
3 -般 酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販

売場の支配人 (以下 「申請者等」といいます。)及び申請販売場が以下の各要件 (以 下 「免許の要

件」といいます。)を満た していることが必要です。

免許の要件を満た していることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」(21頁「Ⅳ 申

請書類一覧表」②の書類)に より誓約 してください。この誓約の内容を偽るなど不正行為があつた

場合には、その不正行為が、①審査段階で判明 したときは拒否処分、②販売業免許の取得後に判明

したときは取消処分の対象となります。

(注)不 正行為により販売業免許を取得 した場合は、その不正行為によつて取得 した販売業免許だけでなく、そ

の者が有 している全ての販売業免許について取消処分を受けることがあ ります。また、販売業免許の取消処

分を受けた場合には、0取消処分を受けた者、0取消処分を受けた者が法人であるときにはその法人の業務

を執行する役員及び③これらの者が役員となつている法人は、原則として、新たに販売業免許を受けること

はできなくなります。

酒税法 10条 1号から8号関係の要件 (人 的要件 )

(1)申 請者が酒類の製造免許若 しくは酒類の販売業免許又はアル コール事業法の許可の取消処

分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過 していること

(2)申請者が酒類の製造免許若 しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処

分を受けたことがある法人のその取消原因があつた 日以前 1年以内にその法人の業務を執行す

る役員であつた者の場 合|■ は、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過 ヒ/て いること

(3)申請者が申請前 2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

(1)申 請者が国税又は地方税に関する法令等に違反 して、罰金の刑に処せ られ又は通告処分を受

けた者である場合には、それぞれ、その■1の執行を終わ り、若 しくは執行を受けることがなくな

つた 日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過 していること

(5)申 請者が、未成年者飲酒禁上法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (未成

年者に対する酒類の提供に係る部分に限る.)、 暴力岡員による不当な行為の防 l「_等に関する法

律、升1法 (傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅i自又は背任の罪)又は暴力行為等

処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せ られた者で |・ lる 場合には、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から3年を経過 ヒ′ていること

(6)申 請者が禁錮以上のチ1に処せ られ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなっ

た日から3年を経過 していること

(注) ①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若 しくは被補

助人である場合はその法定代理人が、②中請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、O申請販売

場に支配人をおく場合はその支配人が、それ,ぞれ、上記 (1)、 (2)、 (4)、 (5)及び (6)の要件を,商 たす必要があ

ります。



2 酒税法 10条 9号関係の要件 (場所的要件 )

正当な理由がないのに取締 り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていない

こと

具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている

酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売

場の区画害1り 、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主

体の営業と明確に区分されていることが必要となります。

(注)例 えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等 し́て陳夕」棚を販売場 とする場合などは、明確に区分されている

とは認められ ません。

3 酒税法 10条 10号関係の要件 (経営基礎要件 )

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認

められる場合に該当しないこと

具体的には、中請者 (申 請者が法人の ときはその役員 (代表権を有する者に限 ります。)

又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ～ 卜に掲げる場合に該当しないか どうか、②

次のチ及び りの要件 を充足す るか どうかで判断 し/ま す。

イ 現に国税又は地方税を滞納 している場合

口 申請前 1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合

ハ 最終事業年度における確定 し́た決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額mを上

回つている場合

二 最終事業年度以前 3事業年度の全ての事業年度において資本等の額 (注)の 20%を超える額

の欠損を生じている場合

(注) 「資本等の額Jと は、資本金、資本剰余金及び利益乗」余金の合計額か ら繰越利益乗J余金を控除 した

額をいいます.

