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事実の概要

　塗装工事業等を営むＸ社（原告）は、同社の従
業員のほか、必要に応じて外注作業員に受注工事
を行わせていたところ、同社の従業員であるＡお
よびＢ（以下「Ａら」という。）から「給与から健
康保険料や厚生年金保険料が控除されることで給
与が減るのは困るので、外注先としてほしい」と
の申出があった。そこでＸ社は、平成 27 年 4 月
より、Ａらを外注作業員として取り扱い、Ａらは
Ｘ社に対して請求書を提出し、Ｘ社は請求書記載
の金額を支払うこととなった。ただし、Ａは同年
7 月より、Ｂは平成 29 年 7 月より、Ｘ社の従業
員に戻っている。
　Ｘ社は、Ａらが外注先作業員であった期間に両
者に支払った金額を課税仕入れとして仕入税額控
除をしたうえで申告納税を行った（Ａらへの外注
費支払期間に対応する 2 課税期間の消費税・地方消
費税の申告納税額合計は 492 万 6600 円であった）。
しかしながら所轄税務署長は、Ｘ社のＡらに対す
る支払いが外注費ではなく給与であるとして、更
正処分、過少申告加算税賦課処分および源泉所得
税に係る納税告知処分を行った（上記 2 課税期間
の消費税・地方消費税の合計は 576 万 9700 円、過少
申告加算税合計は 7 万 8000 円、源泉所得税の合計は
10 万 2700 円）。
　Ｘ社は、これらの処分の取消しを求め、審査請
求を経て本訴を提起した。

　争点と当事者の主張
　本件の実質的な争点は、Ａらが外注作業員で
あった期間にＸ社が支払った金額が、仕入税額控
除ができる外注費に該当するか、それとも仕入税
額控除ができない給与に該当するかである。
　Ｘ社は、①ある契約が雇用契約であるかどうか
は当事者の合意を基準とすべきであること、②給
与所得性は「自己の計算と危険において独立して
営まれている」ことを基準とすべきであること、
③Ａらは熟練工であってＸ社に対する従属性はな
いことなどを主張した。
　これに対して被告・国は、「非独立的ないし従
属的な勤労の対価か否か」で給与所得該当性の可
否が決まるとし、Ａらは外注作業員になった後も
勤務態様や対価は従業員のときと変わりがなく、
また、休む時の代替作業員の手配もせず、材料等
も自ら用意していなかったことから、「自己の計
算と危険において独立して事業を営んでいた」と
みることはできないと主張した。

判決の要旨

　「役務の提供の対価として支払われる金員が所
得税法上の『給与等』に該当するか否かを判断す
るに当たっては、所得税法の趣旨、目的に照らし、
当該役務の提供及び対価の態様等を考慮しなけれ
ばならず、作業員に対する外注費として経理処理
された金員についても、これを一般的抽象的に『給
与等』該当性を判断すべきものではなく、その役
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務の提供の具体的態様に応じてその法的性格を判
断しなければならない。その場合、判断の一応の
目安として、対価を得て継続的に行う事業から生
ずる所得である事業所得とは、自己の計算と危険
において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、
かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが
客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、
これに対し、給与等に係る所得である給与所得と
は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用
者の指揮命令に服して提供した労務の対価として
使用者から受ける給付をいい、取り分け、給与支
給者との関係において何らかの空間的、時間的な
拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務
の提供があり、その対価として支給されるもので
あるかどうかが重視されなければならない」。
　「消費税法基本通達 1 － 1 － 1 は、……〔個人
事業者と給与所得者の〕区分が明らかでないとき
は、例えば、次の事項を総合勘案して判定するこ
ととしている。
　ア　その契約に係る役務の提供の内容が他人の
代替をいれるかどうか。
　イ　役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受
けるかどうか。
　ウ　まだ引渡しを了していない完成品が不可抗
力のため滅失した場合等においても、その個人が
権利として既に提供した役務の報酬を請求するこ
とができるかどうか。
　エ　役務の提供に係る材料又は用具等を供与さ
れているかどうか。
　これは、消費税法 2 条 1 項 12 号で課税仕入れ
から除外される『給与等を対価とする役務の提供』
に該当するか否かの基準ではないが、その判断に
当たっても参考となる基準といえる。」
　そして、上記ア（非代替性）、イ（指揮監督性）、
ウ（危険負担）、エ（材料等調達）の基準の検討を
したうえで、次のような結論を示した。
　「〔Ｘ社からＡらに支払われた金員は〕Ｘ社から
空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続
的にされる労務又は役務の提供の対価として支給
されたものであり、雇用契約又はこれに類する原
因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労
務の対価として使用者から受ける給付というべき
であるから、所得税法 28 条 1 項の『給与等』に
該当する。……〔それゆえ〕消費税法 2 条 1 項
12 号にいう『課税仕入れ』に当たらず、仕入税

