
概 説

本章では、収入の認定に関わる様々な問題を取り上げる。収入の種

類に応じた認定方法、収入認定の根拠として用いられる資料及びその

見方、収入に含まれる範囲、資産の扱い等である。

◆総収入・基礎収入とは
1 総収入

婚姻費用・養育費の算定において、最初に認定すべき金額が、この

「総収入」である。言葉のとおり、収入の総額を指す。給与所得者と

自営業者とで、認定の方法が異なる。

(1) 給与所得者

源泉徴収票の「支払金額」が総収入とされる。

(2) 自営業者

自営業者の場合、確定申告書を認定資料として総収入が認定される。

ア 確定申告書の見方

確定申告書は、大きく、①「収入金額等」（いわゆる「売上」）から、

売上原価や経費等を差し引いた「所得金額」を算出し、②そこから更

に「所得から差し引かれる金額」として税法上考慮される各種の費目

を控除したものが「課税される所得金額」とされている。

① 売上（収入）金額－売上原価－経費－引当金・準備金等

＝所得金額

② 所得金額－所得から差し引かれる金額

＝課税される所得金額
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そのため、婚姻費用や養育費の算定基礎となる現実の収入を認定す
るためには、確定申告書上の控除費目のうち、実際には支出されてい
ない控除費目や、算定表で既に考慮されている費目、現実に支出があ
っても婚姻費用・養育費の支払に優先しない費目等を確定申告書上の
所得金額に加算する必要がある。

イ 加算される費目の計算方法
(ア) 加算される費目

確定申告書上で控除されている金額のうち、加算が相当といえる費
目は、次のとおり類型化されている（岡健太郎「養育費・婚姻費用算定表の
運用上の諸問題」判タ1209号5頁）。
① 現実に支出されていないもの
「雑損控除」、「寡婦、寡夫控除」、「勤労学生、障害者控除」、「配
偶者（特別）控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「青色申告特別控除
額」、「専従者給与（控除）額の合計額（現実の支払がない場合）」
② 算定表で標準額が既に考慮されているもの
「医療費控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」

※ なお、医療費等について標準額を超える支出がある場合には、別途
特別経費として考慮する場合もある。

③ 現実の支出があっても婚姻費用・養育費の支払に優先しないとさ
れるもの
「小規模企業共済等掛金控除」、「寄附金控除」
(イ) 計算方法

以上の費目の加算に関する具体的計算方法は、次の2通りが考えら
れる。
Ａ：「課税される所得金額」から計算する方法
「課税される所得金額」に、上記①から③を加算する。

Ｂ：「所得金額」から計算する方法
「所得金額」（「所得から差し引かれる金額」を控除する前の金額）
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から社会保険料を控除し、現実に支払われていない専従者給与（控

除）額の合計額と青色申告特別控除額を加算する。

Ａ：「課税される所得金額」＋（①＋②＋③）

又は

Ｂ：「所得金額」－社会保険料＋（専従者給与（控除）額の合計額

＋青色申告特別控除額）

ウ 信用性の問題

売上から差し引かれている費目につき、税金対策のために経費を水

増ししている場合等には、確定申告書の信用性が問題となるので、確

定申告書以外の資料等を用いて現実の収入を慎重に認定する必要があ

る。

2 基礎収入

(1) 基礎収入とは

総収入から税金・社会保険料等の必ず支出する費用を控除し、純粋

に生活に充てられる分の収入を「基礎収入」と呼ぶ。

必ず支出する費用として算定表において考慮されている項目は、「公

租公課」、「職業費」（給与所得者が就労するために必要な出費）、「特別

経費」である。各項目に含まれる費用は、次のとおりである。

公租公課…所得税、住民税、社会保険料

職業費…被服費、交通・通信費、書籍費、諸雑費、交際費等

特別経費…住居関係費、保健医療費等

これらはいずれも、統計により、収入に占める割合が算出できる。

よって、これを控除した基礎収入も、総収入に一定割合を乗じること

により算出できる。
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(2) 基礎収入割合
この方法により算出される基礎収入は、給与所得者については総収
入の34～42％、自営業者については総収入の47～52％とされている。
給与所得者と自営業者とで基礎収入割合が異なるのは、自営業者に
ついては総収入の認定の段階で職業費に該当する費用及び社会保険料
が既に控除されているためである。
収入が多い方が基礎収入割合が小さくなり、収入に応じた基礎収入
割合はおおむね次のとおりである（松本哲泓「婚姻費用分担事件の審理－手
続と裁判例の検討」家月62巻11号57頁）。

