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2013年2月20日に官報公布された企業課税および旅費規定の改正および簡素化のための
法律（企業税制改革法）により、税務上の旅費規定が改正されました。旅費規定に関する
改正内容は2014年1月1日から、つまり2014年課税年度または2014年1月1日以降終了する
給与支給期間に支給される通常の給与および2014年1月1日以降支給される一時金から適
用開始となります。連邦各州の上級財政当局との協議の結果を受け、連邦財務省は2013
年9月30日付通達のなかで被雇用者における出張旅費の税務上の取り扱いについて原則
的見解を示しています。EY JBS Newsletter 2013年12月特別号では、従来規定と変更にな
る点のうち、日系企業に関連すると思われる項目につき取り上げています。
従来の〝通常の勤務地〟に代わる〝第一の勤務地〟の定義の導入に加えて、食事手当
（日当）、宿泊費、二重家計に関する規定が大きく改正されます。これらのうち特に出張時
の食事手当（日当）の税務上の取り扱いについては、改正後の規定内容を把握し、従業員
に周知、場合によっては社内出張規程の見直しを行う必要がでてくると思われます。このニ
ュースレターは改正内容の概要をお伝えしているに過ぎませんので、内容をご高覧の上、
具体的な取り扱いについて、会社内の担当者または会計事務所等専門家に早急にご相談
の上、対応を検討されることをおすすめ致します。

I.

第一の勤務地
1. 〝第一の勤務地〟の定義
従来の〝通常の勤務地〟の定義に替わって今後は〝第一の勤務地〟という以下の
条文上の定義が使用されます。
〝第一の勤務地は、被雇用者が継続的に帰属する、雇用者、（株式会社法第15条の）
関連企業または雇用者が指定する第三者の固定的な事業施設である〟（所得税法
第9条第4項第1文）。被雇用者はひとつの雇用契約につき複数の〝第一の勤務地〟
を有することはできず、場合によっては第一の勤務地を有せず、外部の勤務地のみ
を有するということもありえます（所得税法第9条第4項第5文）。第一の勤務地は雇用
者による労働法上および勤務規則上の取り決めを優先して判定されます。雇用者に
よる労働法上および勤務規則上の取り決めがない、または明確でない限りにおいて、
〝第一の勤務地〟は〝量的要素〟を基準として決定されます（所得税法第9条第4項
第4文）。また、被雇用者が所得税法第9条第4項第1文に列挙される固定的な事業施
設において継続的に勤務することも第一の勤務地の決定にあたっての要件となりま
す。
a)

勤務地（〝Tätigkeitsstätte〟）

勤務地とは固定的な事業施設をいいます。したがって、自動車、飛行機、船舶または
固定的な事業施設のない勤務領域は所得税法第9条打4項第1文にいう勤務地に該
当しません。被雇用者の自宅内事務所は、従来と変わらず雇用者または第三者の事
業施設とはみなされず、したがって今後も第一の勤務地とはなり得ません。
b) 関連企業または第三者の事業施設での勤務
勤務地の判定においては、賃金税上の雇用者の固定的な事業施設である必要はあ
りません。被雇用者が雇用者ではなく、その株式会社法第15条にいう関係者または
第三者（顧客等）の固定的な事業施設で勤務するケースも新規定の対象となります。
2. 第一の勤務地の決定
i.

雇用者による勤務規則上または労働法上の取り決めによる帰属

第一の勤務地は、被雇用者が所得税法第9条第4項第1文に該当する勤務地に継続
的に帰属する場合に生じます。被雇用者が一時的に勤務地に帰属する場合には、第
一の勤務地は成立しません。被雇用者の継続的な帰属は、（文書または口頭での）
勤務規則上および労働法上の取り決め、ならびにこれらを補足する合意または指示
により決定されます（所得税法第9条第4項第2文）。
帰属の決定に際しては、当該被雇用者の勤務がどこで行われるかが基準となります。
実際に当該事業施設で勤務しない被雇用者を、労働協約上、共同決定法上または組
織上の理由だけで、所得税法上事業施設に帰属させることはできません。しかしなが
ら、少なくとも何らかの勤務（タイムシートや病欠届けの提出等）が行われる場合には、
当該事業施設への帰属は可能です。勤務の性質は（後述の量的な帰属要件と異なり）
判断基準となりません（勤務規則または労働法の優先適用）。
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複数の勤務地で勤務する被雇用者について、当該被雇用者が勤務規則上または労
働法上特定の勤務地に帰属している場合、各勤務地での勤務の程度や勤務回数は
基準となりません。さらに、雇用者により決定された勤務地における勤務の質的内容
も今後は判断基準とはなりません。
雇用者による勤務規則上または労働法上の帰属の決定は明確でなければならない
ため、雇用契約、労働協約、議事録、勤務規則、人員計画、旅費規程、旅費精算書、
カンパニーカーに関わるフリンジベネフィット計算もしくは組織図等によるドキュメンテ
ーションが求められます。明確な帰属に関するこれらの証明がない場合は、量的要件
による帰属判断が行われます。
ii.

