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今日のお話しする内容の要点

２．これにより、2023年10月以降、課税事業者は免税事業者との取引分だけ消費
税納税額が増加します。(免税事業者との取引のおよそ10％分) ※特例あり

１．2023年10月から消費税の経理方法が変わります(適格請求書等保存方式)。
この方式のもとでは、課税事業者は免税事業者からの請求書等では消費税の経理
(仕入税額控除)が出来ません。(2023年9月末までは経理可能)

３．課税事業者がその新たな負担を回避するためには、取引相手の免税事業者に
「課税事業者になる」「負担増分の値引き(仕入税額控除できない分＝10％)」
「取引の終了(課税事業者への切り替え等)」をお願いせざるを得ません。つまり、
免税事業者にとっては課税事業者の取引先からこれらの要望が突きつけられるこ
とになるということです。

見直し等がなく、制度がそのまま導入されれば、このような事態になります。
小零細な課税事業者、免税事業者ともに重大な問題です。



•政府は2019年10月に消費税率を10％に引き上げるとともに、「酒類を
除く飲食料品」と「新聞(定期購読のもの)」については税率を8％とする
複数税率(軽減税率)を実施しました。

•複数税率では「複数の税率がひとつの取引の請求書や領収書に混在」
するので、購入者が税率ごとに経理できる仕組み(書き方)が必要です。

• そこで、請求書や領収書の記載事項を法定し、それが無ければ仕入税
額控除できないという仕組みを実施するとしています。

• この仕組みは消費税を適用する諸外国でも実施されており、その請求
書や領収書は「インボイス(税額票)」と呼ばれています。諸外国では免
税事業者が発行した請求書では消費税の経理は不可としています（免
税事業者は納税義務が免除されているから）。

•財務省は実施の目的を「複数税率のもとで適正な課税を実現するた
め」としています。(⇒納税義務の無い免税事業者の請求書で経理を可
能とする現在の仕組みは問題だ。インボイス導入によって消費税制度
が本来の姿になる。」)

2023年10月導入「適格請求書等保存方式」

※①複数税率の経理に対応、②税額を明記することで事業者同士で税額チェック、③いわゆる「益税」の縮小3



（国税庁公表資料より）

税率 国税分 地方税分

現行 8% 6.3% 1.7%

軽減
10%(本則) 7.8% 2.2%

8%(軽減) 6.24% 1.76%

飲食料品と新聞…
建設の事業には

関係ない
…かな？？

税率ごとに分けて記帳しておくことが必要(一般課税の課税事業者)4



免税事業者が発行する
請求書・領収書による
仕入税額控除の可否
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免税事業者が発行する
請求書・領収書による
仕入税額控除の可否
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消費税に関する事業者の経理と納税

消費税は負担者が消費者、納税義務者が事業者です(間接税)

納税義務に関する事業者の区分

※図形の面積は事業者数を表しているものではない

課税取引

課税事業者
一般課税(本則課税)で税額計算

簡易課税を選択
した事業者

免税事業者
年間の課税売上1,000万円以下
の事業者は納税義務が免除

金額の判定は2年前の課税期間(=基準期間)の売上

非課税取引

保険医療、介護、土
地の譲渡など
法令が定める一定の
取引は非課税

課税取引

消費税納税額の計算(一般課税)

課税売上の
消費税額

課税仕入の
消費税額

納税額

※総売上額、総仕入額から非課税取引の分を差し引いたものがそれぞれ「課税売上額」「課税仕入額」

適格請求書等保存方式導入(2023年10月)までは
免税事業者からの仕入を含むすべての仕入税額について控除可能

仕入税額控除
⇒法定要件を満たしていない場合は控除不可

免税事業者は
納税義務が免除

したがって、免税事業者は
消費税の確定申告も不要
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仕入れ税額控除の仕組み
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消費税（本則課税）の仕組みと仕入税額控除

税込11,000円で仕入
(本体10,000円＋税1000円)

