
平成 29 年分

贈与税の申告のしかた

● この冊子は、一般的な事項を説明しています。 目 次 は、次ページをご覧ください。 

 申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねく

ださい。

● 平成29年分の贈与税の申告書の受付は、平成30年２月１日(木)から同年３月15日(木)

までです。 

● 平成29年分の贈与税の納期限は、平成30年３月15日(木)です。 

ご自宅のパソコンから、
「作成コーナー」で検索。

画面の案内に従って
金額等を入力し、
申告書を作成。

▶ の場合
事前準備が必要です。
詳しくはe-Taxホームページ
（www.e-tax.nta.go.jp）
をご覧ください。

書面提出の場合▶
印刷して郵送等で提出。

作成方法の概要や入力例は、15～19ページをご覧ください。 作成コーナー 検索

国税庁ホームページ

www.nta.go.jp

※ e-Taxで申告を行う場合の添付書類のイメージデータ（PDF方式）による提出については、裏表紙をご覧ください。 

申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成できます！

【本人確認書類の例】 例１ マイナンバーカード   
例２ 通知カード ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証 など 

が必要です。

マイナンバーを記載した申告書を提出する際に

は、申告をされる方（財産の贈与を受けた方）の本

人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 

詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」 

【https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm】をご覧ください。 

 ※ 掲載 URL は平成 29 年 11 月現在のものです。 

申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載

する欄を設けており、申告をされる方（財産の

贈与を受けた方）のマイナンバーの記載が必要

です。  

贈与税の申告書には、「マイナンバー」の記載が必要です！

贈与税の申告書には、

マイナンバー（12 桁）の記載 本人確認書類の提示又は写しの添付

詳しくは、6ページをご覧ください。 

マイナンバーカードを利用して、ご自宅等のパソコンから e-Tax で送信する

場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません！

税務署 この社会あなたの税がいきている 
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 添付書類

 

１ 対象となる添付書類 

  イメージデータで送信ができる添付書類は、戸籍の謄本や登記事項証明書などです。 

  なお、「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ（XML 形式）により提出ができる添付書類につい

ては、イメージデータで提出することができません。 
 
 

２ 主な要件 

(1) データ形式 

   イメージデータで送信可能なデータ形式は、「PDF 形式」です。 

   なお、PDF形式のイメージデータの作成は、①添付書類（書面）をスキャナにより読み取り PDF形式に

変換する方法、②パソコンで作成した添付書類（文書データ等）をソフトウェアで PDF 形式に変換する方

法などがあります。 
 

(2) 送信方法 

  「確定申告書等作成コーナー」の「贈与税の申告書作成コーナー」により、e-Tax で申告書等データを 

送信後に、一連の流れで添付書類のイメージデータを送信（追加送信方式）します。 

  なお、添付書類のイメージデータの送信可能回数は 10回まで、１回の送信当たり最大 16ファイル（合

計で 1.5MB）のデータを送信することができます。 

(注) イメージデータで送信した添付書類の原本の保管や、イメージデータの作成に当たっての注意事項

等は、e-Tax ホームページ【www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。 

①申告書を作成・送信 ②イメージデータを選択・送信 

≪添付書類のイメージデータによる提出≫ 

贈与税の申告書は、 

国税庁ホームページの 

「確定申告書等作成コーナー」で作成！ 

○ 作成した申告書は、e-Tax（電子申告）で送信又は印刷して郵送等で提出！ 

○ e-Tax で申告を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類については、 

書面による提出に代えて、イメージデータ（PDF 形式）により提出できます。 