継続的な帰属

雇用者による勤務地への帰属決定は継続的なものでなければなりません。継続的な
帰属の典型的なケースとしては、特定の事業施設への無期限の帰属、期限付きまた
は無期限の雇用契約の期間を通じた帰属、または48ヶ月を超える帰属が挙げられま
す。継続的な帰属であるかどうかの判断は、予測に基づき行われます。雇用者による
帰属変更は変更後から考慮されます。被雇用者の勤務内容が継続的に変更になる
場合（外勤から内勤への変更等）もまた帰属変更の可能性があります。
48ヶ月未満の予定だった外部勤務が延長される場合、これが継続的な帰属となるか
どうかは、延長の決定時点からの勤務期間が更に48ヶ月を超えるかどうかで判断さ
れます。
iii.

クロスボーダーの駐在員派遣の取り扱い
a)

派遣先企業との雇用契約締結の場合

関係会社間でのクロスボーダーの駐在員派遣に際しては、被雇用者が派遣先企業と
の間に締結された雇用契約に基づき、派遣先企業の固定の事業施設に無期限に帰
属する、帰属が期限付きもしくは無期限の雇用関係の期間全体にわたっている、また
は帰属が48ヶ月を超える場合には、派遣先企業が第一の勤務地となります。
例）被雇用者Ａは日本の親会社Ａから子会社Ｔに二年間派遣された。ＡはＴとの間に二年間の
雇用契約を締結し、この契約上Ｔの本店に帰属した。Ｔの本店はＡの第一の勤務地とみなされ
る。

b) 派遣先企業との雇用契約の締結がない場合
派遣先企業との雇用契約の締結なしに派遣先企業の固定的事業施設で勤務する派
遣駐在員については、
派遣元企業によって当該派遣駐在員が派遣先企業の固定的事業施設に無期限に帰
属する、帰属が期限付きもしくは無期限の雇用関係の期間全体にわたっている、また
は帰属が48ヶ月を超えている場合にのみ、派遣先企業が第一の勤務地となります。
例）被雇用者Ａは日本の親会社Ｍとの無期限の雇用契約の一環で、子会社Ｔに二年間派遣、
この期間中Ｔの本店に帰属した。ＡとＴとの間に雇用契約の締結はない。ＡはＴの本店に継続的
に帰属しないため、Ｔの本店はＡの第一の勤務地とはみなされない。
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関係会社間のクロスボーダーの派遣に際して、勤務規則上または労働法上の取り決
めによる派遣先企業の事業施設への継続的な帰属がない、または取り決めが明確
でない場合、量的要件による帰属決定が行われます。
iv.

継続的な帰属の判断における48ヶ月期限の適用

継続的な帰属の判断にあたっての基準のひとつである48ヶ月期限の適用に際しては、
以下に留意する必要があります。
被雇用者が一定の勤務地に継続的に帰属するかどうかの判断（予測）にあたっては、
当該被雇用者が遂行する勤務の開始時点が基準となります。2013年12月31日以前
に勤務が開始される場合も、48ヶ月期限は当該開始時点の起算となります。雇用者
が勤務開始時点で予測もしくは明確な予測を行っていない場合、またはドキュメンテ
ーションのない場合、遅くとも2014年1月1日には予測を行いドキュメンテーションを残
す必要があります。
v.