給与所得者の場合

給与収入（万円） ％

～100 42

～125 41

～150 40

～250 39

～500 38

～700 37

～850 36

～1,350 35

～2,000 34

自営業者の場合

事業収入（万円） ％

～421 52

～526 51

～870 50

～975 49

～1,144 48

～1,409 47
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38 義務者が再婚し、新たに子が生まれた場合

◆POINT◆
再婚相手が無収入の場合、その生活費指数を55とし、義
務者が被扶養者全員と同居しているものと仮定して養育費
を算出する。

事案の概要

申立人：元妻（専業主婦・40代前半）
相手方：元夫（会社員・40代前半）

① 申立人と相手方とは、平成10年に婚姻し、3子をもうけたが、
平成22年10月に離婚し、申立人が子らを引き取った。
② 申立人は、相手方に対し、離婚直後に養育費請求調停を申
し立てた。
③ その後、相手方は、平成23年12月に別の女性と再婚し、平
成24年11月に再婚相手との間に1子をもうけた。再婚相手は
平成24年5月から出産・育児のため退職し無職である。

（参考：平成25年6月東京家庭裁判所審判）

 審判内容 

第Ⅰ期：離婚～相手方の再婚相手の退職、第Ⅱ期：相手方の再婚相
手の退職～再婚子の出生、第Ⅲ期：再婚子の出生後の3期に分けて検討
する。
第Ⅰ期は、算定表どおりに算定する。
第Ⅱ期は、次のとおり計算する。
① 申立人は推定稼働能力に基づき、相手方は当時の収入に基づき、

第３章 家族構成に関する事情154



それぞれ該当する基礎収入割合を掛けて基礎収入を算出する。
申立人の基礎収入＝推定稼働能力×39％
相手方の基礎収入＝平成24年の年収×35％

② 再婚相手が無職であることから、生活費指数を55とみて、相手方
の基礎収入のうち当事者間の3子の養育に充てられるべき費用を次
のとおり算出する。
相手方の基礎収入×（55×3子）／（100＋55＋55×3子）＝当事者

間の3子の養育に充てられるべき費用
③ 上記②の金額について、申立人との収入比を考慮して、相手方の
負担すべき養育費を次のとおり算定する。
②の金額×相手方の基礎収入／（申立人の基礎収入＋相手方の基

礎収入）＝相手方の負担すべき養育費
第Ⅲ期は、再婚相手及び再婚子の生活費指数を各55とみて、第Ⅱ期

と同様に養育費を算定する。

 コメント 

義務者が再婚し、配偶者、実子、養子といった扶養家族が増えた場
合、算定表をそのまま当てはめ養育費を導き出すことができない。
このような場合は、子が義務者のみならず、義務者の配偶者、実子、

養子の全員と同居していると仮定して子に充てられるべき生活費の額
を計算し、その算定結果を目安に、最終的な分担額が定められている。
このとき、義務者の再婚相手である配偶者の生活費指数をどうみる

かが問題となる。
再婚相手に自らの生活を賄うに足りる程度の収入がある場合、配偶

者の生活費指数は考慮されていない。
再婚相手が無収入である場合、その生活費指数は、55とされている。

これは、生活保護基準に基づき算定されたもので、義務者の生活費指
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数が100とされることとの差異は、義務者が権利者と別世帯を構成し
ていることに対し、再婚相手は義務者と同居しており、住居費等を要
しない同一世帯を構成しているためと説明されている（岡健太郎「養育
費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」判タ1209号7頁）。
下記「参考事例」の福島家会津若松支審平19・11・9のように、再婚

相手の復職の可能性を考慮するものもある。
本事例においても、再婚相手の稼働能力をもとに場合分けを行い、
再婚相手が稼働していた期間は配偶者の生活費分の負担の考慮はしな
かったが、再婚相手が出産・育児により稼働することができなくなっ
た後の期間については、義務者が再婚相手の生活費も支出しているこ
とを考慮に入れ、再婚相手の生活費指数を55とみて養育費を算出した。
なお、この問題は性質上婚姻費用の場合には問題になりにくいが、
明らかに婚姻関係が破綻した後に開始された重婚的内縁関係の場合で
あれば内縁の妻の生活費が考慮される余地がある（【事例35】参照）。

