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導入 消費税の仕組み

■ 消費税は、その名の通り消費者が負担する税で、事業者に負担を求
めるものではない

■ 消費者が何か物品を購入したりサービスを利用したりするたびに税
務署に税金を納めるというのは、現実的に不可能

■ 事業者が、消費者に代わって消費税分を預かり、まとめて納税する
仕組み
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導入 事業者免税点制度①

「個人事業者の前々年又は法人であれば前々事業年度の課税売上高が
1,000万円以下の事業者については、その課税期間について、消費税を納
める義務が免除される制度」※例外規定有

■ 消費税の納税義務が免除される事業者を「免税事業者」といい、消
費税の申告・納付を行う必要がない

■ 消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」といい、定められ
た期限までに消費税の申告・納付を行う必要がある
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導入 事業者免税点制度②

免税事業者は消費税の納税義務が免除される為、販売店が預かった300円の消費税と、
支払った100円の消費税との差額200円は販売店のものとなる。→いわゆる益税

(免税事業者)
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インボイス制度の概要①
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預かった消費税－支払った消費税＝納付する消費税

仕入税額控除

仕入税額控除の方式が現行の区分記載請求書等保存方式からインボイス制度に変わる



インボイス制度の概要②

・現行の仕入税額控除

免税事業者からの仕入も仕入税額控除の対象となる

・インボイス制度の仕入税額控除(令和5年10月1日以降の取引に適用)

免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できない

適格請求書(インボイス)が交付できるのは登録した課税事業者のみである
ため、免税事業者からの仕入は仕入税額控除の要件となる適格請求書の保
存ができない
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変更



インボイス制度の概要③

②免税事業者は適格請求書を交付できない
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①適格請求書がないと仕入税額控除できない

③免税事業者へ支払った消費税相当額は控除できない



売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

(課)材料仕入 本体 消費税

440万円 400万円 40万円

(免)材料仕入 本体 消費税

110万円 100万円 10万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 50万円 50万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 40万円 60万円

売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

(課)材料仕入 本体 消費税

440万円 400万円 40万円

(免)材料仕入 本体 消費税

110万円 100万円 10万円

課税事業者はこう変わる

現行

インボイス

今後考えられる対応
①値下げのお願い、②課税事業者選択のお願い、③取引継続or取引終了など・・・

8



経過措置
・インボイス制度の実地後は、基本的に適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れにかか
る消費税額を控除することができなくなる。
・しかし、激変緩和の観点から、免税事業者からの仕入れについても、インボイス制度実地後6
年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられている。

控除不可

6年間の経過措置期間
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免税事業者はこう変わる
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売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

仕入 本体 消費税

660万円 600万円 60万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 60万円 0万円

消費税によるキャッシュの動き

プラス40万

①免税現行

売上 本体 消費税

1,000万円 1,000万円 0万円

仕入 本体 消費税

660万円 600万円 60万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

0万円 60万円 0万円

消費税によるキャッシュの動き

マイナス60万

②免税事業者のまま

売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

仕入 本体 消費税

660万円 600万円 60万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 60万円 40万円

消費税によるキャッシュの動き

プラマイ0

③適格請求書発行事業者になる

納付をしないため、預かりと支払の差額40万はもうけ

預かりは0、仕入の際に支払った分60万のマイナス

預かりと支払の差額を納付するため、プラマイ0



適格請求書発行事業者登録制度①
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・適格請求書(インボイス)発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の
登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある。なお、課税事業者でなければ登録を受ける
ことはできない。



適格請求書発行事業者登録制度②
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※免税事業者は原則として、課税事業者選択届出書の提出が必要。例外的に令和5年10月1日の属す
る課税期間に登録を受ける場合のみ不要。
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簡易課税制度①(概要)
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適用可能な事業者
① 届出書を提出している
② 2年前の売上高が5,000万円以下

計算方法

預かった消費税 － 預かった消費税×みなし仕入率(※) ＝ 納付額

(※)みなし仕入れ率



簡易課税制度②(シミュレーション)
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売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

仕入 本体 消費税

660万円 600万円 60万円

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 60万円 40万円

原則

簡易課税(建設業)

売上 本体 消費税

1,100万円 1,000万円 100万円

みなし仕入率

70%

預かった消費税 支払った消費税 納付額

100万円 70万円 30万円

預かった消費税×みなし仕入率
（100万円） （70%）

10万円の節税

・簡易課税制度を利用することで、節税が可能となる場合もある。
・各々の事業の状況に合わせてシミュレーションすることが必要。
・簡易課税制度を選択した場合、2年間は強制適用という点に注意。



簡易課税制度③(届出の期限)
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原則：その年度開始の前日

R4.4/1 R5.10/1 R6.4/1

インボイス導入

R5.4/1

提出期限

R6.3/31

例外：免税事業者が令和5年10月1日を含む年度から登録事業者となる場合は、その年度の末日

免税事業者 登録課税事業者(簡易適用)

R6.4/1

インボイス導入提出期限

R5.3/31

課税事業者(簡易適用)

R4.4/1 R5.10/1R5.4/1

前提：4/1～3/31を事業年度とする法人

前提：4/1～3/31を事業年度とする法人



適格請求書の記載事項
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請求書 請求書

㈱○○御中 ××年11月30日 ㈱○○御中 ××年11月30日

11月分 330,000円(税込) 11月分 330,000円(税込)

日付 品名 金額 日付 品名 金額

11月2日業務委託費 110,000 11月2日業務委託費 110,000

: : : : : :

: : : : : :

合計 330,000 合計 330,000

10%対象 330,000(消費税 30,000)

△△工業㈱ △△工業㈱

登録番号 T1234567890123

適格請求書の記載事項(参考)

現行 適格請求書
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本日の内容

①令和5年10月1日よりインボイス制度が開始

②仕入税額控除には適格請求書が必要となり、免税事業者からの仕入れは控除不可
※令和5年10月1日より6年間は経過措置あり

③免税事業者は適格請求書発行事業者となることを検討
※適格請求書発行事業者となるならば、簡易課税制度の適用を検討

④適格請求書発行事業者となるためには、申請が必要

⑤現行の請求書のフォームが変わる為、対応が必要
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本日の内容

免税事業者 ①免税事業者継続

②適格請求書発行事業者(原則)

③適格請求書発行事業者(簡易)

選択

・課税事業者は、適格請求書発行事業者としての登録を推奨

・免税事業者は、いずれかを選択することになる

課税事業者(原則・簡易) 適格請求書発行事業者(原則・簡易)


