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関税額の計算について 

 

○従価税品の関税計算 

価格を課税価格とする従価税品については以下の公式に基づいて計算します。 

⑴ 課税価格は千円未満を切り捨てること。 

⑵ 税額は百円未満を切り捨てること。 

⑶ 課税価格が千円未満である場合及び税額が百円未満の場合はその全部が切り捨てられ

税額は０円となる。 

 

 

 

 

課税価格 

千円未満切捨 

 税額 

百円未満切捨 × = 税率 

【従価税の場合の関税計算例】 

◎課税価格 821,150 円、税率 19.5%の関税額を求めよ。 

            ↓ 

821,000 円×19.5%＝160,095 円 ⇒ 百円未満切捨るので、160,000 円 

マークシートの記載の仕方に要注意！！ 

計算した税額をマークシートに記載する際、百万の位に満たない場合は、 

満たない桁の「０」をマークする。（マークシートの桁は通常百万までです。） 

例：関税額 386,400円 

↓ ↓ 

0386400 

空白の桁がないようにすること！！ 

例題 



問題 次の貨物の関税額を計算しなさい。 

 

1 課税価格が 530,000 円、適用税率が 5.3％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

2 課税価格が 760,500 円、適用税率が 9.6％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

3 課税価格が 896,018 円、適用税率が 2.3％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

4 課税価格が 130,000 円、適用税率が 15.1％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

5 課税価格が 762,205 円、適用税率が 8.6％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

6 課税価格が897,560円、適用税率が11.8％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

7 課税価格が930,100円、適用税率が25.9％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

8 課税価格が269,008円、適用税率が11.1％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

9 課税価格が120,072円、適用税率が31％の貨物の関税額を計算せよ。 

 

 

10 課税価格が111,110円、適用税率が27.9％の貨物の関税額を計算せよ。 

 



  

 

【解答解説】28,000 円 

530,000 円（千円未満切捨）×5.3%＝28,090 円 ⇒ 28,000 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】72,900 円 

760,000 円（千円未満切捨）×9.6%＝72,960 円 ⇒ 72,900 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】 20,600 円 

896,000 円（千円未満切捨）×2.3%＝20,608 円 ⇒ 20,600 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】19,600 円 

130,000 円（千円未満切捨）×15.1%＝19,630 円 ⇒ 19,600 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】65,500 円 

762,000 円（千円未満切捨）×8.6%＝65,532 円 ⇒ 65,500 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】105,800 円 

897,000 円（千円未満切捨）×11.8%＝105,846 円 ⇒ 105,800 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】240,800 円 

930,000 円（千円未満切捨）×25.9%＝240,870 円 ⇒ 240,800 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】29,800 円 

269,000 円（千円未満切捨）×11.1%＝29,859 円 ⇒ 29,800 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】37,200 円 

120,000 円（千円未満切捨）×31%＝37,200 円 ⇒ 37,200 円（百円未満切捨） 

 

【解答解説】 30,900 円 

111,000 円（千円未満切捨）×27.9%＝30,969 円 ⇒ 30,900 円（百円未満切捨） 



修正申告時の納税額について 

 

○修正申告とは：納税（申告）したが、その納税額が過少であった為、その不足分を追加

で納付する為に、納税申告者自らが行う増額変更手続きのことです。 

 

【修正申告額の算出方法】 

『本来収めるべき税額』から『納めた税額』を引いた額が、修正申告額になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、『本来納めるべき税額』・『納めた税額』ともに、「関税額の計算」で記載した百円未

満切捨て処理した額で計算を行うことに注意。 

【修正申告の計算例 1 品目のみの場合】 

課税価格 2,934,500 円の品目について、当初税率 15.3%で申告し納付したところ、

税率に誤りがあり、正しい税率は 18.4%でした。 

この場合の修正申告により納めるべき税額を求めなさい。 

              ↓ 

①まず、当初納めた関税額を求める。 

2,934,000 円（千円未満切捨）×15.3%＝448,902 円 ⇒ 448,900 円（百円未満切捨） 

②次に、本来納めるべき関税額を求める。 

2,934,000 円（千円未満切捨）×18.4%＝539,856 円 ⇒ 539,800 円（百円未満切捨） 

③②の関税額から、①の関税額を引く。 

539,800 円－448,900 円＝90,900 円 

本来納めるべき 

税額 

 修正申告により 

納めるべき税額 

 

