
第１部 インボイス制度

①インボイス制度の概要

②適格請求書の要件

③免税事業者への対応

令和４年１１月１４日（月）



消費税の仕組み



消費税の仕組み

商品を購入したときやサービスの提供を受けたとき

消費税は消費者が支払います。

消費税を受け取った事業者は、原則として、受け取った消費税
から仕入や経費等に掛かった消費税を差し引いて、その差額を
納付します。

3



消費税の仕組み

仕入先

納付
200

得意先

1,000

消費税100

3,000

消費税300

当社

当社が課税事業者の場合

仕入税額控除

インボイス制度に関係するのは
この部分です！
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消費税の仕組み

仕入先

納付
200

得意先

1,000

消費税100

3,000

消費税300

当社（免税）

200円は当社の金庫の中に…

これは益税とよばれています
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当社が免税事業者の場合

免税事業者・・・
前々年の売上高が1,000万円以下



消費税の仕組み

前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択できる
制度です。

この場合の消費税の計算は、

「みなし仕入率」を使用して計算します。

支払消費税額 =

売上に係る消費税－ (売上に係る消費税×みなし仕入率)

簡易課税制度
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消費税の仕組み

簡易課税制度

みなし仕入率は、
業種により異なります
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消費税の仕組み

納付
60

得意先

3,000

消費税300

簡易課税制度
当社

例えば、第二種「小売業」の場合・・・

消費税300×80％ =240とみなす
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消費税の仕組み

納付
180

得意先

3,000

消費税300

簡易課税制度
当社

例えば、第六種「不動産」の場合・・・

消費税300×40％ =120 とみなす
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①インボイスの概要



①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

そもそもインボイスって？

売手が買手に対して、

正確な適用税率や消費税等を伝える書類のことです。

インボイス開始時期は令和５年１０月１日スタートです。

原則、インボイス発行事業者となるために

令和５年３月３１日までに税務署への届出が必要です。

この届出は弊社にて提出させていただきます
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①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

売手側がすること

• 売手は買手（取引相手）から求められたときはインボイスを交付する

義務があります。またこの書類の写しを保存しておく必要があります。

買手側がすること

• 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手であ

る適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が

必要になります。
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①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

適格請求書発行事業者とは

インボイス（正式名称は適格請求書という。）を発行できるのは
税務署に登録申請書を提出し、登録を受けた事業者だけです。
この事業者のことを適格請求書発行事業者といいます。

この申請をした場合は、免税事業者も課税事業者となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか
否かに関わらず消費税の申告が必要です。

適格請求書発行事業者になるには、
消費税の申告が必要です
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①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

適格請求書を発行できる事業者から仕入れた場合の消費税額

基本的には今までと同じです。

支払消費税額 =

売上に係る消費税 － 仕入に係る消費税

1,000

消費税100
3,000

消費税300 200
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①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

適格請求書を発行できない事業者から仕入れた場合の消費税額

適格請求書を発行できない事業者からの仕入は仕入税額控除が
認められません。これがインボイス制度最大の問題です。

支払消費税額 =

売上に係る消費税 － 仕入に係る消費税

100とはならない・・・

1,000

消費税100
3,000

消費税300 300
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納付
60

得意先

3,000

消費税300

当社が簡易課税の場合
当社

例えば、第二種「小売業」の場合・・・

消費税300×80％ =240とみなす
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仕入先が適格請求書発行
事業者かどうかを問わない

インボイス制度に関係しない

①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要



①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

売る側の立場として、適格請求書を発行することができません。

そのため取引先は、あなたとの取引に関して仕入税額控除を

受けることができなくなり、他の適格請求書発行事業者に取引

を変更される可能性があります。

または値引きの要請を受けることが考えられます。

あなた（自社）が適格請求書発行事業者となっていない場合
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経過措置→適用年度

①適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要

制度開始後6年間は免税事業者からの課税仕入れについても
一定の割合を仕入税額として控除することができます。

100⇒80 100⇒0100⇒50
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②適格請求書の要件



②適格請求書の要件

インボイス制度では書類の名称に関係なく、
インボイスの記載要件を満たしたものをインボイスとして取り扱うと
されています。
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請求書のみ
請求書
＋

納品書
納品書のみ

etc…

どのような書類でも要件をみたしていればOKです



②適格請求書の要件

請求書のみ
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②適格請求書の要件
国税庁「適格請求書等保存方式の概要」より抜粋

請求書
＋

納品書
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②適格請求書の要件

23

契約書＋通帳など

例えば、事務所の賃貸借のように、通常、契約書に基づき代金決済が行われ、

取引の都度、請求書や領収書の交付がされない取引の場合、適格請求書の記

載事項の一部が記載された契約書及び通帳または銀行が発行した振込金受

取書を合わせて記載事項を満たしていれば、これらの書類を合わせて一の適

格請求書とすることが可能です。

合わせて要件をみたしていればOKです



③免税事業者への対応



③免税事業者への対応

※以下においては適格請求書発行事業者を「課税事業者」、それ以外の事業者を「免税事業者」と表記します。

概要でも述べた通り、免税事業者から行った課税仕入れは、原則として仕入
れ税額控除の適用を受けられません。そのため、免税事業者との取引では
インボイス制度導入前後で消費税の取り扱いに大きな違いが発生します。