量的な帰属要件

上述の要件に基づく、勤務規則または労働法上取り決められた事業施設への継続的
な帰属がない、または取り決めが明確でない場合、被雇用者が



典型的に労働日毎、もしくは
一週間に2労働日（終日）または合意された通常の勤務時間の最低三分の
一について

継続的に勤務を行う施設が第一の勤務地となります。
被雇用者は事業施設で本来の職務を遂行しなければなりません。待機時間、報告書
作成、車両の整備点検、営業車、資料、発注確認書、タイムシート、病欠届けおよび
休暇申請の受け渡し等を目的とする事業施設への立ち寄りは事業施設を第一の勤
務地とみなす根拠とはなりません。
時間的（量的）な要件が満たされているかどうかの判断についても、予測に基づき行
われます。実際の状況が（疾病等）想定外の事象により予測と乖離する場合であって
も、第一の勤務地に関して行われた予測はそのまま有効です。予測は雇用関係の開
始時点で行われます。予測に基づく帰属決定は、実際の状況が大きく変わるまでは
有効です。例えば、被雇用者の職務内容が変更になる（外勤から内勤への変更等）、
または量的な帰属要因に変更が生ずる、もしくは雇用者が勤務規則上または労働法
上の帰属決定を行うといった場合が該当します。

量的な判断に際しては、勤務地で遂行する雇用契約上の勤務時間（合意された通常
の勤務時間の最低三分の一または一週間に2労働日（終日）もしくは労働日毎）の程
度のみが基準となります。つまり、以下のように要約されます。



被雇用者が一週間に2労働日（終日）または合意された通常の勤務時間の
最低三分の一の勤務を行う場所は第一の勤務地となる
被雇用者が労働日毎に、合意された通常の勤務時間のうち最低三分の一に
ついて勤務を行う場所は第一の勤務地となる
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II.

被雇用者が労働日毎に、合意された勤務時間のうち三分の一に満たない時
間勤務を行う場所は、被雇用者が当該勤務地で典型的に労働日毎に本来
の職務を遂行し、準備的、補助的そして副次的な勤務にとどまらない場合は、
第一の勤務地となる
複数の勤務地が第一の勤務地の量的要件を満たす場合、雇用者はいずれ
の勤務地が第一の勤務地か決定することができる
雇用者による決定が行われない場合、被雇用者の住居に最も近い勤務地
が第一の勤務地とされる

食事手当
1. 2014年1月1日以降の食事手当
必要経費控除または雇用者による非課税支給が可能な食事手当に関しては従来の
三段階区分（国内の場合6ユーロ、12ユーロ、24ユーロ）に替わって二段階区分が導
入されます。
日帰り出張
所要時間8時間以上
宿泊出張
出張開始日および終了日（所要時間
24時間未満、最低所要時間なし）
所要時間24時間

i.

12ユーロ

12ユーロ
24ユーロ

国内日帰り出張

被雇用者が日帰りで8時間以上自宅または第一の勤務地から不在である場合は12ユ
ーロの食事手当の非課税支給が可能です。被雇用者が宿泊なしに徹夜で（つまり２
暦日にわたって）出張勤務を行う場合も、自宅または第一の勤務地からの不在時間
が8時間以上であれば同様です。一暦日中に複数の出張勤務または徹夜での出張
勤務を行う場合は不在時間が合算されます。
ii.

国内宿泊出張

被雇用者が職業上の理由により自宅および第一の勤務地以外での勤務を行い（外
部勤務）、その不在時間（出張所要時間）が24時間となる暦日（出張中日）については、
24ユーロの食事手当の必要経費控除または雇用者による非課税支給が可能です。
二日以上の宿泊出張勤務における、開始日および終了日については、不在時間（出
張所要時間）に関わらず、12ユーロの食事手当の必要経費控除または非課税支給
が可能です。出張が自宅、第一の勤務地または他の勤務地のいずれから開始される
かは問われません。
iii.