－ = 当初納めた税額 

例題 １ 



【修正申告の計算例 2 品目の場合】 

下表のとおり、2 品目について 1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後に

適用税率に誤りがあることが判明。 

この場合の修正申告により納めるべき税額を求めなさい。 

品名 課税価格 当初申告で適用した関税率 正しい関税率 

X 8,000 円 4.5% 5.0% 

Y 39,844 円 6.2% 7.9% 

①まず、X と Y の当初納めた関税額をそれぞれ求める。

X：8,000 円（千円未満切捨）×4.5%＝360 円 

Y：39,000 円（千円未満切捨）×6.2%＝2,418 円 

次に、上記で求めた X・Y を合算し、当初申告した関税額を求める。 

360 円＋2,418 円＝2,778 円 ⇒ 2,700 円（百円未満切捨） 

②次に、正しい関税率で X と Y の関税額をそれぞれ求める。

X：8,000 円（千円未満切捨）×5.0%＝400 円 

Y：39,000 円（千円未満切捨）×7.9%＝3,081 円 

上記で求めた X・Y を合算し、関税額を求める。 

400 円＋3,081 円＝3,481 円 ⇒ 3,400 円（百円未満切捨） 

③②の関税額から、①の関税額を引く。 

3,400 円－2,700 円＝700 円 

例題 ２ 



1 下表のとおり、2 品目について、1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第 7条の 14の規定に基づき修正申

告を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 課税価格 当初申告において適用した関税率 正しい関税率 

X 434,791円 3.4% 4.7% 

Y 832,569円 6.2% 8.1% 

2 下表のとおり、2 品目について、1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第 7条の 14の規定に基づき修正申

告を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 適用税率 

X 3,964,700円 4,713,315円 6.4% 

Y 1,004,321円 2,003,924円 13.0% 



【解答・解説】21,400円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額。 

X：434,000円（千円未満切捨）×3.4%＝14,756円…① 

Y：832,000円（千円未満切捨）×6.2%＝51,584円…② 

①＋②＝14,756 円＋51,584円＝66,340円 ⇒ 66,300円（百円未満切捨）…③ 

 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

X：434,000円（千円未満切捨）×4.7%＝20,398円…④ 

Y：832,000円（千円未満切捨）×8.1%＝67,392円…⑤ 

④＋⑤＝20,398 円＋67,392円＝87,790円 ⇒ 87,700円（百円未満切捨）…⑥ 

 

⑥－③＝87,700 円－66,300円＝21,400円 

 

 

 

【解答・解説】177,800円 

(1)当初の輸入申告で納税した関税額。 

X：3,964,000円（千円未満切捨）×6.4%＝253,696円…① 

Y：1,004,000円（千円未満切捨）×13.0%＝130,520円…② 

①＋②＝253,696 円＋130,520円＝384,216 円 ⇒ 384,200円（百円未満切捨）…③ 

 

(2)正しい課税標準額で計算する。 

X：4,713,000円（千円未満切捨）×6.4%＝301,632円…④ 

Y：2,003,000円（千円未満切捨）×13.0%＝260,390円…⑤ 

④＋⑤＝301,632 円＋260,390円＝562,022円 ⇒ 562,000円（百円未満切捨）…⑥ 

 

⑥－③＝562,000 円－384,200円＝177,800 円 



3 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を

行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 2,005,425円 2,255,000円 2.5% 

Y 253,100円 293,444円 3.2% 

 

 

 

 

 

 

 

4 下表のとおり、2 品目について、1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第 7条の 14の規定に基づき修正申

告を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 7,011,332円 7,235,212円 1.9% 

Y 332,715円 350,112円 10.2% 

 

 

 

 

 

 

 

5 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を

行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 7,011,332円 7,235,212円 4.6% 

Y 412,642円 432,700円 7.9% 

 

 



【解答・解説】7,500 円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛2,005,000円（千円未満切捨）×2.5%｝＋｛253,000円（千円未満切捨）×3.2%｝ 

＝50,125円＋8,096円＝58,221円＝58,200 円（百円未満切捨）…① 

 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛2,255,000円（千円未満切捨）×2.5%｝＋｛293,000円（千円未満切捨）×3.2%｝ 

＝56,375円＋9,376円＝65,751円＝65,700 円（百円未満切捨）…② 

 

②－①＝65,700 円－58,200円＝7,500円 

 

 

 

