキストp.330～332の費用）
・・・現実支払価格に含まれない場合は、加算。⊕
控除費用（テキストp.336の費用）

・・・現実支払価格に含まれている場合は、控除。⊖



ニューヨーク

輸出国の工場
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課税価格
貨物が日本に到着するまでの価格が課税価格になる。
下記の場合の課税価格は？

貨物の価格 1,000,000円
貨物の包装費用 150,000円
外国の工場から外国の港までの運送関連費用 100,000円
外国の港から日本の港に到着するまでの運賃、海上保険料

120,000円
本邦での積卸など荷役費用 30,000円
本邦の工場から倉庫までの運送関連費用 20,000円



課税価格 考え方
貨物が日本に到着（着岸）するまでの価格が課税価格になる。
下記の場合の課税価格は？

貨物の価格 1,000,000円⊕
貨物の包装費用 170,000円⊕
外国の工場からに外国の港までの運送関連費用 110,000円⊕
外国の港から日本の港に到着するまでの運賃、海上保険料

120,000円⊕
本邦での積卸など荷役費用 30,000円 加算しない
本邦の工場から倉庫までの運送関連費用 20,000円 加算しない



課税価格
貨物の価格 ＋1,000,000円
貨物の包装費用 ＋170,000円
外国の工場からに外国の港までの運送関連費用 ＋110,000円
外国の港から日本の港に到着するまでの運賃、海上保険料

＋ 120,000円

課税価格→1,400,000円



控除する場合 p.338
• 仕入書価格 10,000,000円（輸入者の工場持込み価格）
この仕入書には、次に掲げる費用が含まれており、かつ、それぞれ
に示す額が区分できることが証明されている。
イ 当該輸入貨物の本邦到着後の国内輸送の費用 150,000円
ロ 輸入許可後における当該貨物の組立費用 650,000円
ハ 輸入貨物について本邦で課される関税の額 200,000円
二 延べ払い条件付き取引であることによる延払金利 50,000円

⇒現実支払価格に含めない費用参照（p.336）



課税価格
10,000,000円（仕入書価格）
ー150,000円（イ：国内運送費用）
－650,000円（ロ：輸入許可後の組立費用）
－200,000円（ハ：関税の額）
－50,000円（ニ：延べ払い金利）＝8,950,000円



課税価格に算入されるか？
①輸入港到着後、本船から陸揚げするための荷役費用
②輸入港到着後、日程調整のため蔵置した倉庫の使用料
③輸出港の輸出通関費用 p.330①
④輸入貨物の容器 p.330②
⑤仲介手数料 p.330②
⑥輸入貨物そのものの買付手数料 p.330②
➆輸入貨物に係る特許権で輸入取引の条件として支払われるもの p.332④
⑧輸入貨物に係る輸入取引が延払い条件付取引であった場合に発生する
延払い金利 p.336④
⑨輸入港到着後の国内でのトラック運送費 p.336①



課税価格に算入されるか？
※赤は、課税価格に算入される。

①輸入港到着後、本船から陸揚げするための荷役費用 p.336①
②輸入港到着後、日程調整のため蔵置した倉庫の使用料 p.336①
③輸出港の輸出通関費用 p.330①
④輸入貨物の容器 p.330②
⑤仲介手数料 p.330②
⑥輸入貨物そのものの買付手数料 p.330②
➆輸入貨物に係る特許権で輸入取引の条件として支払われるもの p.332④
⑧輸入貨物に係る輸入取引が延払い条件付取引であった場合に発生する
延払い金利 p.336④
⑨輸入港到着後の国内でのトラック運送費 p.336①



委託加工貿易の場合
テキスト p.143図表２-８参照
（課税価格に算入するか）
①委託者（輸入者）が受託者（加工業者：輸出者）無償で提供
する原材料
②委託者が受託者に無償で提供する原材料の運送費で受託者が
負担するもの
③委託者が受託者に無償提供する製品の製造に必要な鋳型



絶対合格するぞ！
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