税込13,200円で販売
（本体12,000円＋税1200円）

支払消費税1000円 預かり消費税1200円

納税額

200円
納税額
＝預かり消費税－支払消費税

1200円－1000円＝200円

仕入れで支払った消費税を差し
引いた額を納税…仕入税額控除

外注の職人さん お施主さん

消費税は最終消費者(施主)が負

担し、事業者が納税する税金。

仕入税額控除があることで事業
者の負担はないことになる。但
し、消費税がもらえないと事業
者自らの負担で納税しなければ
ならなくなる仕組み。

（消費税率10％で計算）

消費税の負担者

課税事業者なので
消費税の納税者課税事業者なら

消費税の納税者

現行制度では取引の相手方が
課税事業者でも免税事業者でも
仕入税額控除可能 8



仕入税額控除の要件

一般課税(本則課税)で消費税の仕入税額控除をするためには

①帳簿をつけ

②「消費税の係る仕入れに関する請求書等」と「帳簿」を7年間保存

する必要があります。

簡易課税制度には「実額で仕入税額控除額を計算する」という考え
方がないことから、上記の義務もありません。
ただし、法的に保存義務が無いだけであって、売り上げの計算には

帳簿や領収書が必要です。

なお、「(1回の取引が)3万円未満の課税仕入」「やむを得ず請求書
等の交付が受けられない場合」は記帳のみで仕入税額控除できるとす
る特例があります(この特例は2023年9月末に廃止)。

請求書や領収書
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免税事業者制度

個人、法人ともに前々年の課税売上高が1,000万円以下の
事業者は消費税を納める義務が免除されています。

⇒免税事業者

ただし、2012年以降は上記の「前々年1,000万円以下」の要件に加え、前年の上半期(1
～6月)の「売上または支払い給与総額のいずれかが1,000万円を超えた場合」には課税事
業者となることになりました。

また、免税事業者であっても消費税を請求することはできます。免税事業者にも消費税を
含む仕入があり、その分は請求しなければ自己負担となってしまうからです。

なお、1,000万円(免税点)は基準期間において免税事業者の場合は「税込み(=総額)」で、
課税事業者の場合は「税抜き」で判断することに注意！
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仕入税額控除の要件が2段階で変わる！

2019年9月末までの要件…これまで通り

①帳簿をつけ

②「消費税の係る仕入れに関する請求書等」と「帳簿」を7年間保存

2019年10月～2023年9月末までの要件…区分記載請求書保存方式

①帳簿をつけ

②「区分記載請求書」等と「帳簿」を7年間保存

2023年10月からの要件…適格請求書保存方式

①事業者ごとに、番号をもらい、帳簿をつけ

②「適格請求書」等と「帳簿」を7年間保存

仕入税額控除できるのは
「区分記載請求書」等のみ

仕入税額控除できるのは
「適格請求書」等のみ
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区分記載請求書の必要記載事項

2019年10月～2023年9月末までの仕入税額控除は
「区分記載請求書」のある仕入れ分の消費税額だけが控除対象です。

「区分記載請求書」とはこれまでの請
求書に加えて
・軽減税率対象品目に「しるし(★)」
・税率ごとの税込金額
が記載されている請求書等をいいます
(法定記載事項)。

特に書式があるわけではありません。

これら内容が記載されていれば請求書
に限らず領収書やレシートも対象です。

なお、発行を受けた領収書等が要件を
満たしていない場合は買い手が追記し
て区分請求書とすることができます。 ①売上に軽減税率対象品目がな

く、かつ、②税込合計金額が記
載されている場合は省略可能

免税事業者が発行した
区分記載請求書でも
仕入税額控除可能
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適格請求書の必要記載事項
2023年10月以降は

「適格請求書」等のある仕入れ分の消費税額だけが仕入税額控除の対象です。

免税事業者は適格請求書
を発行できません

①売上に軽減税率対象品目がな
く、かつ、②合計の「税抜き価
格(または税込価格)」と「10％
対象と明示した税額」が記載さ

れている場合は省略可能

「番号」は必須

「適格請求書」とはこれまでの請求書
に加えて
・軽減税率対象品目に「しるし(★)」
・税率ごとの本体金額と税額
・適格請求書発行事業者登録番号
が記載されている請求書等をいいます
(法定記載事項)。

軽減税率対象品目が無い場合は記載の一部を省
略することができます(記載例次ページ)