【解答・解説】6,100 円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛7,011,000円（千円未満切捨｝×1.9%｝＋｛332,000円（千円未満切捨）×10.2%｝ 

＝133,209円＋33,864 円＝167,073円＝167,000円（百円未満切捨）…① 

 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛7,235,000円（千円未満切捨）×1.9%｝＋｛350,000円（千円未満切捨）×10.2%｝ 

＝137,465円＋35,700 円＝173,165円＝173,100円（百円未満切捨）…② 

 

②－①＝173,100 円－167,000円＝6,100円 

 

 

 

【解答・解説】11,900円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛7,011,000円（千円未満切捨）×4.6%｝＋｛412,000円（千円未満切捨）×7.9%｝ 

＝322,506円＋32,548 円＝355,054円＝355,000円（百円未満切捨）…① 

 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛7,235,000円（千円未満切捨）×4.6%｝＋｛432,000円（千円未満切捨）×7.9%｝ 

＝332,810円＋34,128 円＝366,938円＝366,900円（百円未満切捨）…② 

 

②－①＝366,900 円－355,000円＝11,900 円 



6 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第 7条の 14の規定に基づき修正申

告を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 5,221,552円 5,369,100円 6.2% 

Y 332,715円 350,112円 2.5% 

 

 

 

 

 

 

 

7 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を

行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 9,369,000円 9,985,200円 8.2% 

Y 420,700円 470,900円 1.2% 

 

 

 

 

 

 

 

8 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を

行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 1,741,852円 1,864,963円 11.2% 

Y 7,619,000円 7,913,770円 6.7% 

 



【解答・解説】9,600 円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛5,221,000円（千円未満切捨）×6.2%｝＋｛332,000円（千円未満切捨）×2.5%｝ 

＝323,702円＋8,300 円＝332,002円＝332,000 円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛5,369,000円（千円未満切捨）×6.2%｝＋｛350,000円（千円未満切捨）×2.5%｝ 

＝332,878円＋8,750 円＝341,628円＝341,600 円（百円未満切捨）…② 

②－①＝341,600 円－332,000円＝9,600円

【解答・解説】51,200円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛9,369,000円（千円未満切捨）×8.2%｝＋｛20,000円（千円未満切捨）×1.2%｝ 

＝768,258円＋5,040 円＝773,298円＝773,200 円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛9,985,000円（千円未満切捨）×8.2%｝＋｛470,000円（千円未満切捨）×1.2%｝ 

＝818,770円＋5,640 円＝824,410円＝824,400 円（百円未満切捨）…② 

②－①＝824,400 円－773,200円＝51,200 円

【解答・解説】33,500円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛1,741,000円（千円未満切捨）×11.2%｝＋｛7,619,000円（千円未満切捨）×6.7%｝ 

＝194,992円＋510,473円＝705,465円＝705,400円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛1,864,000円（千円未満切捨）×11.2%｝＋｛7,913,000円（千円未満切捨）×6.7%｝ 

＝208,768円＋530,171円＝738,939円＝738,900円（百円未満切捨）…② 

②－①＝738,900 円－705,400円＝33,500 円



9 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告を

行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 6,003,115円 6,600,777円 5.3% 

Y 1,500,500円 1,622,330円 9.7% 

10 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告

を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 1,000,147円 2,000,300円 11.1% 

Y 489,163円 500,400円 9.6% 

11 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも課税標準が誤っていることが判明し、関税法第7条の14の規定に基づき修正申告

を行う場合において、当該修正申告により納付すべき関税額を計算しなさい。 

品名 修正申告前の課税標準額 修正申告後の課税標準額 関税率 

X 1,628,734円 1,880,110円 6.3% 

Y 513,999円 531,711円 10.5% 



【解答・解説】43,500円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛6,003,000円（千円未満切捨）×5.3%｝＋｛1,500,000円（千円未満切捨）×9.7%｝ 

＝318,159円＋145,500円＝463,659円＝463,600円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛6,600,000円（千円未満切捨）×5.3%｝＋｛1,622,000円（千円未満切捨）×9.7%｝ 

＝349,800円＋157,334円＝507,134円＝507,100円（百円未満切捨）…② 

②－①＝507,100 円－463,600円＝43,500 円

【解答・解説】112,100円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛1,000,000円（千円未満切捨）×11.1%｝＋｛489,000円（千円未満切捨）×9.6%｝ 

