
別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用） ＜ＩＭＰ＞ 

 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
                                      輸入許可日 
輸入者 
 住所 
 電話 
代理人                                通関士コード 
 
保税地域 
輸入取引者 
輸出者 
 住所 
 
輸出委託者 
 
Ｂ／Ｌ番号（1）             （2）             （3） 
     （4）             （5） 
貨物の記号等 
 
航空貨物［ ］ 調査用符号 
 
原産地証明 特恵用［ ］  協定用［ ］  その他［ ］ 
輸入承認証番号等 （1）                 （2） 
         （3）                 （4） 
         （5） 
 
インボイス番号                 インボイス年月日 
インボイス価格                 評価 
運賃                      補正 
保険 
通関金額 
ベーシックＰＲ合計                計算方式［ ］ 
 
都道府県 
 
口座［ ］直納［ ］納期限延長［ ］  たばこ登録    石油承認 
 
 税科目           税額合計  欄数  税科目            税額合計  欄数 
 
 
 

納税額合計 
 

担保額                          構成   枚   欄 
 
記事 
記事（荷主用） 
社内整理番号              利用者整理番号 
通貨レート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又 
    は更正の請求をすることができます。なお。税関長の調査により、この申告による税額等を更 
    正することがあります。 
 



別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用）（つづき） ＜ＩＭＰ＞ 

 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 



別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用）（つづき） ＜ＩＭＰ＞ 

 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
                         欠減控除数量 
 
 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（4）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（5）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（6）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
 



別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用） ＜ＩＭＰ＞ 

           （納期限延長申請控兼用） 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
                                      輸入許可日 
輸入者 
 住所 
 電話 
代理人                                通関士コード 
 
保税地域 
輸入取引者 
輸出者 
 住所 
 
輸出委託者 
 
Ｂ／Ｌ番号（1）             （2）             （3） 
     （4）             （5） 
貨物の記号等 
 
航空貨物［ ］ 調査用符号 
 
原産地証明 特恵用［ ］  協定用［ ］  その他［ ］ 
輸入承認証番号等 （1）                 （2） 
         （3）                 （4） 
         （5） 
 
インボイス番号                 インボイス年月日 
インボイス価格                 評価 
運賃                      補正 
保険 
通関金額 
ベーシックＰＲ合計                計算方式［ ］ 
 
都道府県 
 
口座［ ］直納［ ］納期限延長［ ］  たばこ登録    石油承認 
 
 税科目           税額合計  欄数  税科目            税額合計  欄数 
 
 
 

納税額合計 
 

担保額                          構成   枚   欄 
 
記事 
記事（荷主用） 
社内整理番号              利用者整理番号 
通貨レート 
 
［納期限延長］ 
   次の規定により納期限の延長を申請します。 
 
 
 
   納期限延長科目及び納期限日 
 
 
 
 
［税関通知欄］ 
       納期限延長について申請の各規定により納期限を延長します。 
 
（注） この申告による課税標準又は納付すべき税額に誤りがあることがわかったときは、修正申告又 
    は更正の請求をすることができます。なお。税関長の調査により、この申告による税額等を更 
    正することがあります。 
 



別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用） ＜ＩＭＰ＞ 

           （納期限延長申請控兼用） 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 



別紙様式 M-322 号 
特例申告控（内国消費税等課税標準数量等申告控兼用） ＜ＩＭＰ＞ 

           （納期限延長申請控兼用） 
代表税番   輸入申告税関－提出先－申告日 特例申告税関－提出先－申告日 蔵置場所 申告番号 
 
 
＜ 欄＞統合先欄                 品目番号             単価確認［ ］ 
品名                       数量（1） 
税表番号                     数量（2） 
申告価格（ＣＩＦ）                課税標準数量 
 
関税率                      特恵適用［ ］ 
関税額                      ベーシックＰＲ按分係数 
減免税等額                    ベーシックＰＲ金額 
                         原産地              運賃按分［ ］ 
減免税等法条項 定［ ］暫［ ］法       令       別表     減免税コード 
                         欠減控除数量 
 
 
－内国消費税等（1）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（2）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（3）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（4）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（5）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
－内国消費税等（6）                種別 
 課税標準額                   課税標準数量 
 
 税率 
 税額                      減免税コード 
 減免税等額                   輸徴法［ ］租特法［ ］その他［ ］ 
                         減免税等条項 
 
 