特に書式があるわけではありません。
これら内容が記載されていれば請求書に限らず

領収書やレシートも対象。

課税事業者からの求めがあった場合には「交付」
と「その控えの保存」が義務。

区分記載請求書のような買い手による追
記は認められない(再発行が必要)。
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法定事項を省略記載した適格請求書の例

「小計 8％対象 0円(消費税 0円)」といった記載は不要(省略可能)
14



請求書の記載事項と効果の違い(まとめ)

●これまでの請求書(2019年9月末まで)

必要な記載事項
事業者の名称、取引年月日、取引の相手方、取引内容、取引金額(原則税込)
※消費税については「税込表示」でも「税抜+税額の表示」でも良い

●区分記載請求書（2019年10月～2023年9月末まで）

必要な記載事項
「これまでの請求書の記載事項」に加えて

「税率ごとの税込金額合計」「軽減税率対象品目にはその旨の印」
※消費税については「税込表示」でも「税抜+税額の表示」でも良い

仕入税額控除の効果
区分請求書以外は仕入税額控除できない

●適格請求書（2023年10月～）

必要な記載事項
「区分請求書の記載事項」に加えて
「税率ごとの税抜価格合計(または税込価格合計)と税額」「適格請求書発行事業者登録番号」

仕入税額控除の効果
適格請求書以外は仕入税額控除できない

免税事業者は番号をもらえない

免税事業者の請求書での控除は原則不可
免税事業者との取引分だけ消費税額増加

免税事業者からの請求書でも
仕入税額控除可能

免税事業者からの請求書でも
仕入税額控除可能

2019年10月1日～2020年9月30日まで
の属する課税期間は簡易課税の事後選択
を行うことが可能です。
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適格請求書発行事業者登録番号

適格請求書等(領収書、レシート)には
「適格請求書発行事業者登録番号」の記載が必須。

⇒登録番号の無い請求書等では仕入税額控除できない。

登録番号は事業者からの任意の申請で税務署が付番(2021年10月から申請)
⇒登録を受けないと番号がもらえないので請求先の事業者が仕入税額控除できなくなる。
⇒したがって、事実上、登録申請は必須になる。

登録番号をもらえるのは消費税の「課税事業者」のみ！

免税事業者は番号をもらえないので適格請求書を発行できない！！
⇒2023年10月以降は免税事業者からの請求書では仕入税額控除ができないということ(但し特例あり)

財務省…「登録番号が必要ならば『課税事業者』になってください」…！！！

【経過措置】
免税事業者との取引ではその消費
税相当額について
2023年10月から3年間は80％
2026年10月から3年間は50％
の仕入税額控除が可能

基準期間等の課税売上が1,000万円以下の事業者でも
「課税事業者選択届出」をすることで自ら課税事業者を選択できる16



適格請求書等保存方式(2023年10月)になると

免税事業者の請求書では仕入税額控除できない

11,000円で仕入

税込13,200円で販売
（本体12,000円＋税1,200円）

預かり消費税1,200円

納税額

1,200円
適格請求書等保存方式導入前ならば

1,200円－1,000円＝200円

で済んだのに。。。

外注の職人さん
（免税事業者）

お施主さん

（消費税率10％で計算）

【経過措置】
免税事業者との取引ではそ
の消費税相当額について
2023年10月から3年間は
80％
2026年10月から3年間は
50％
の仕入税額控除が可能

つまり、課税事業者にとって免税事業者との取引分だけ消費税納税額が増加するということ。17



納税額はどうなるのか？

例）
売上2,200万円、原価・経費1,760万円(うち、660万円は免税事業者との取引)

（消費税率10％で計算）

売上 控除できる原価・経費(仕入) 納税額

本則課税

税込金額 2,200万円 1,760万円

消費税額 200万円 160万円 40万円

売上 控除できる原価・経費(仕入) 納税額

本則課税
※制度導入後

税込金額 2,200万円 1,760-660=1,100万円

消費税額 200万円 100万円 100万円

適格請求書等保存方式

導入前
(2023年9月末まで)

適格請求書等保存方式

導入後
(2023年10月から)
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実際に組合員さんに聞いてみた (2017年分実績をもとに税率10％で試算)