＝111,000円＋46,944 円＝157,944円＝157,900円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛2,000,000円（千円未満切捨）×11.1%｝＋｛500,000円（千円未満切捨）×9.6%｝ 

＝222,000円＋48,000 円＝270,000円＝270,000円（百円未満切捨）…② 

②－①＝270,000 円－157,900円＝112,100 円

【解答・解説】17,700円 

（1）当初の輸入申告で納税した関税額を計算する。 

｛1,628,000円（千円未満切捨）×6.3%｝＋｛513,000円（千円未満切捨）×10.5%｝ 

＝102,564円＋53,865 円＝156,429円＝156,400円（百円未満切捨）…① 

（2）正しい税率で関税額を計算する。 

｛1,880,000円（千円未満切捨）×6.3%｝＋｛531,000円（千円未満切捨）×10.5%｝ 

＝118,440円＋55,755 円＝174,195円＝174,100円（百円未満切捨）…② 

②－①＝174,100 円－156,400円＝17,700 円



更正の請求時の関税額について 

○更正の請求とは：納税（申告）した関税額が過大だった場合、税関長に対し、減額更正

をすべき旨の請求を行うことです。 

【更正の請求の算出方法】 

『当初申告した税額』から『正しい税額』を引いた額が、更正の請求により減額を税関長

に対して請求する額になります。 

当初申告した 

税額 
正しい税額 

更正の請求により 

減額する税額 － = 

【更正の請求の計算例】 

課税価格 1,278,841 円の品目について、当初税率 10.2%で申告し納付したところ、

税率に誤りがあり、正しい税率は 8.8%でした。 

この場合の更正の請求により減少する関税額を求めなさい。 

↓ 

①まず、当初納めた関税額を求める。

1,278,000 円（千円未満切捨）×10.2%＝130,356 円 ⇒ 130,000 円（百円未満切捨） 

②次に、正しい税率の関税額を求める。

1,278,000 円（千円未満切捨）×8.8%＝112,464 円 ⇒ 112,400 円（百円未満切捨） 

③①の関税額から、②の関税額を引く。 

130,000 円－112,400 円＝17,600 円 

例題 １ 



【更正の請求の計算例 ２品目の場合】 

下表のとおり、2 品目について 1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後に

適用税率に誤りがあることが判明した。 

この場合、更正の請求により、減少する関税額を求めなさい。 

品名 課税価格 当初申告で適用した関税率 正しい関税率 

X 315,000 円 12.4% 9.2% 

Y 124,569 円 8.4% 7.6% 

①まず、X と Y の当初納めた関税額をそれぞれ求める。

X：315,000 円（千円未満切捨）×12.4%＝39,060 円 

Y：124,000 円（千円未満切捨）×8.4%＝10,416 円 

次に、上記で求めた X・Y を合算し、当初申告した関税額を求める。 

39,060 円＋10,416 円＝49,476 円 ⇒ 49,400 円（百円未満切捨） 

②次に、正しい関税率で X と Y の関税額をそれぞれ求める。

X：315,00 円（千円未満切捨）×9.2%＝28,980 円 

Y：124,000 円（千円未満切捨）×7.6%＝9,424 円 

上記で求めた X・Y を合算し、関税額を求める。 

28,980 円＋9,424 円＝38,404 円 ⇒ 38,400 円（百円未満切捨） 

③①の関税額から、②の関税額を引く。 

49,400 円－38,400 円＝11,000 円 

例題 ２ 



1 下表のとおり、2 品目について、1 申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれ

の品目にも適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第７条の 15 の規定に基づき更正の

請求を行う場合において、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減少する関税額を

計算しなさい。 

品名 課税価格 当初申告において適用した関税率 正しい関税率 

X 35,584,605 円 4.5% 3.7% 

Y 26,587,463 円 10.2% 9.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 下表のとおり、2品目について、1申告書で輸入（納税）申告したが、納税後、いずれの