額控除の対象とならない。」

判例の解説

　一　本判決の特徴
　本件で争われているのは、Ａらに対するＸ社の
外注費支払いが仕入税額控除を定める消費税法

（以下「法」という。）30 条 1 項にいう「課税仕入
れ」となるかどうかであるから、その「課税仕入れ」
の定義規定である法 2 条 1 項 12 号に該当するか
否かが検討されるべきであった。しかしながら判
決は、「およそ役務の提供の対価として支払われ
る金員が所得税法上の『給与等』に該当するか否
かを判断するに当たっては……」に始まり、Ａら
が受領した金員について「所得税法 28 条 1 項の

『給与等』に該当する」という結論に至り、あた
かも、本件が所得税法の事業所得か給与所得かが
争われている事案であるかのような様相を呈して
いる。このような論理構成にするのであれば、そ
の前提として、所得税法の事業者概念と消費税法
の事業者概念が同一に解釈されるべきであること
の言及が必要であった。
　もっとも、本件と同様に、電気配線工事会社
が作業員に対して支払った金員の仕入税額控除
の可否が争われた事件（東京高判平 20・4・23 税
資 258 号順号 10947、LEX/DB25450810）の判決も、

「所得税法は、……それぞれの態様に応じた課税
方法を定めている。」に始まり、所得税法におけ
る事業所得と給与所得の区別基準に関する最高裁
判 決（ 最 判 昭 56・4・24 判 時 1001 号 24 頁、LEX/
DB21073190）１）が示した区別基準に従って検討
をしたうえで、「所得税法 28 条 1 項の給与等に
該当するものと認めることができる。」と結論づ
けている２）。
　本判決の特徴の第 1 は、上記東京高裁平成 20
年判決と同様、所得税法と消費税法の事業者の概
念が同一であることを当然の前提にしていること
である。しかしながら、消費課税における事業者
概念は、個人の担税力に着目して課税を行う所得
税とは異なり、取引（資産の譲渡等）に着目して
課税を行うものであり、また、業務の対価を受け
取る側の事業者該当性（税額転嫁の可否）と、対
価を支払う側の事業者該当性（仕入税額控除の可
否）の両局面で考えなくてはならない。その意味
では、事業者概念を所得税法と消費税法で別異に
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解釈する法的根拠はないとはいえ、同一に解釈す
ることが当然であるとはいえないであろう。
　本判決の特徴の第 2 は、Ａらの事業者該当性
の判断において、消費税法基本通達 1 － 1 － 1（以
下「通達」という。）の 4 基準（非代替性・指揮監督
性・危険負担・材料等調達）を本件認定事実を当て
はめて結論を導いていることである。判決では、

「〔これら基準は、法 2 条 1 項 12 号で課税仕入れ
から除外される〕『給与等を対価とする役務の提
供』に該当するか否かの基準ではないが」と留保
しつつ、判断に当たって重要な基準と位置づけて
いるが、通達の 4 基準の合理性について検討す
る必要があった３）。