組合員Ａさん(電気工事)

※1万円未満切り捨てのため実際の金額とは一致しない

売 上 仕入(うち外注費の分)
制度導入前の
消費税額

制度導入後の消費税額

総売上高 2066 総仕入高 954 (620) 外注のうち
３割

が免税事業者

外注のうち
５割

が免税事業者

外注のうち
８割

が免税事業者課税売上高 1878 課税仕入高 867  (563)

消費税 187 消費税 86 (56) １０１ 117
(16万円増)

129
(28万円増)

145
(44万円増)

いままでと同じ取引をしているだけなのに・・・
いやいや、むしろ、いままでと同じ取引をしていると・・・

⇒納税額が増大！

みなさんが、この事業所の経営者だったら、どう対策を講じますか？
19



私が課税事業者の事業主だったら考えてしまうこと

①外注の一人親方さ
んに課税事業者になっ
てもらえるようお願い
しようかな…

②控除できない消費
税分を毎回値引きをし
てもらうしかないかな
…

③免税事業者の外注
さんとの取引をやめよ
うかな…

とはいっても、
これまで一緒に
やってきた職人
さんだしな…
①②③ができ

ないなら、社長
がかぶるかな…

課税事業者にとっては「消費税納税額の増加」という新たな負担
免税事業者にとっては
「課税事業者への実質的強制」「値引きの強要」「取引からの排除」の危機

納税額増加に対応できる請負金額で受注できるか？？？

一方、免税事業者と直接取引しない大きな企業は課税事業者同士の取引だけなのでインボイスの影響を直接的に受けることはない。20



免税事業者への影響

①課税事業者への転換強要

②仕入税額控除できない分の常時値引き

特に、重層下請という構造が顕著な建設業においては、一人親方をはじめ免税事業者を含む小零細事業者が実際の現場を担っています。
これら小零細事業者の事業が立ち行かなくなれば建設業そのものの危機につながります。
適格請求書等保存方式導入は事実上、事業者免税点制度の廃止と同様です。たしかに、免税点制度にはいわゆる「益税」の問題が発生しま

すが、益税を無くすために小零細事業者の仕事と生活を危機にさらすことに直結する制度を導入することは明らかにバランスを欠きます。

いわゆる一人親方をはじめとする小零細事業者は、自らが施工現場で就労し、経理も自身や家族が行

うことがほとんどですから、消費税の経理・申告事務は大きな負担になります。
そもそも事業者免税点制度は小零細事業者の事務負担軽減を目的としています。

取引相手である課税事業者にとっては、適格請求書等保存方式導入以降、免税事業者からの請求分の
消費税は仕入税額控除できなくなります。課税事業者が自身への影響を払しょくするためには取引相手
である免税事業者に仕入税額控除できなくなる消費税分の金額を常時値引きするよう求めるしかありま
せん。値引き要求に応じざるを得ない免税事業者の収入は大きく減少します。

年間売上が660万円(消費税相当額込)の免税事業者は60万円値引され、年間売上600万円

年間売上が600万円(消費税請求しない)の免税事業者は55万円値引され、年間売上545万円

③取引の終了
課税事業者にとって取引先の免税事業者が①②いずれにも応じてもらえない場合、課税事業者は消費

税納税額の増加分を自ら負担することになってしまいます。したがって、当該免税事業者との取引をや
めて、新たな事業者を探すことになってしまいます。当該免税事業者にとっては仕事がなくなるとうこ
とです。

※試算はすべて課税事業者との取引だった場合
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免税事業者は日本にどれくらいいるのか

（2011年12月7日 政府税制調査会財務省資料より抜
粋）

5,087,806
(者,社)

209,073
(億円)
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簡易課税事業者だったらどうなる？

●適格請求書等保存方式で問題になるのは「仕入」の控除が適格
請求書の分以外できなくなる点です。
ただし、これは「一般課税(本則課税)」の計算特有の問題です。

●簡易課税制度は売上から納税額を計算しますので、「仕入れの
実額による仕入税額控除」の考え方がありません。

●したがって、簡易課税事業者であれば、インボイス制度導入後
でも、外注など免税事業者からの仕入の有無にかかわらず、控除
の計算に影響はありません。
※なお、簡易課税を選択できるのは 前年 または 前々年 の売上高が5,000万円以下(税抜き)の事業所です。

