
９～15　消費税、酒税以外の間接税各表

統計表を見る方のために

１　利用上の注意
　　 この章は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの消費税、酒税以外の間接税の申告又は処理による課税事績を掲げた。

　　 ただし、印紙税については上記期間における現金納付に係る分を掲げた。

２　消費税、酒税以外の間接税の概要
(1) 「９　たばこ税及びたばこ特別税」

たばこ税は、紙巻たばこ等の製造たばこに対して課税される。

たばこ税の税率は、次のとおりである。

イ 喫煙用の製造たばこ

・第１種（紙巻たばこ）

・第２種（パイプたばこ）

・第３種（葉巻きたばこ）

・第４種（刻みたばこ）

ロ かみ用の製造たばこ

ハ かぎ用の製造たばこ

ニ 紙巻たばこ旧３級品 ……………… 

(2) 「10　揮発油税及び地方揮発油税」

揮発油税及び地方揮発油税は、揮発油に対して課税される。

揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油１klにつき次の金額である。

　揮発油税　　………………………………………　48,600円

　地方揮発油税　……………………………………　 5,200円

　　　計　　　………………………………………　53,800円

(3) 「11　航空機燃料税」

航空機燃料税は、航空機に積み込まれる航空機燃料に対して課税される。

航空機燃料税の税率は、航空機燃料１klにつき     平成23年３月31日まで　26,000円

平成23年４月１日から　18,000円

ただし、沖縄路線航空機 ………… １klにつき 平成23年３月31日まで　13,000円

平成23年４月１日から　 9,000円

　　　　特定離島路線航空機 …… １klにつき 平成23年３月31日まで　19,500円

平成23年４月１日から　13,500円

(4) 「12　石油ガス税」

石油ガス税は、自動車用の石油ガス容器に充てんされる石油ガスに対して課税される。

石油ガス税の税率は、課税石油ガス１㎏につき17円50銭である。

(5) 「13　石油石炭税」

石油石炭税は、原油の採取場から移出する原油、ガス状炭化水素又は石炭及び保税地域から引き取る原油若しくは石油製品、

　　 ガス状炭化水素又は石炭に対して課税される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年10月１日から　2,290円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年４月１日から　2,540円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年10月１日から　1,340円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年４月１日から　1,600円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年10月１日から　  920円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年４月１日から　1,140円

　　　　　　　　　　石炭 ………………… １ｔにつき　　　　平成24年９月30日まで　  700円
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（注）たばこ特別税は、たばこ税にあわせて課され、上記イ～ハについては 1,000本につき820円、ニは 1,000本につき389円
　　 である。

石油石炭税の税率は、原油及び輸入石油製品１klにつき　　　　平成24年９月30日まで　2,040円

　　　　　　　　　　ガス状炭化水素 …… １ｔにつき　　　　平成24年９月30日まで　1,080円

1,000本につき 平成22年９月30日まで 3,552円
平成22年10月１日から 5,302円

1,000本につき 平成22年９月30日まで 1,686円
平成22年10月１日から 2,517円
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(6) 「14　印紙税」

印紙税は、流通取引に関連して作成される文書に対して課税される。

印紙税の税率は、次のとおりである（一般的な契約書、証書等のうち主なものについて掲げた。）。

イ 不動産の譲渡契約書、消費貸借契約書、運送契約書

　　　　契約金額により 200円～60万円（契約金額１万円未満は非課税）

不動産の譲渡契約書で契約金額が 10万円を超えるものについては税率が軽減されている。

ロ 請負契約書

　　　　契約金額により 200円～60万円（契約金額１万円未満は非課税）

建設工事に係る請負契約書で契約金額が 100万円を超えるものについては税率が軽減されている。

ハ 約束手形、為替手形

　　　　手形金額により 200円～20万円（手形金額10万円未満は非課税）

ニ 株券、出資証券、社債券、受益証券

　　　　券面金額により 200円～２万円

ホ 預貯金証書、保険証券、信用状等

　　　　１通につき200円

ヘ 配当金領収証、配当金振込通知書

　　　　配当金額3,000円以上の場合200円（配当金額3,000円未満は非課税）

ト 金銭、有価証券の受取書で営業に関するもの

　　　　受取金額により200～20万円（受取金額５万円未満は非課税）

チ 預貯金通帳、信託通帳、掛金通帳

　　　　１冊１年につき200円

リ 判　取　帳

　　　　１冊１年につき4,000円

(7) 「15　電源開発促進税」

電源開発促進税は、一般電気事業者の販売電気の電力量に対して課税される。

電源開発促進税の税率は、販売電気千kWhにつき375円である。

For the people who use the statistical tables

1  Notes on use
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　　This section shows the status of taxation of indirect tax other than consumption tax and liquor tax according to returns filed or dispositions made

   between April 1, 2015 and March 31, 2016.

　　As for stamp tax, however, figures for tax payment by cash.

2  Outline of indirect taxes other than consumption tax and liquor tax

(1) “９  Tobacco tax and Special tobacco surtax”

　　　Tobacco tax is levied on manufactured tobacco such as  cigarettes.

　　　The tax rates of tobacco tax  are as follows.