上記 「ハJについて

最終事業年度が、④ <0(繰 llt損失)の場合で、繰

越損失額が、 (① 十②十③―④)の額を超えている場合

に該当します。

上言己「二二について

各事業年度 (過去 3事業年度)において当期純損失

が計上されている場合で、各事業年度の当期純損失の

額が、各事業年度の (0+② 十③一④)× 20%の 額を

全ての事業年度において超えている場合に該当しま

貸借対照表の純資産の部

株 主 資本         ***

1 資本金        ***

2 資本剰イト笙≧        ***

(1)資本準備金     ***

(2)その他資本剰余金  ***

3  禾l益剰余金          ***

(1) 千」益 :準備金       ***

(2)その他利益剰余金  ***

OO積立金      ***

繰越利益乗」余金    ***
す 。



ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行 していない場合又は告発されて

いる場合

へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整

備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反 してお り、店舗の除却又

は移転を命 じられている場合

卜 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らか

であると見込まれる場合

チ 経験 その他 か ら判断 し、適正 に酒類 の小売業 を経営す るに十分 な知識及び能力 を有す る

と認 め られ る者又 はこれ らの者が主体 となつて組織す る法人 であることに
'

(注)中 請者 (中 請者が法人の場合はその役員)及び中請販売場の支配人がおおむね次に掲 |ザ る経歴を有す

る者で、酒類に関する矢口識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、

独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱 う

こととしています。

1  免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業 (薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き

3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以「 継続 して営業している者又はこれらの業務

に従事した期間が相互に通算 して 3年以上である者t

なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管

理研修 (17頁 参照)Jの受講の有無等から、①酒類の特性に応 じた商品管理上の知識及び経験、②酒

税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、洒類の小売業を経営するに十分

な知識及び能力が備わつているかどうかを実質的に審査することになります.

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続 して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者

として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通 し́ていると認めら

れる者.

り 酒類 を継続的 に販売す るために必要 な資金 、販売施設及び設備 を有 していること、又は

必要 な資金 を有 し免許 を付 与す るまで に販 売施設及び設備 を有す ることが確 実 と認 め られ

るこ と

4 酒税法 10条 11号関係の要件 (需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える

ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定され

ている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要と

なります。

(注)1 接客業者であつて 1)国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場

合には、免許を受けることができます。

2 (注 )1の場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店 と酒販店を兼業する場合、飲食店で

提供 される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売され る酒類に



ついては販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される

酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほ

か、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管 j・Iが明確に区分され′、それが帳簿により確認

できる等の措置がなされるZ、要があります。詳 しくは所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合

わせください。

4 -般 酒類小売業免許の審査

1 -般 酒類小売業免許付与の審査

一般酒類小売業免許付与の審査は、税務署において受付順 (審査順位)に 、

○ 申請書及び添付書類の内容に不備がないか

○ 申請者等及び申請販売場が免許の要件に合致 しているか

などの点について行います。

必要に応 じ、申請者や酒類販売管理者 (■ 1)に
選任を予定 している方に来署 していただく場合や

現地確認をさせていただく場合があります。

また、申請書の提出後に決算期が到来 し最新の財務諸表の内容を確認する必要がある場合な

ど、追加的に書類を提出していただくことがあります。

(注)1 「酒類販売管理者Jと は、酒類販売業務に関する法令を遵守してその業務が実施されるよう、従業員

の指導等を行 う者をいいます。詳 しくは 16頁 「1 酒類販売管理者の選任義務Jを ご覧 ください。

2 免許の審査に当たつては、審査手続の実効性を確保する観点から、酒販組合に対 して意見を聴取す

る場合があ ります。

2 標準処理期間

一般酒類小売業免許申請の審査に必要な標準的な 日数 (以下 「標準処理期間Jと いいます。)

は、原則 として、申請書等の提出のあった 日の翌 日から2か月以内となります。ただし、添付が

漏れている書類や審査を行 う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正が必要と

なる場合には、その連絡をした 日から、その書類の提出等があるまでの間の目数は、標準処理期

間から除外 されます。

5 登録免許税の納付

一般酒類小売業免許が付与される場合、登録免許税を納付する必要があります。税務署から「酒

類販売業免許に伴 う登録免許税の納付通知書Jに より通知 しますので、税務署又は金融機関等で登

録免許税を納付 してください。

登録免許税の額は、免許 1件につき 3万円です。登録免許税の納付に係る領収証書は、「登録免

許税の領収証書提出書Jに貼付 して、指定された期 日までに税務署に提出してください。

(注)登録免許税法により領収証書の提出が義務付けられていますので、領収証書の現物の提出が必要です (写

しの提 出はできませんじ)。