　二　消費税法における「事業者」
　本判決で問題となっているＸ社による仕入税額
控除の可否の前提として、ＡらのＸ社に対する役
務提供が「事業者が行った資産の譲渡等」（法 4
条 1 項）に該当するかどうかが判断されなければ
ならない。
　「事業者」とは、「個人事業者及び法人」と定義
される（法 2 条 1 項 4 号）。この規定から、消費税
法の事業者概念は、法人税法の法人および所得税
法の個人事業者という存在形式に着目しており、
その取引内容ないし活動内容には言及していな
い。しかし、個人事業者が「事業を行う個人」と
定義されることにより（法 2 条 1 項 3 号）、この「事
業」の解釈次第で、所得税法とは異なる事業者概
念を考えることが可能となる。ただし、消費税法
には「事業」の定義規定はない。
　消費税法の「事業」概念は、所得税法の事業概
念よりも広いと考えられる４）。消費税の課税対象
は「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並
びに役務の提供」（法 4 条 1 項・1 条 2 項 8 号）、す
なわち有償取引という行為であるから、所得税法
の事業所得の判断基準とされる「反復継続して遂
行する意思と社会的地位とが客観的に認められる
業務」（上記最判昭和 56 年判決）のような意思と
いう主観的要素や社会的地位という客観的なス
テータスは必要ではなく、取引が一回性のもので
はない、つまり同種の取引が独立の立場で反復継
続されているという行為自体の客観性が重要とな
る。したがって、たとえば、給与所得者のカーマ
ニアが頻繁に自分の車を売る場合、所得課税にお
いては事業所得とはなりえないが、その者が自ら

の判断で繰り返し中古車販売する場合、消費課税
の対象となりうる。（ただし、令和 5（2023）年 10
月からの適格請求書等保存方式への移行により、個
人が消費税の事業者になるためには、適格請求書発
行事業者登録をしなければならない。）

　三　通達 4 基準の検討
　消費税法における事業概念が所得税法のそれよ
りも広く、取引行為の独立性と反復継続性が客観
的に表れていることが重要であるとすれば、通達
が、個人事業者と給与所得者の区分が明らかでな
いときに「例えば、次の事項を総合勘案して判断
する」としている上記 4 基準（非代替性・指揮監
督性・危険負担・材料等調達）は、消費税の事業者
概念を狭める要因とはなりえないであろうか。
　まず、「危険負担」と「材料調達」の基準につ
いては、自己の計算と危険において遂行されるの
が事業の本質であるから、消費課税にも適用され
るべき基準であると考えられる。この点、Ｘ社は、
Ａらが自ら確定申告をしたり労災に際して自己責
任を負ったりすることをもって、自己の責任にお
いて営まれていることの証左としているが、「自
己の計算と危険」における危険とは、消費税の課
税対象が個々の取引であることから、当該取引に
係る危険（契約どおりに完成できない危険、指定期
日までに完成できない危険など）と考えるべきであ
る。
　次に、「指揮監督性」の基準は、本判決では「具
体的な仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示に
対して諾否の自由……がないことは、一応、『給
与等』該当性を肯定する要素の一つとなる。」と
している。また、上記最高裁昭和 56 年判決は、「何
らかの空間的、時間的な拘束」を指揮監督（指揮
命令）の一態様としているが、このような指揮監
督性は、事業に該当しないことの一般的基準とは
いえないであろう５）。
　最後に、「非代替性」の基準は、所得税に関す
る上記最高裁昭和 56 年判決でも言及されていな
い基準である。この基準については、主として 2
つの問題点がある。第 1 に、これを事業者該当
性の基準に加えることにより、消費税法における
事業の範囲が狭められる可能性である。事業者に
該当しなければ、消費税の納税義務はなくなる一
方で、仕入れについて税額控除ができなくなる。
第 2 に、「非代替」の意味不明確さである。通達
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および本判決にいう「非代替性」は、注文者の承
諾を得なくても自己に代えて他者に業務を代替で
きるのが個人事業者、使用者の承諾がなければ他
者に代替させることができないのが給与所得者と
いうものである。しかしながら、たとえば使用者
からすれば、ある業務をさせるのにある従業員が
だめなら別の従業員に代替させることは可能であ
り、また、注文者からすれば、「この職人にこの
仕事を頼んだ」ということであれば、個人事業者
のほうが非代替的といえる。