品目にも課税価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、関税法第７条の15 の規定に基

づき更正の請求を行う場合において、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減少す

る関税額を計算しなさい。 

当初の申告 正しい内容 

品名 課税価格 関税率 課税価格 関税率 

X 5,633,492円 3.9% 5,921,393円 3.5% 

Y 4,933,500円 5.7% 4,120,471円 5.5% 



【解答・解説】470,800円 

(1)更正請求前 

X：35,584,000円（千円未満切捨）×4.5%＝1,601,280円…① 

Y：26,587,000円（千円未満切捨）×10.2%＝2,711,874円…② 

①＋②＝1,601,280円＋2,711,874円＝4,313,154円 ⇒ 4,313,100円（百円未満切捨）…③

(2)更正請求後 

X：35,584,000円（千円未満切捨）×3.7%＝1,316,608円…④ 

Y：26,587,000円（千円未満切捨）×9.5%＝2,525,765円…⑤ 

①＋②＝1,316,608円＋2,525,765円＝3,842,373円⇒3,842,300円（百円未満切捨）…⑥

③－⑥＝4,313,100円－3,842,300円＝470,800円

【解答・解説】67,000円 

(1)当初申告 

X：5,633,000円（千円未満切捨）×3.9%＝219,687円…① 

Y：4,933,000円（千円未満切捨）×5.7%＝281,181円…② 

①＋②＝219,687円＋281,181円＝500,868円⇒ 500,800円（百円未満切捨）…③

(2)修正申告 

X：5,921,000円（千円未満切捨）×3.5%＝207,235円…④ 

Y：4,120,000円（千円未満切捨）×5.5%＝226,600円…⑤ 

④＋⑤＝207,235円＋226,600円＝433,835円⇒ 433,800円（百円未満切捨）…⑥

③－⑥＝500,800円－433,800円＝67,000円



過少申告加算税の計算方法について 

○過少申告加算税は原則、下記の式で算出します。 

 

 

○例外として、増差税額が、①当初の申告税額 or ②50万円とのいずれかを超える場合

は、当初の申告税額と50万円の高い方の税額を超える額に5％をかけて算出した額を上記式

の算出額に更に加算します。 

なお、増差税額とは、修正申告又は増額補正により納付すべき税額のことです。 

(1)①増差税額が、当初の申告税額より高く、 

②当初申告に係る納付すべき税額が、50万より低い場合 

（増差税額－②50万円）×5% 

(2) ①増差税額が、当初の申告税額より高く、 

②当初申告に係る納付すべき税額が、50万より高い場合 

（増差税額－①当初の申告額）×5% 

 

 

 

 

 

過少申告加算税 増差税額 10% ＝ × 

端数処理について 

○計算の基礎となる増差税額が 1 万円未満の場合、過少申告加算税は課されない。 

（関税法 12 条の 2 第 5 項）。 

○増差税額に 1 万円未満の端数がある場合は、切り捨てて計算する。 

（関税法 12 条の 2 第 5 項）。 

○過少申告加算税額が五千円未満の場合は、徴収しない（関税法 12 条の 2 第 5 項）。 

○過少申告加算税額に百円未満の端数がある場合は、切り捨てる（関税法 12 条の 2

第 5 項）。 



－MEMO－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－MEMO－



問題 次の記述により課されることとなるそれぞれの加算税額を求めなさい。 

 

1 当初の申告に係る納付すべき税額が505,500円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として50,000円が発生した。 

 

 

 

2 当初の申告に係る納付すべき税額が260,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として430,920円が発生した。 

 

 

 

3 当初の申告に係る納付すべき税額が215,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として50,900円が発生した。 

 

 

 

4 当初の申告に係る納付すべき税額が158,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として356,000円が発生した。 

 

 

 

5 当初の申告に係る納付すべき税額が755,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として71,600円が発生した。 

 

 

 

6 当初の申告に係る納付すべき税額が693,020円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として225,532円が発生した。 

 

 

 

7 当初の申告に係る納付すべき税額が600,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として51,000円が発生した。



 

 

【解答・解説】5,000円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

50,000円（一万円未満切捨）×10%＝5,000円 

 

 

【解答・解説】43,000円 

増差税額が当初の申告税額より高いが、50万円より低い為、原則で算出します。 

430,000円（一万円未満切捨）×10%＝43,000円 

 

 

【解答・解説】5,000 円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

50,000円（一万円未満切捨）×10%＝5,000円 

 

 

【解答・解説】35,000円 

増差税額が当初の申告税額より高いが、50万円より低い為、原則で算出します。 

350,000円（一万円未満切捨）×10%＝35,000円 

 

 

【解答・解説】7,000 円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

70,000円（一万円未満切捨）×10%＝7,000円 

 

 

【解答・解説】7,000 円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

220,000円（一万円未満切捨）×10%＝22,000円 

 

 