 参考事例 

○婚姻費用の算定に当たり、義務者と同棲する女性の生活費は、当該女性
との関係が婚姻関係破綻後に生じた等の特段の事情がない限り考慮しな
いとした事例（東京高決昭58・6・21判時1086・104）

○義務者が、養育費の減額を求めたことに対し、義務者が再婚し子をもう
けたという事情は、再婚相手が育児休業中で収入がない時点では養育費
条項を変更すべき事情に当たるが、育児休業期間経過後は、再婚相手も
出生した子の養育費を負担できるようになることが予想され、その後必
要があれば義務者において再度減額等の申立てをするのが相当であると
し、再婚相手の育児休業期間が終了する月までに限り、養育費を減額し
た事例（福島家会津若松支審平19・11・9家月60・6・62）
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第２節 住居費等

第１ 権利者居宅の住宅ローン

46 権利者居宅の住宅ローンを義務者が支払っている
場合（ローン支払額を特別経費に加算し基礎収入割
合が算出された例）

◆POINT◆
権利者が居住する自宅のローンを義務者が支払っている
場合、標準的住居費を上回るローン支払分を特別経費とし
て考慮する計算方法がある。

事案の概要

申立人：妻（パート・40代後半）
相手方：夫（会社員・40代後半）

① 申立人と相手方とは、平成2年に婚姻し、平成4年に長男、
平成6年に二男を授かったが、後に不和となり、相手方が自宅
を出て別居した。
② 申立人の年収は約280万円、相手方の年収は約1,200万円で
ある。
③ 相手方は、別居後、申立人及び子らの居住する自宅のロー
ンとして、月約11万円を支払っている。
相手方のローン負担分について、婚姻費用の算定において、
どのように考慮するかが問題となった。

（参考：平成23年1月千葉家庭裁判所審判）
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 審判内容 

相手方は申立人らの居住する自宅の住宅ローンを負担しているとこ

ろ、一般的に住宅ローン額は標準算定方式において考慮されている標

準的な住居関係費と比較して高額であり、その全額を婚姻費用分担額

から控除することは相当でないこと、ローン負担には相手方の資産形

成の側面があることを考慮して、相手方の住宅ローン負担額から標準

的な住居関係費を差し引いた額を特別経費に加算して基礎収入割合を

算定する。これによれば、相手方の基礎収入割合は32.7％となる。

その結果、本件における婚姻費用は、次のとおり算定される。

① 申立人の基礎収入：280万円×38％≒106万円

② 相手方の基礎収入：1,200万円×32.7％≒392万円

③ （①＋②）×280／380≒367万円

④ 367万円－①＝261万円

⑤ 261万円÷12≒21万円／月

 コメント 

義務者が権利者宅の住宅ローンを負担している場合の計算方法とし

て、本章概説「◆住居費に関する考え方は」2(3)で挙げた2つの方法、

すなわち「ア ローン支払額を特別経費として考慮する方法」、「イ

算定表による算定結果から一定額を控除する方法」が考えられる。

本事例は、このうち、アの方法を採用している。

さらにアの方法の中でも、①年収から考慮すべきローン支払額を控

除した額を総収入とみなす方法、②総収入に基礎収入割合を乗じて得

られた額から考慮するローン支払額を控除した額を基礎収入とみなす
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方法、③考慮するローン支払額を特別経費に加算して基礎収入割合を
定める方法の3種類が考えられる。
本事例は、③を採用したものである。
以上のうち、どの方法を採用するかは、裁判所の裁量に委ねられる
範囲と思われる。
本事例において32.7％という基礎収入割合が算出された計算過程

が、残念ながら審判文中に示されていないが、おおむね次のような考
え方であると推測される。
① 義務者の実収入：年収1,200万円÷12月＝100万円／月
② 算定表上考慮されている住居関係費が、義務者の実収入93万
1,711円の場合に7万7,787円、実収入114万8,510円の場合に9万
8,046円であるため、その中間値程度、約8万7,000円をローンの月額
11万円から差し引いた2万3,000円を、本事例で考慮すべきローン支
払額とする。
③ 2万3,000円の対月収割合：2万3,000円÷100万円×100＝2.3％
④ 年収1,200万円の基礎収入割合35％－2.3％＝32.7％
よって、本事例における基礎収入割合は32.7％となる。
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