ひとつの工夫にはなりますが、
適格請求書等保存方式の根本的な問題を解決するものではありません…

課税売上の消費税額－みなし仕入れ率による控除額＝納税額

23



簡易課税 … 本則課税との違い

① 簡易課税制度とは売上に係る消費税額に国が定める、「みなし仕入れ
率」を掛け、控除対象仕入税額を簡易に計算する方法です(事務手間の軽
減)。

② みなし仕入れ率は建設業の場合、材料もち請負では70％、手間のみで
は60％です。したがって、売上に対する実際の仕入の割合が70％より大き
い場合は本則課税よりも不利になります。

③ また、前年 又は 前々年の売り上げが5,000万円以下(税抜き)の事業者
のみが届出によって利用することができる制度です。
簡易課税を適用するには事前(対象となる年の前まで)に税務署への届け

出が必要で、簡易課税を選択すると2年間は本則課税に戻すことはできませ
ん。
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11,000円で仕入

税込13,200円で販売
（本体12,000円＋税1,200円）

預かり消費税1,200円

お施主さん

11,000円で仕入

税込13,200円で販売
（本体12,000円＋税1,200円）

預かり消費税1,200円

お施主さん

本則課税と簡易課税の影響の差（イメージ）

免税事業者

免税事業者

納税額＝1,200円-0円＝1,200円

納税額＝1,200円-(1,200円×70％)＝360円

本則課税

簡易課税

25



26

納税額はどうなるのか？（簡易課税も含めて比較）

例） 売上2,200万円、原価・経費1,760万円(うち、660万円は免税事業者との取引)

（消費税率10％で計算）

売上 控除できる原価・経費(仕入) 納税額

本則課税

税込金額 2,200万円 1,760万円

消費税額 200万円 160万円 40万円

売上 控除できる原価・経費(仕入) 納税額

本則課税
税込金額 2,200万円 1,760-660=1,100万円

消費税額 200万円 100万円 100万円

売上 控除できる経費(仕入) 納税額

簡易課税
(材料もち請負)

税込金額 2,200万円

消費税額 200万円 140万円 60万円

売上の消費税の70％

比較のため2023年から6年間の特例は考慮していません。

売上 控除できる経費(仕入) 納税額

簡易課税
(材料もち請負)

税込金額 2,200万円

消費税額 200万円 140万円 60万円

売上の消費税の70％

制度導入前
と変わらず
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適格請求書発行事業者登録

適格請求書を発行できるのは税務署に申請し登録を受けた事
業者のみです。
登録を受けるには課税事業者である必要があります。

国税庁は「2023年10月1日から登録を受けるためには2023年3月31日(半年前)ま
でに申請することが必要」としています。 27



スケジュール（おさらい）
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適格請求書等保存方式Q＆A ①

自動販売機や公共交通機関の運賃など適格請求

書どころかレシートすら出ない場合は仕入税額控
除できないのですか？

仕入税額控除できます。
適格請求書等の保存がなくとも「１回の購入

額が３万円未満での自動販売機購入や公共交通機
関(タクシー除く)の運賃の支払いなど適格請求書
の交付を受けることができない場合」はその保存
がなくとも仕入税額控除することができるとされ
ています。
ただし、帳簿に記帳するために購入時にはメ

モなどを残すようにしましょう。
29



適格請求書が無くとも仕入税額控除できる場合

なお、「(1回の取引が)3万円未満の課税仕入」「やむを得ず請求書
等の交付が受けられない場合」に記帳のみで仕入税額控除できるとす
る特例は適格請求書等保存方式導入と共に廃止されます。

①－１ 公共交通機関の旅客運賃(1回の購入金額3万円未満)

①－２ 自動販売機からの購入代金(1回の購入金額3万円未満)