国外出張

国外出張の場合も国内出張と同様の取り扱いとなります。国外出張時の食事手当に
ついては、添付の資料の通り、定額支給額が滞在国別に規定されています。国外出
張においては、出張開始日および終了日が日をまたぐことが多いことから、開始直後
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または終了直前に出張先で宿泊している場合は、これが開始日および終了日と判断
されるに十分です。その他の国外出張の場合の従来の取り扱い（賃金税ガイドライン
等）は今後も適用されます。

 一暦日中に国内および国外出張があった場合は、国内での滞在時間の方が
長い場合であっても、外国の食事手当が適用される
 航空機利用の場合には、航空機が着陸した時点をもってその国に到着した時
刻とする。トランジットはこれが宿泊を伴わない限り、考慮されない
 航空機による目的地までの移動時間が３日以上にわたる場合は、出発日と到
着日の間の日についてはオーストリアの定額食事手当が適用される
2. 三ヶ月期限
従来通り、食事手当の控除は、同じ勤務地での長期の勤務については勤務開始から
三ヶ月までに制限されます。
三ヶ月期限の計算を簡便化するため、純粋な時間経過を基準とする中断規定が導入
されます。この規定によれば、同じ勤務地での〝一時勤務〟が4週間以上中断された
場合には、三ヶ月期限は再度適用されます（所得税法第9条第4a項第7文）。中断の
理由に関わらず、中断の期間が考慮されます。
上記規定は、勤務が2013年12月31日以前に中断された場合も適用されます。
被雇用者が週に最低３日当該勤務地で勤務を行う場合のみ同じ勤務地での勤務が
行われるとみなされます。外部勤務地での勤務が週に２日以下の場合は三ヶ月期限
は開始されません。中断期間および三ヶ月期限の終了の確認は、必ず事後的に実施
されます。
自動車、飛行機、船舶といった固定的な事業施設以外での勤務に際して三ヶ月期限
は適用されません。
三ヶ月期限ならびに上記の食事手当は、職業上の二重家計における食事手当の控
除の場合も適用されます。外部勤務の場所に二重家計が成立する場合、二重家計
開始直近の外部勤務（出張）期間については三ヶ月期限に加算する必要があります。
3. 食事手当の分離課税
労働法上のあるいはその他（企業独自の）規定に基づく食事手当支給額が、上記の
税法上の食事手当額を上回る場合、超過分は基本的には被雇用者の課税所得とな
ります。ただし、外部勤務（出張）に際しての食事手当支給の場合、第三者による食
事提供の場合の減算前の食事手当額が上記の非課税限度額を100％超過しない限
りにおいて、25％の税率による定率分離課税が可能です。定率分離課税の税金は雇
用者が負担します。
三ヶ月期限の経過後に食事手当が支給される場合、これは全額が課税対象となりま
すが、定率分離課税は認められません。
また、二重家計の一環で支給された食事手当については、非課税限度額を超える部
分の定率分離課税は認められません。
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III.

食事提供を受けた場合の食事手当の取り扱い
i.

課税額の計算

外部勤務（出張）中に雇用者による“通常の”食事の提供があった場合、これは現物
給与査定額
(〝Sachbezugswert〟)での課税の対象となります。二重家計の一環での雇用者によ
る“通常の”食事の提供があった場合も同様です。一回の食事代が飲み物代も含め
60ユーロを超えない場合は“通常の”食事とみなされます。60ユーロを超える食事に
ついては現物給与査定額ではなく、実費での課税となります。
60ユーロの上限額の計算に際しては、第三者が雇用者に請求するVATを含む食事
代が基準となります。被雇用者の自己負担額は上限額の計算にあたって考慮されま
せん。例えばセミナー参加料に食事代も含まれていて、第三者からの請求書に食事
代が明記されていない場合は、個別の状況毎に“通常”の食事または60ユーロを超え
る食事に該当するのかどうか判断することになります。
雇用者の指示によって第三者から被雇用者に対して食事が提供される場合も、雇用
者から直接提供される食事に関する場合と同様の取り扱いとなります。食事提供の
日時と場所が雇用者により指定される場合には、雇用者による指示とみなされます。
雇用者による指示の例としては特に以下のケースが挙げられます。



従業員の出張中の食事代を雇用者が勤務規則上または労働法上の理由に
より弁済する場合
請求書の宛先が雇用者となっている、または税込150ユーロ以下の少額請
求書については原本が雇用者に提出されている場合