【解答・解説】5,000円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

50,000円（一万円未満切捨）×10%＝5,000円



8 当初の申告に係る納付すべき税額が215,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として40,900円が発生した。 

 

 

 

10 当初の申告に係る納付すべき税額が441,000 円であったが、その後、修正申告により

納付すべき税額（増差税額）として620,300 円が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

11 当初の申告に係る納付すべき税額が250,000円であったが、その後、更正により納付す

べき税額（増差税額）として758,000円が発生した。 

 

 

 

 

 

 

 

12 当初の申告に係る納付すべき税額が408,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として986,000円が発生した。 

 

 



【解答・解説】0円 

増差税額が当初の申告税額・50万円より低い為、原則で算出します。 

40,000円（一万円未満切捨）×10％＝4,000円 → 非徴収 

【解答解説】68,000円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より低い為、例外の（１）で

算出します。 

620,000円（一万円未満切捨）×10%＝62,000円…① 

620,300円-500,000円＝120,300円 

120,000（一万円未満切捨）×5%＝6,000円…② 

①+②=62,000円＋6,000円＝68,000円

【解答解説】87,500円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より低い為、例外の（１）で

算出します。 

750,000円（一万円未満切捨）×10%＝75,000円…① 

758,000円-500,000円＝258,000円 

250,000円（一万円未満切捨）×5%＝12,500円…② 

①+②=75,000円＋12,500円＝87,500円

【解答解説】122,000円 

増差税額が当初の申告税額より高く，当初申告税額が  50万円より低い為、例外の（１）

で算出します。 

980,000円（一万円未満切捨）×10%＝98,000円…① 

986,000円-500,000円＝486,000円 

480,000（一万円未満切捨）×5%＝24,000円…② 

①+②=98,000円＋24,000円＝122,000円



13 当初の申告に係る納付すべき税額が669,600円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として905,000円が発生した。 

14 当初の申告に係る納付すべき税額が655,000円であったが、その後、更正により納付す

べき税額（増差税額）として985,000円が発生した。 

15 当初の申告に係る納付すべき税額が845,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として2,600,000円が発生した。 

16 当初の申告に係る納付すべき税額が608,000円であったが、その後、修正申告により納

付すべき税額（増差税額）として1,953,000円が発生した。



【解答・解説】101,500円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より高い為、例外の（２）で

算出します。 

900,000円（一万円未満切捨）×10%＝90,000円…① 

905,000円－669,600円＝235,400円 

230,000円（一万円未満切捨）×5%＝11,500円…② 

①＋②＝90,000円＋11,500円＝101,500円

【解答・解説】114,500円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より高い為、例外の（２）で

算出します。 

980,000円（一万円未満切捨）×10%＝98,000円…① 

985,000円－655,000円＝330,000円 

330,000円（一万円未満切捨）×5%＝16,500円…② 

①＋②＝98,000円＋16,500円＝114,500円

【解答・解説】347,500円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より高い為、例外の（２）で

算出します。 

2,600,000円（一万円未満切捨）×10%＝260,000円…① 

2,600,000円－845,000円＝1,755,000円 

1,750,000円（一万円未満切捨）×5%＝87,500円…② 

①＋②＝260,000円＋87,500円＝347,500円

【解答・解説】262,000円 

増差税額が当初の申告税額より高く、当初申告税額が 50万円より高い為、例外の（２）で

算出します。 

1,950,000円（一万円未満切捨）×10%＝195,000円…① 

1,953,000円－608,000円＝1,345,000円 

1,340,000円（一万円未満切捨）×5%＝67,000円…② 

①＋②＝195,000円＋67,000円＝262,000円



延滞税の計算方法について 

１，そもそも延滞税とは？ 

簡単に言うと、「法定納期限までに関税を納付しなかったら課されるもの」税です（関税

法12条1項本文，但書）。 

２，まずは、「関税法12条1項本文」パターンです。 

 

※延滞日数：法定納期限の翌日から未納の関税額を納付する日までの日数になります。 

次に、「関税法12条1項但書」パターンのです。 

 

 

延滞税額 ×= 関税額 
7.3% 

(特例基準割合) 
延滞日数／365 日 ×

延滞税額＝（関税額×7.3%×法定納期限の翌日～納期限の翌日から 2 月以内の延滞日数／365 日） 

＋（関税額×14.6%×納期限の翌日から 2 月経過後の延滞日数／365 日） 

端数処理について 

○一万円未満の端数がある場合は、一万円未満切捨てで計算する（関税法 12 条 3 項）

○延滞税額が千円未満の場合は非徴収で、延滞税額に百円未満の端数がある場合は、切捨てる

（関税法 12 条４項） 
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1 下表の経緯で、輸入された貨物について修正申告を行い、関税額394,000円を納付 