ここではいくつかの具体例を挙げて説明します。

インボイス制度で発生する問題と対応
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③免税事業者への対応

ケース１：免税事業者からの商品仕入
（インボイス制度導入前）

B工房：免税事業者 A雑貨店：課税事業者 一般消費者

請求金額 55,000円

売上 50,000円

②消費税額 5,000円

請求金額 110,000円
売上 100,000円
①消費税額 10,000円

支払額 55,000円
仕入 50,000円
②消費税額 5,000円
納付税額
①－②＝ 5,000円

支払金額 110,000円

負担した消費税額
10,000円
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③免税事業者への対応

ケース１：免税事業者からの商品仕入
（インボイス制度導入後）

B工房：免税事業者 A雑貨店：課税事業者 一般消費者

請求金額 55,000円

売上 50,000円

消費税額 5,000円

請求金額 110,000円
売上 100,000円
①消費税額 10,000円

支払額 55,000円
仕入 55,000円
②消費税額 0円
納付税額
①－②＝ 10,000円

支払金額 110,000円

負担した消費税額
10,000円
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③免税事業者への対応

⑴課税事業者A雑貨店がとれる対策

①仕入れ税額控除が可能な課税事業者である他の工房へ仕入れ先を切り替える

②免税事業者B工房に課税事業者になるよう依頼する

③B工房に消費税相当分の値下げの交渉をする

⑵免税事業者B工房がとれる対策

①「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、自ら課税事業者になる

②消費税分の値下げをする

ケース１：免税事業者からの商品仕入
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③免税事業者への対応

⑴のケースでは50,000円の消費税を控除することができますが、
⑵のケースでは控除出来ないため、インボイス制度導入後は
控除できない金額が月額で50,000円さらに年額で600,000円と
納税額への影響が比較的大きくなります。

A社 B氏

地代家賃 500,000円
消費税額 50,000円

地代家賃 550,000円
消費税額 円

(1) インボイス導入前

(2) インボイス導入後

控除消費税額 50,000円

控除消費税額 0円

所有者（免税）
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ケース２：賃借する不動産の所有者が免税事業者である場合



③免税事業者への対応

賃借人A社としては

①所有者が適格請求書発行事業者である物件への移転を検討する

②賃貸人B氏に課税事業者になるよう依頼する

③消費税相当分の値下げの交渉をする

賃貸人B氏としては

①「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、自ら課税事業者になる

②消費税分の値下げをする

30

ケース２：賃借する不動産の所有者が免税事業者である場合



③免税事業者への対応

〇その他のケース

◎工務店→大工さん
フリーランスのいわゆる一人親方への支払いに
仕入れ税額控除が出来ない

◎八百屋→農業従事者への支払
小規模な農業従事者への支払いに
仕入れ税額控除が出来ない

このような場合も考えられます
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③免税事業者への対応

〇経過措置について

インボイス制度の導入にあたっては経過措置が設けられて
います（P.18を参照）。

ケース（1）（2）のような免税事業者からの仕入れについても
例えば、
原則80%の仕入れ税額控除が可能な令和8年10月までは、
差額20%分の値下げを依頼する等の
段階的な対策が考えられます。
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③免税事業者への対応

ここで一つ気を付けたいのは仕入れ先や賃貸人に対して消費税相当額の値下げを要求する場合です。
仕入れ側の一方的な要求で値下げを決定した場合には独占禁止法上問題になる可能性がありますので
お互い合意の上で価格を決定するようにしましょう（以下中小企業庁HPより参考資料）

Q7仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を

見直すことを 検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか？

１ 取引対価の引下げ

取引上優越した地位にある事業者（買手）が、免税事業者との取引において、仕入税額控除で

きないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交渉において、双方納得の上で取引価格を

設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではあ

りません。

しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者（買手）の都合のみで著しく低い価格

を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越

的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
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最後に

インボイス制度導入にあたってしなければならないこと
のチェックリストと、

取引先に対しての適格請求書発行事業者登録番号の
通知と依頼についての書類サンプルを添付いたします。

よろしければご活用くださいませ。



最後に
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最後に
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最後に

2022年 9月30日
関係各位

株式会社○○
経理部

適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法とし
て、適格 請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の導入が予定され、税務署長
に申請して登録を受けた課税事業者である 「適格請求書発行事業者」が交付する「適
格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

これに伴い、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知するとともに、貴社
の登録番号等について、登録済みの場合は、別途通知資料に必要事項をご記入の上、
弊社までご通知くださいますようお願い申し上げます。
何卒ご主旨をご理解賜り、宜しくお願い申し上げます。

敬具
記

１．弊社登録番号： T11111111111

２．通知方法 ： 下記方法のいずれかにより、別途通知資料に記載の上、通知願います。
①メール
②FAX
③請求書又は領収書送付時に添付

３．適格請求書発行事業者登録番号の取得方法につきましては、顧問税理士事務所
にお問い合わせください。又は国税庁ホームページよりご確認ください。

４．本件についてのお問い合わせ先
経理部 ○○ ○○

電話番号 ０００－０００－００００
メールアドレス ０００．０００@０００.or.jp

以上
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