被雇用者が出張勤務につき、食事手当の必要経費控除または雇用者による非課税
支給が可能な場合、食事手当の額に関わらず、通常の食事についてはみなし給与課
税の対象とはなりません。また、食事提供に伴う食事手当の減額（後述）に際しても
実費は関係ありません。
被雇用者が出張勤務につき食事手当の必要経費控除または非課税支給が可能な場
合には、現物給与査定額で評価される通常の食事の提供に伴うみなし給与課税は不
要です。
雇用者または雇用者の指示により第三者から提供された60ユーロを超える食事の提
供は、従業員が出張勤務について食事手当の必要経費控除または非課税支給が可
能かどうかに関わらず、常にみなし給与として課税されます。
現物給与査定額による食事提供のみなし給与課税は、これが通常の食事であって、
（8時間未満の出張勤務や3ヶ月期限の経過等）従業員が食事手当の必要経費控除
または非課税支給を受けることができないことが要件となります。
被雇用者が食事代の一部を負担する場合、当該負担額は課税対象のみなし給与額
から減額されます。負担額が現物給与査定額を超過するまたはこれと同額である場
合にはみなし給与課税は不要です。負担額が現物給与査定額を超過する場合、超
過額を必要経費控除することは認められません。
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雇用者の指示による第三者による食事提供の場合で被雇用者が事前に合意された
負担額を第三者に対して直接支払う場合も同様です。
ii.

接待の場合の取り扱い

業務上の接待に被雇用者が参加する場合のベネフィットは引き続きみなし給与とは
みなされません。（40ユーロ以下の業務上の理由による社内会食ならびに会社行事
における食事提供等）専ら雇用者の事業上の関心により提供された食事についても
同様です。
iii.

食事手当の減額

被雇用者が雇用者または雇用者の指示により第三者から食事の提供を受けた場合、
食事手当は朝食について20％（国内出張の場合4.80ユーロ）、昼食および夕食（同
9.60ユーロ）についてそれぞれ40％が減額されます。計算の基準となるのは24時間不
在の場合の食事手当の額です。
被雇用者が雇用者または雇用者の指示により第三者から食事の提供を受けた場合
は、必要経費控除または非課税支給の対象となる食事手当の額が減額されます。従
業員が業務上の接待または第一の勤務地以外の場所での社内会食に参加する場
合も、これが雇用者またはその指示により第三者が提供する場合には、食事提供そ
のものがみなし給与に該当するかどうかに関わらず、減額の対象となります。
これに対して従業員が第三者から業務上の接待を受ける場合には、これは雇用者の
指示による食事提供に相当せず、食事手当の減額の対象とはなりません。
60ユーロを超える食事が雇用者により提供される場合には、当該食事代がみなし給
与として課税処理されることから、食事手当の減額は不要です。
二重家計期間中の食事手当についても、雇用者または雇用者の指示による食事提
供があった場合には同様の減額処理の対象となります。
iv.

賃金税証明書への記載義務

出張中または二重家計期間中、雇用者または雇用者の指示により第三者が、現物
給与査定額での課税対象となる食事を提供した場合、これは当該従業員の給与デー
タ上アルファベット“Ｍ”で認識、賃金税証明書に記載しなければなりません。みなし給
与に該当しない食事の提供または60ユーロを超え現物給与額での課税の対象となら
ない食事提供については、上記の記載義務はありません。
v.

通常の食事提供の場合の分離課税

出張中に雇用者または雇用者の指示により第三者から無償または廉価で提供され
た食事で、これが必要経費控除または非課税支給の対象とならない場合は、25％で
の分離課税が可能です。以下のケースが該当します。




所要時間8時間未満の日帰り出張
雇用者が所要時間を把握していない場合
二重家計の場合で三ヶ月期限経過後
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現物給与査定額での課税が可能な通常の食事であることが分離課税の条件となりま
す。60ユーロを超える食事提供の場合は分離課税は認められません。
専ら雇用者側の業務上の関心による食事提供（社内会食、業務上の接待等）につい
ては、課税対象のみなし給与に該当しないため、分離課税の対象となりません。

IV.

宿泊費
i.