することとなった。 

この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。（H3-3改） 

令和2年6月19日  輸入（納税）申告の日 

令和2年6月20日  輸入許可の日 

令和2年6月29日  納付すべき税額に不足額があったことを知った日 

令和2年7月13日  修正申告及び税額納付の日 

2 下表の経緯で、輸入された貨物について修正申告を行い、関税額4,713,000円を納付する

こととなった。 

この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。 

令和元年6月4日  輸入（納税）申告の日 

令和元年6月5日  輸入許可の日 

令和元年6月29日 納付すべき税額に不足額があったことを知った日 

令和元年7月2日   修正申告の日 

令和元年7月3日 修正申告に係る税額納付の日 

3 下表の経緯で、特例申告後に修正申告を行い関税額4,552,000円を納付することとなっ

た。 

この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。 

令和元年5月16日  輸入申告の日及び許可の日 

令和元年6月15日  特例申告書の提出の日及び関税納付の日 

令和元年8月25日  納付すべき税額に不足額があったことを知った日 

令和元年8月31日  修正申告及び税額納付の日 



【解答解説】1,700円 

法定納期限は輸入許可の日（令和2年6月20日）になります。 

法定納期限の翌日(令和2年6月21日)から、修正申告及び税額納付日までの日数が『延滞日

数』になるので、延滞日数は23日になります。 

よって、390,000円（一万円未満切捨）×7.3%×23日／365日＝1,794円 

＝1,700円（百円未満切捨） 

【解答解説】26,300円 

法定納期限は輸入許可の日（令和元年6月5日）になります。 

法定納期限の翌日(令和元年6月6日)から、修正申告に係る税額納付日までの日数が『延滞

日数』になるので、延滞日数は28日になります。 

よって、4,710,000円（一万円未満切捨）×7.3%×28日／365日＝26,376円 

＝26,300円（百円未満切捨） 

【解答解説】56,400円 

法定納期限は、輸入許可の日（5月16日）の属する月の翌月末日（6月30日）であり、その

翌日（7月1日）から修正申告をして納付した日（8月31日）までが『延滞日数』になるので、

延滞日数は62日になります。 

よって、4,550,000円(１万円未満切捨)×7.3％×62日／365日＝56,420円 

＝56,400円(百円未満切捨) 

☆この問題では「特例申告書の提出期限」が法定納期限となります（関税法12条9項1号）。 

特例申告書の提出期限は、輸入許可を受けた日の属する月の翌月末日なので（同法7条の2

第2項）、輸入許可を受けた日、すなわち、5月16日の翌月末日は上述の通り、6月30日とな

る。 



4 下表の経緯で、輸入許可後に修正申告を行い関税額1,193,600円を納付することとなっ

た場合において、納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。（H7-1改） 

令和元年8月1日 輸入（納税）申告の日 

令和元年8月2日 輸入許可の日 

令和元年8月9日 納付すべき税額に不足額があったことを知った日 

令和元年8月16日   修正申告及び税額納付の日 

5 下表の経緯で、輸入許可後に修正申告を行い関税額6,392,000円を納付することとなっ

た場合において、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。（H11-2改） 

令和2年3月1日 輸入（納税）申告の日 

令和2年3月2日 輸入許可の日 

令和2年3月5日 保税蔵置場から貨物を搬出した日 

令和2年3月26日 修正申告する旨を税関に意思表示した日 

令和2年3月30日 修正申告及び税額納付の日 

6 下表の経緯で、輸入された貨物について修正申告を行い、関税額426,000円を納付するこ

ととなった。 

この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。 

令和2年2月1日  輸入（納税）申告の日 

令和2年2月2日  輸入許可の日 

令和2年3月5日  保税蔵置場から貨物を搬出した日 

令和2年3月21日   修正申告する旨を税関に意思表示した日 

令和2年3月25日 修正申告及び税額納付の日 



【解答解説】3,300円 

法定納期限は輸入許可の日（令和元年8月2日）になります。 

法定納期限の翌日(令和元年8月3日)から、修正申告及び税額納付日までの日数が『延滞日

数』になるので、延滞日数は14日になります。 

よって、1,190,000円（一万円未満切捨）×7.3%×14日／365日＝3,332円 

＝3,300円(百円未満切捨) 