①－３ 郵便切手購入代金のうち投函した分

② 適格請求書の記載事項が記載された書面等が使用の際に回収される場合

③ 古物営業や宅建業を営む者が一般の人から資産を購入する場合

④ 一般の人から再生資源や再生部品を購入する場合

⑤ 従業員等に通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当を支
給する場合

※切手の購入だけでは郵便サービスをまだ受けていないため切手そのものは非課税。したがって原則は投函し
た分＝つまり郵便サービスを受けた分＝のみ仕入税額控除可能。ただし、毎年、購入時点で課税仕入とする経
理をしている場合は、購入した年に仕入税額控除することが認められる(消費税法令解釈通達第3節11-3-7)。
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適格請求書等保存方式Q＆A ②

課税事業者であれば適格請求書発行事業者登録番
号は自動的に付与されますか？

自動的には付与されません。

適格請求書発行事業者登録番号は事業者が税務署に申請するこ
とにより付与されます。
申請受付開始は適格請求書等保存方式開始の2年前である2021
年10月1日に始まっています。
また、番号は、法人=Ｔ+法人番号13桁、個人=Ｔ+固有の13桁
です。登録を受けると事業者名、所在地、番号が国税庁HPに掲
載されます。
なお、免税事業者が登録を受けるためには課税事業者になる必
要があります。登録を受けた後は基準期間(2年前)の売上が1000
万円を超えているか否かに関わらず消費税を納めることになり
ます(免税事業者に「なる」または「戻る」場合にはそのための
手続きが必要)。 31



適格請求書等保存方式Q＆A ③

免税事業者のまま適格請求書発行事業者登録番号
の付与を受けることはできますか？

免税事業者のままでは番号の付与を受けることはできませ
ん。
番号の付与を受けるためには課税事業者になることが必要
です。そのためには税務署に「消費税課税事業者選択届出
手続」をする必要があります(売上1,000万円以下でも手続
きにより課税事業者になることができる)。
課税事業者になった場合、適用を受ける年の分から本則課
税、簡易課税(別途手続き必要)のいずれかの方法で消費税
を納める必要があります。
なお、番号の無い事業者が適格請求書を発行した場合には
罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられ
ています。 32



適格請求書保存方式Q＆A ④

適格請求書等保存方式導入後も自身が免税事業
者のまま取引を続ける場合、これまでのように消
費税相当額を請求できなくなりますか？

引き続き請求することができます。免税事業者
も仕入れで消費税を負担していますので、消費税
相当額を価格に転嫁していくことは当然です。
ただし、制度導入以降、取引の相手先が仕入税
額控除できなります。その結果、免税事業者に対
して、控除できない分の値引きや課税事業者への
転換強要、取引の中止が発生してしまいます。
この点がインボイス制度の最大の問題なのです。
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適格請求書等保存方式Q＆A ⑤

売上の相手方がいわゆるエンドユーザーでも適格
請求書を発行する必要がありますか？

必ずしも適格請求書の要件を満たす請求書である必要
はありません。もちろん、適格請求書でも良いことに
なります。
受け取る請求書が適格請求書か否かで影響を受けるの
は一般課税(本則課税)の課税事業者です。
エンドユーザーは消費税の負担者であり消費税の経理
をする立場にありませんので請求書によって影響を受
けません。

適格請求書発行事業者は取引相手が課税事業者の場合に限り、取引
相手の求めに応じて適格請求書等を交付、および、その控えの保存が
義務として定められています。 34



適格請求書等保存方式(インボイス制度)の影響を受けるのは、

「一般課税の課税事業者と免税事業者が取引する場合」のみです。

したがって、「エンドユーザーとの取引」だけでなく「免税事業者同士
の取引」「簡易課税事業者と免税事業者との取引」も制度の影響は
受けず、これまでの取引と変わりません。

つまり、制度の導入によって自身、自社がどのくらいの影響を受ける
かは、

一般課税(原則課税)の課税事業者にとっては「免税事業者からの
仕入がどれくらいあるか」

免税事業者にとっては「一般課税(原則課税)の課税事業者に対す
る売上がどれくらいあるか」

によって決まるということです。
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•適格請求書等保存方式は2023年10月から実施

•消費税の仕入税額控除ができるのは適格請求書の保存がある取
引分のみ (実施後6年間の特例はあるけれど…)