宿泊費に含まれる食事代
a)

請求書の宛先が会社（雇用者）の場合

食事代が請求総額に含まれる場合は、24時間不在の場合に適用される食事手当の
うち、朝食について20％、昼食および夕食についてそれぞれ40％が食事代相当額と
みなされます。食事代相当額減額後の宿泊費は非課税支給が可能です。この場合、
食事手当の減額は不要です。
食事代が別途表示されている場合には、実費に代わって、朝食について20％、昼食
および夕食についてそれぞれ40％が食事代相当額とみなされます。食事代相当額減
額後の宿泊費は非課税支給が可能です。この場合、食事手当の減額は不要です。
b) 請求書の宛先が被雇用者の場合
食事代が請求総額に含まれる場合は、24時間不在の場合に適用される食事手当の
うち、朝食について20％、昼食および夕食についてそれぞれ40％が食事代相当額と
みなされます。食事代相当額減額後の宿泊費は非課税支給が可能です。この場合、
食事手当の減額は不要です。
食事代が別途表示されている場合には、当該食事代減額後の宿泊費は非課税支給
が可能です。この場合、食事手当の減額は不要です。
ii.

必要経費とみなされる宿泊費

宿泊費が税務上の必要経費として認められるかどうかは、宿泊費の妥当性ではなく、
これが職業上の理由によるものかどうかによって判断されます。外部勤務地とは別に、
生活の中心となる場所に住居を有していることが宿泊費の必要経費控除の要件とな
ります。なお、二重家計（下記参照）の場合と異なり、当該住居が独立の世帯である
必要はありません（実家も可）。外部勤務地に有する住居が唯一の住居である場合に
は、職業上の理由による必要経費は生じません。
家族帯同の場合の宿泊費（ホテル代、家賃）は、（シングルルーム相当のホテル代等）
本人分のみ必要経費控除または非課税支給が可能です。
iii.

長期外部勤務の際の宿泊費

第一の勤務地以外での同じ勤務地における長期の国内外部勤務に際しては、外部
勤務開始から48ヶ月の間の宿泊費は原則的に無制限に控除可能です。48ヶ月経過
後は、二重家計の規定により控除可能な宿泊費（1,000ユーロ）のみ控除可能です
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（二重家計については次セクション参照）。ホテル宿泊の場合もこの上限が適用され
ます。
国外における長期外部勤務に際しては、職業上の理由および妥当性に関する従来
の原則が引き続き適用され、1,000ユーロの上限は適用されません。
少なくとも週に3日以上勤務する場合にのみ同じ勤務地での外部勤務が行われたと
みなされます。したがって、外部勤務地での勤務が週に2回のみの場合は、48ヶ月期
限の起算はありません。休暇、疾病、他の勤務地での勤務等に伴う長期の外部勤務
の中断が６ヶ月を超えない場合には、48ヶ月期限は新たに起算されません。中断期
間および48ヶ月期限の経過の判定は事後的に過去について行われます。
48ヶ月期限が月の途中に到来する場合には、簡便的に48ヶ月期限到来の翌月から
の1,000ユーロの上限の適用が容認されます。
vi.

二重家計における宿泊費

被雇用者が、第一の勤務地以外の場所に独立の生計を維持し、かつ、第一の勤務
地にも居住する場合には、当該被雇用者は二重家計を有することになります。
住居の保有（持ち家、自身による賃貸契約等）に加えて生計費の経済的な負担が二
重家計の要件となります。例えば、両親の世帯の一部屋または二部屋以上に居住し
ている場合、または被雇用者が両親の家の中の住居（Wohnung）を無償で使用してい
る場合には、自身の独立生計の要件を満たしません。
国内での二重家計における控除可能な宿泊費について、今後居住地域の平均家賃
は比較基準として使用されず、当該住居が必要不可欠、妥当であるか、何人で居住
しているかどうかに関わらず、宿泊実費が月額1,000ユーロまで二重家計費用として
控除可能となります。控除可能な宿泊費には、家賃、共益費、定期的な清掃代、必要
不可欠な家具の減価償却、受信料、駐車代等が含まれます。なお、ある月の実費が
上限額1,000ユーロまで達しない場合には、差額分は他の月に繰越すことが可能です。
また月額上限額1,000ユーロの日割り計算は不要です。
国外での二重家計の場合は、従来規定通り、妥当で必要不可欠、つまり過大でない
限りにおいて、家賃実費が控除可能です（居住地域および住居レベルにおいて比較
可能な居住面積60㎡の住居の平均家賃）。
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