【解答解説】35,700円 

法定納期限は輸入許可の日（令和元年3月2日）になります。 

法定納期限の翌日(令和元年3月3日)から、修正申告及び税額納付の日までの日数が『延滞

日数』になるので、延滞日数は28日になります。 

よって、6,390,000円（一万円未満切捨）×7.3％×28日／365日＝35,784円 

＝35,700円(百円未満切捨) 

【解答解説】4, 300円 

法定納期限は輸入許可の日（令和元年2月2日）になります。 

法定納期限の翌日(令和元年2月3日)から、修正申告及び税額納付日までの日数が『延滞日

数』になるので、延滞日数は52日になります。 

よって、420,000円（一万円未満切捨）×7.3％×52日／365日＝4,368円 

  ＝4,300円(百円未満切捨) 

※令和2年（2020年）の2月末日は29日なので、延滞日数の算出に注意。 

2021年，2022年の2月末日は28日である。 



7 下表の経緯で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認後になされた税関長の更正に

基づき、関税額315,000円を納付することとなった。この場合に当該関税額に併せて納付す

べき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年7.3％、１年は365日として計算しなさい。 

令和3年4月1日  輸入申告の日 

令和3年5月2日  輸入の許可前における引取承認申請の日及びその承認の日 

令和3年7月12日   更正通知書が発せられた日 

令和3年7月30日   全額一括納付する日 

8 下表の経緯で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認後になされた税関長の更正に

基づき、関税額522,000 円を納付することとなった。この場合に当該関税額に併せて納付

すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年 7.3％、１年は365 日として計算しなさい。（H9-3改） 

令和3年 9月1日   輸入（納税）申告の日 

令和3年 9月2日   輸入の許可前における貨物の引取承認申請の日及び税関長の承認の

日 

令和3年9月12日   更正通知書が発せられた日 

令和3年10月6日  全額一括納付する日 



【解答解説】1,100円 

法定納期限は、更正通知書が発せられた日（7月12日）になります。 

法定期限の翌日（7月13日）から全額一括納付する日までの日数が『延滞日数』になるの

で、延滞日数は18日になります。 

よって、310,000円(１万円未満切捨)×7.3％×18日／365日＝1,116円 

＝1,100円(百円未満切捨) 

【解答解説】2,400円 

法定納期限は、更正通知書が発せられた日（9月12日）になります。 

法定期限の翌日（9月13日）から全額一括納付する日までの日数が『延滞日数』になるので、

延滞日数は24日になります。 

よって、520,000円（一万円未満切捨）7.3％×24 日／365 日＝ 2,496 円 

＝2,400円（百円未満切捨） 



9 下表の経緯で、輸入許可後に更正により関税額830,000円を納付することとなった場合

において、当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を求めなさい。 

なお、延滞税の税率は年 4.1％、１年は 365日として計算しなさい。 

 

令和 2年 5月 1日 輸入(納税)申告の日及び納入許可の日 

令和 2年 7月 10日 更正があった日 

令和 2年 7月 11日 更正通知書が発せられた日 

令和 2年 10月 7日 税額納付の日 



【解答解説】14,800円 

法定納期限は、輸入(納税)申告の日及び納入許可の日（5月1日）になります。 

法定納期限の翌日（5月2日）から税額納付の日までの日数が『延滞日数』になるので、延

滞日数は159日になります。 

よって、830,000円（一万円未満切捨）×4.1％×159日／365日＝14,824円 

                            ＝14,800円（百円未満切捨） 

 

※1 この問題では関税法12条9項各号には非該当なので、法定納期限は原則通り「輸入許

可の日（令和2年5月1日）」となります。 

 

※2 納期限の翌日から2ヶ月を経過した場合の延滞税の税率は、14.6％とされているが、

本問では以下の通り納期限の翌日から2ヶ月を経過していないので適用しない。 

輸入許可後に更正がなされた場合の納期限は、「更正通知書が発せられた日の翌日から起

算して1ヶ月を経過する日」なので（関税法9条2項5号）、本問では7/11の翌日から起算し

て1ヶ月を経過する日、すなわち8/11が納期限となる。 

さらに、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日は、8/12から2月を経過する日なので10/11と

なる。（下図参照） 
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