　A: Manufactured tobacco for smoking

　　　* Type 1 (cigarette)

　　　* Type 2 (pipe smoking tobacco)

　　　* Type 3 (cigar)                                            3,552 yen per 1,000 pieces on or before September 30,2010

       * Type 4 (shredded tobacco)                        5,302 yen per 1,000 pieces on or after October 1,2010

　B: Manufactured chewing tobacco

　C: Manufactured sniffing tobacco

　D: Former third class cigarette :          1,686 yen per 1,000 pieces on or before September 30,2010

                                                                  2,517 yen per 1,000 pieces on or after October 1,2010

Note: Special tobacco surtax has been levied on top of Tobacco tax. The tax rate of special tobacco surtax on A to C is 820 yen per 1000 pieces and that

　　　for D 389 yen per 1000 pieces.

(2) “10  Gasoline tax and Local gasoline tax”

　　Gasoline tax and Local gasoline tax are imposed on gasoline. The tax rates of gasoline tax and local gasoline tax per kiloliter are as follows.

　　Gasoline tax:  48,600 yen

　　Local gasoline tax: 5,200 yen

　　Total: 53,800 yen
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　F: Dividend warrant, Dividend transfer notice

　　　200 yen when the amount of dividend exceeds 3,000 yen.   (Non-taxable when the amount of dividend is less than 3,000 yen.)

　H: Bankbook, Trust bankbook, Passbook

　　　200 yen per book, per year

(3) “11  Aviation fuel tax”

　　   Aviation fuel tax is imposed on aviation fuel supplied to aircraft.

       The tax rates of Aviation fuel tax  are as follows.

                         26,000 yen per kiloliter of aviation fuel on or before March 31,2011.

                         18,000 yen per kiloliter of aviation fuel on or after April 1,2011.

       But as for Okinawa air route, the tax rate for aviation fuel loaded in an aircraft (limited to the amount consumed on the route) are as follows.

                         13,000 yen per kiloliter on or before March 31,2011.

　　                       9,000 yen per kiloliter on or after April 1,2011.

       For air routes to solitary islands, aviation fuel tax rate are as follows.

                         19,500 yen per kiloliter on or before March 31,2011.

                         13,500 yen per kiloliter on or after April 1,2011.

(4) “12  Liquefied petroleum gas tax”

　　Liquefied petroleum gas tax is imposed on petroleum gas filled in the fuel tanks of automobiles.

　　The tax rate is 17.5 yen per kilogram of taxable petroleum gas.

　I : Receipt book (Hantoricho)

　　　4,000 yen per book, per year

(5) “13 Petroleum and coal tax”

    Petroleum and coal tax is levied on crude petroleum, gaseous hydrocarbon, or coal shipped from oil extraction sites as well as crude petroleum

   or petrochemicals, gaseous hydrocarbon, or coal withdrawn from bonded areas. The tax rates are as follows:

                          - Crude petroleum/petrochemicals      2,040 yen per kiloliter on and before September 30, 2012

                                                                                              2,290 yen per kiloliter on and after October 1, 2012

                                                                                              2,540 yen per kiloliter on and after April 1, 2014

                          - Gaseous hydrocarbon                          1,080 yen per ton on and before September 30, 2012

                                                                                              1,340 yen per ton on and after October 1, 2012

                                                                                              1,600 yen per ton on and after April 1, 2014

                          - Coal                                                            700 yen per ton on and before September 30, 2012

                                                                                                 920 yen per ton on and after October 1, 2012

                                                                                             1,140 yen per ton on and after April 1, 2014

(6) “14  Stamp tax”

　　Stamp tax is levied on certain documents related to transactions or distribution. The tax rates of stamp tax are as follows. (The rates listed are those

　 for major documents among ordinary contracts and certificates.)

　A: Contract for transfer of real estate, Contract for loan for consumption, Contract for transportation

　　　From 200 yen to 600,000 yen depending on the amount of contract.  (Non-taxable when the amount of contract is less than 10,000 yen.)

　　　The tax rate is reduced when the amount of the contract for transfer of real estate exceeds 100,000 yen.

　B: Contract agreement

　　　From 200 yen to 600,000 yen depending on the amount of contract.  (Non-taxable when the amount of contract is less than 10,000 yen.)

　　　The tax rate is reduced when the amount of the contract agreement for construction exceeds a million yen.

(7) “15   Promotion of power-resources development tax”

　　Promotion of power-resources development tax is levied on electric power sold by general electric power companies. The tax rate for the promotion of

   power-resources development tax is 375 yen.

　C: Promissory note, Bill of exchange

　　　From 200 yen to 200,000 yen depending on the amount of bill.  (Non-taxable when the amount of bill is less than 100,000 yen.)

　D: Share certificate, Investment certificate, Bond certificate, Beneficiary certificate

　　　From 200 yen to 20,000 yen depending on the face value

　E: Deposit certificate, Insurance certificate, Letter of credit

　　　200 yen per document

　G: Receipt of cash or securities related to business

　　　From 200 yen to 200,000 yen depending on the amount of receipt.  (Non-taxable when the amount of dividend is less than 50,000 yen.)