•適格請求書を発行できるのは税務署から「適格請求書発行事業
者登録番号」を付番された課税事業者のみ （申請は2021年10月から）

•課税事業者にとっては消費税の納税額が増大

•免税事業者にとっては取引先の課税事業者から「課税事業者へ
の変更(番号をもらってきて!)」や「控除できなくなる消費税相当
額の値引き」を求められるばかりか、消費税の納税額増加を理由
に「取引の打ち切り」を強いられることも…

「適格請求書等保存方式」まとめ
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平成28年度税制改正法(抜粋)

所得税法等の一部を改正する法律
附則第171条2項

政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び

適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営
の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導
入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導
入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響
の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易
課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導
入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要が
あると認めるときは、その結果に基づいて法制上の
措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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適格請求書等保存方式の導入反対や見直しをめぐる様々な考え方

 適格請求書等保存方式の導入そのものに反対
→現行制度で対応できる。現在でも厳密には3％、5％、8％が混在している。

 現行制度を基本としつつ、請求書等への記載事項に税率ごと
の税額を追加すれば足りる

→複数税率の経理に対応する目的は達せられる。そもそも財務省は適格請求書等保存方式導
入の目的を複数税率の経理に対応するためとしている。

 適格請求書等保存方式を基本としつつ、課税・免税を問わず
希望する全ての事業者に事業者番号を付与すべき。

→これにより免税事業者排除の問題はなくなる。

 全ての事業者を課税事業者としたうえで(免税点制度の廃止)、
課税売上高が一定額以下の場合は申請・届出により申告・納
税不要という新たな仕組みを導入すべき。

→現行の免税事業者は申告はじめ何ら申請や届出が不要であり、課税庁は実態を把握きない
としていが、この方式であれば納税を免除される事業者にも課税庁に対する一定の手続きが
課される。これにより、課税庁は納税の無い事業者についての把握が可能となり、一方、事
業者とっては現行の免税点制度に近い効果がある。

全建総連は適格請求書等保存方式導入について
「免税事業者が取引から排除されるなどの影響が出ない仕組みへの見直し」

を求めています。38
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万一、このまま制度が導入されたら、どうすればいいか ①

【一般課税の事業者】
①インボイスの登録申請を行う。

②仕入れ先・外注先に免税事業者がいるか、把握

③免税事業者の方への対応の検討
〇インボイスの登録を求めるのか
〇それとも値引きを求めるか
〇両方できないのであれば、違う業者に変更するか
〇社長が負担するか

まずは自分の取引先が
「課税事業者」なのか「それ以外(免税事業者、エンドユーザー)」なのかを知ることが必要。

そのうえで…

このような事態にならないようにするためにも「見直しを求める取り組み」が大切
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万一、このまま制度が導入されたら、どうすればいいか ②

【簡易課税の事業者】
①インボイスの登録申請を行う。

②消費税の納税額は、みなし仕入れ率が適用されるので、取引先に免税事業者がい
ても影響は、ない。

③ただし、簡易課税が適用されるのは、売り上げが5000万円以下。

まずは自分の取引先が
「課税事業者」なのか「それ以外(免税事業者、エンドユーザー)」なのかを知ることが必要。

そのうえで…

このような事態にならないようにするためにも「見直しを求める取り組み」が大切
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万一、このまま制度が導入されたら、どうすればいいか ③

【免税事業者】
①取引先が消費者（エンドユーザー）は免税事業者、簡易課税の事業者であれば、
インボイスの登録をしなくてもよい

②取引先が一般課税の事業者であれば、インボイスの登録を求められる可能性。
〇免税事業者のままでいるなら、消費税分の値引きを求められる可能性。
〇インボイスの登録申請をするのであれば、簡易課税を選ぶのが…
簡易課税なら、売り上げに係る消費税の30％か40％を納税することになるの
で、免税事業者のままでいる場合よりも、消費税分の値引きより負担は小さい

まずは自分の取引先が
「課税事業者」なのか「それ以外(免税事業者、エンドユーザー)」なのかを知ることが必要。

そのうえで…

このような事態にならないようにするためにも「見直しを求める取り組み」が大切
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万一、このまま制度が導入されたら、どうすればいいか ④