　四　事業者の定義のありかた
　令和 5（2023）年 10 月からは、適格請求書発
行登録事業者（課税事業者）以外からの課税仕入
れの税額控除は認められないため、本件のＡらの
ように、課税事業者になる意思も売上げもない者
に支払う外注費の仕入税額控除の可否が問題にな
ることはないであろう。しかし、適格請求書発行
事業者登録をしているものの、その事業実態が従
業員としての業務と変わらない場合、消費税法に
おける事業者とは何か、所得税法における事業所
得者と同じなのかは、引き続き要検討事項である。
　消費税の母国である EU における共通ルール

（2006 年付加価値税指令）では、納税義務者（事業者）
を「独立して、あらゆる場所で、あらゆる経済活
動を行う者をいい、当該活動の目的または結果を
問わない」と定義する（指令 9 条 1 項）６）。この
ように付加価値税の事業者は、まずは課税事業者
登録（付加価値税番号登録）をしていることを前
提として、「独立して経済活動を行っている」と
いう活動実態に着目する。
　基準とされるこの「独立した経済活動の基準」
において、まず「経済活動」は、広範な概念とし
てとらえられている７）。そして「独立性」につい
ては、自己の計算と危険において活動が行われて
いるかどうかで判断される。自らの名義かつ自ら
の責任で当該役務提供を行っているか、役務提供
に必要な主要な道具等を自らが調達しているか、
当該役務提供に係る経済的リスクを自らが負って
いるか等が独立性の基準となる８）。このように、
消費税固有の事業者概念を明文で定義し、資格要
件（課税事業者登録）と活動実態要件（独立した経
済活動）の両方によって事業者該当性を判断する
構造では、「所得税と消費税の事業者概念を同様
に考える必要はない。」ということになる９）。

●――注
１）いわゆる「弁護士顧問料事件」。事業所得と給与所得の

区別は、具体的な態様に応じて判断しなければならない
としたうえで、「事業所得とは、自己の計算と危険にお
いて独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆
継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認めら
れる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得
とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指
揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受
ける給付をいう。」とする。

２）所得課税における事業所得と給与所得の区分基準をそ
のまま消費課税のそれに適用することを問題視している
ものとして、この東京高裁平成 20 年判決評釈である、
増田英敏＝藤井繁「判批」TKC 税研情報 18 巻 5 号（2009
年）25 頁参照。

３）本判決の評釈として、林仲宣＝谷口智紀「判批」税弘
69 巻 9 号（2021 年）154 頁、橋本浩史「判批」税経通
信 77 巻 1 号（2022 年）167 頁。

４）金子宏『租税法〔第 24 版〕』（弘文堂、2021 年）815
頁、名古屋高金沢支判平 15・11・26（税資 253 号順号
9473、LEX/DB28130746）参照。所得税法と消費税法に
おける「事業」の相違につき、藤枝純＝遠藤努『消費税
法の実務詳解』（中央経済社、2021 年）94 頁。

５）給与所得者に業務についての諾否の自由がないとは、
一般に言い切ることはできない。また、コロナ禍を契機
とする働き方の多様化において、空間的時間的拘束は給
与所得者固有のものではない。たとえば、申告期限間際
の税理士は、顧問先の会社内で空間的時間的拘束を受け
て業務を行うこともあろう。この点、Ｘ社の「就業形態
の多様化に伴って従属性が希薄しているから、そもそも

〔指揮監督性の基準は〕重視されるべきではない。」との
主張には合理性がある。他方、Ａらが熟練工であること
をもって指揮監督性（従属性）がないとする主張は、消
費税法の事業者該当性に当たって技能の高低は関係ない
といえる。

６） 指 令 の 条 文 は、Fabiola Annacondia ed., EU VAT 
Compass 2021/2022 (IBFD, 2021) による。

７）Ad van Doesum et al., Fundamentals of EU VAT Law (2nd 
ed., IBFD, 2020), 113.

８）Ibid, 143-149.
９）Johannes Bunjes et al., Umsatzsteuergesetz Kommentar 

(20. Aufl., C.H.Beck, 2021), §2, Rz. 9.