〇インボイスの実施された以降の経過措置を頭に入れる

2023年10月～2026年9月まで、免税事業者からの仕入れは、80％控除

2026年10月～2029年9月まで、免税事業者からの仕入れは、50％控除

〇仮に簡易課税を選択せざるを得ないなら、2026年9月からでも

まずは自分の取引先が
「課税事業者」なのか「それ以外(免税事業者、エンドユーザー)」なのかを知ることが必要。

そのうえで…

このような事態にならないようにするためにも「見直しを求める取り組み」が大切
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年間売上 600万円の免税事業者での影響試算

１．消費税を請求して「いない」人（年間売上600万円）

１－１ 免税事業者のまま値引きに応じる：年間売上は600万円から545万円

①年間売上600万円（税抜き545万円、税55万円）

→②55万円の値引き→③結果、年間売上は545万円

１－２ 課税転換して、以降は消費税（60万円）を請求：年間売上は600万円から636万円

①年間売上660万円（税抜き600万円、税60万円）

→②簡易課税による納税額＝60万円×40％＝24万円

→③年間売上＝660万円－24万円＝636万円

２．消費税を請求して「いる」人（年間売上660万円）

２－１ 免税事業者のまま値引きに応じる：年間売上は660万円から600万円

①年間売上660万円（税抜600万円、税60万円）

→②60万円の値引き→③結果、年間売上は600万円

２－２ 課税転換して、これまで同様に消費税を請求する：年間売上は660万円から636万円

①年間売上660万円（税抜600万円、税60万円）

→②簡易課税による納税額60万円×40％＝24万円

→③年間売上660万円－24万円＝636万円
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全建総連のインボス制度への考え方

1.適格請求書等保存方式の実施を見直し、小零細な課税事業者の納税額増加や免
税事業者が値引きの強要や取引から排除等の影響を受けないような仕組みにし
て下さい。

2.新型コロナウイルス感染症の拡大で、経済情勢が悪化し、適格請求書等保存方
式の 周知も遅れていることから、当面は導入を延期して下さい。

2016年度税制改正法の附則171条2項で、「政府は、消費税の軽減税率制度の導
入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及

び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税
制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況を
検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他
の必要な措置を講ずるものとする」
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みんな、まだ、知らないのでは？

2019年10月に軽減税率がスタートしたため、軽減税率導入後3年とは
2022年10月となります。

2月24日の衆議院財務金融委員会で立憲民主党の末松義規議員は「この
規定の検証はされたのか」と質問。

財務省の住澤主税局長は「現在は、この導入後3年以内の期間であるの
で、現時点では周知・広報に努めている。今後この規定を踏まえた検証
も行ってまいりたい

まだ、知られていない事実を財務省に伝える

会計ソフト大手 8月調査小規模事業者に調査
「インボイス知らない 84.1％」
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2023年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に向け、

免税事業者は「取引からの排除」しようという動きが起こっています

2021年10月より、適格請求書事業者登録番号
の事前登録が始まりました。
これを機に元請企業から、下請協力会社に課

税・免税かを聞くことが始まっています。

また、免税業者に対して、インボイス開始後
の取引価格の話をしないで、番号取得・課税業
者になることを求め、課税業者にならなければ、
「今後の付き合いを検討せざるを得ない」と文
書を送る事例が発生しています。

インボイスが発行できない、免税業者のまま
でいると「取引から排除」されてしまいます。

制度の周知が進んでいない現状で、全建総連は実施の見直しを求めるとともに、

制度導入の延期が必要と、訴えています

〇 2016年の改正所得税法の法附則171条2項に「政府は、消費税の軽減税率導入後３年（2022年10月）を
目途に事業者の準備状況等を検証し、必要があると認めるときは、法制上の措置を講ずる」と記述。
〇 売上1000万円以下の事業者の準備「特に何もしていない73.0％（2021年7月、日本商工会議所調査）」
〇 制度導入に向けた理解・準備が全く進んでいないのが現状です。

※ 改正電子帳簿保存法（電子データで取引した請求書等を電子保存する）は、制度の周知が遅れている
ことから、2022年1月施行が、直前になり2年間延長されました。
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