
2022年10月25日

中小企業診断士

秋島一雄

～2023年10月から導入されます～

インボイス制度 対策セミナー

所沢商工会議所・一般社団法人所沢法人会所沢支部

事業環境変化対応型支援事業



講習会の内容
本日の講習会は以下の内容になります

10月25日（火） 14:00-16:00 インボイス制度 対策セミナー

・はじめに ～消費税の仕組み～

１：インボイス制度の概要

２：インボイス制度の実務対応

３：インボイス制度に係る注意点

４：売り手側・買い手側のポイント

５：電子帳簿保存法について、他

・まとめ ～これからの準備～

※途中10分程度の休憩を取ります



はじめに ～消費税の仕組み～



消費税・インボイス制度に関するクイズ

問 1 消費税の価格の表示の仕方は、総額表示が原則である

消費税に関する以下の質問に対して、〇か×をいれてください

問 ２ 現在消費税を納税していない免税事業者は、インボイス制度に
対応する必要がない

問 ３ 不特定多数を相手にする小売業などは、通常のインボイスより
簡単なインボイスを作成することができる

問 ４ インボイス発行事業者への登録は、事業者の義務ではない

問 ５ インボイス（適格請求書）は手書きで作成して交付しても良い

問 7 取引先から受け取ったインボイスに記載不足があった場合
でも、自社で追記して修正することができる
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問 ６ 免税事業者から仕入での仕入税額控除には経過措置がある



消費税の特徴として

①消費者が100%負担する税金
（酒税と同じ間接税）

➁税金を負担する人と税金を納める人が違う
（事業者は、消費者から消費税を預かり、それを
納付する役割を担う）

③価格への転嫁
⇒商品の購入や仕入を行った際、代金に消費税が上乗せ
（国内の取引で、課税資産の譲渡等が対象になる）

④取引の各段階での仕入に対して税が課され、売上に係る消費税
額から仕入に係る消費税額を差し引く（控除する）方式
（これを仕入税額控除方式と呼ぶ）

消費税とは



課税事業者と免税事業者

消費税制度では、課税事業者と免税事業者に分かれる

①課税事業者は、消費税を納める義務を負っている事業者

・基準となる期間（前々の事業年度）の売上が1,000万円（除、消費
税）を超える事業者、等

（資本金が1,000万円以上や半年で売上1000万円超も該当）

➁免税事業者は、上記定義に当てはまらない売上規模や資本金

で、納税事務負担を配慮して消費税の納税義務が免除されて

いる事業者

〇免税事業者のメリットは、

①消費税申告は不要

➁経理処理が簡素（ただし、仕入時に消費税は払っている）



消費税の仕入税額控除

〇消費税は各段階で転嫁し、税の差額を納付する仕組み

卸 小売 消費
者

生産
者

（本則課税制度の場合）

売上額
(税込) 11,000円

売上額
(税抜) 10,000円

消費税
額 1,000円

売上額
(税込) 22,000円

売上額
(税抜) 20,000円

消費税
額 2,000円

1,000円
2,000円

（仕入分） （売上分）

1,000円

消費
税率
１０％

転嫁転嫁

仕入額
(税込) 5,500円

仕入額
(税抜) 5,000円

消費税
額 500円

転嫁

500円
1,000円

（仕入分） （売上分）

500円 粗利
10,000円

粗利
5,000円

卸業 小売業

消費
税の
動き

納付額 納付額
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仕入税額控除



〇仕入税額控除ができないと、売上に係る消費税

から仕入に係る消費税が相殺できないために、

「消費税納付額＝売上に係る消費税」となり、

消費税の納税額が大きくなる

仕入税額控除ができないと

納付 ８円
（２４円－１６円）

納付 24円

仕入税額控除した場合

仕入税額控除しない場合
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軽減税率制度とは

2019年10月1日に消費税10%に引き上げ時に、導入された制度で、

日常的に購入する飲食料品等の一部の品目に限り、消費税を8%

のまま維持する制度（導入後には税率毎に分ける区分経理が必要）



○事業区分ごとのみなし仕入率

〇簡易課税を適用するにあたっての注意点

①複数の事業区分は按分、区分が多岐であれば逆に手間

➁ただし1事業で売上高の3/4を占めれば、それを全体に適用可

③前年度中に税務署に届け出が必要

④適用後原則2年は本則課税に変更できない

⑤設備投資や輸出の額次第では、本則課税より

不利になるケースも

簡易課税に関して
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消費税納付額の計算例（本則課税と簡易課税の違い）

飲食店へのみなし
仕入率

この例は簡易課税が有利となっているが、
仕入金額が高額等の場合は、本則課税が
有利となることもあるので、注意が必要

○飲食店での本則課税と簡易課税の計算例
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○特措法終了後は、消費税法にある総額表示義務となり、

価格表示は、総額表示で「税込価格が明瞭に表示されていれば

消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能」となった

総額表示義務への対応
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中間申告制度

13



商品の販売 商品の販売

代金 200円
消費税 16円

合計 216円

納付 １６円 納付 ８円
（２４円－１６円）

事業者が消費税を国等に納付

消費者は間接的に納付

国・都道府県

消費税 支払いと納税の仕組み

商品の仕入 商品の購入

代金 300円
消費税 24円

合計 324円

一旦預かった消費税
を後日国等に納付

※軽減税率対象の税率8％の場合

消費者小売業
卸売業
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○「本則課税」と「簡易課税」

実際の取引の実態通りに計算をすることは「本則（原則）課税」

一方、計算を簡素化するために、売上に係る税に事業区分

に応じた「みなし仕入率」を乗じて仕入税額を計算する方法は

「簡易課税」と呼ばれ、計算式は以下となる

〇本則課税の場合

納付する消費税＝ 売上に係る消費税ー仕入に係る消費税

○簡易課税の場合

納付する消費税＝売上に係る消費税 ｘ（1-みなし仕入率）

（簡易課税の場合の仕入税額控除＝売上への消費税Xみなし仕入率）

〇簡易課税の要件：

①基準期間の課税売上高が5,000万円以下

②「簡易課税制度選択届出書」の届出が必要

納付する消費税額の算出方法
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１：インボイス制度の概要



○インボイス制度のサイト

サイト内には

①リーフレット

➁動画

③説明会の案内

④問い合わせ先

等があるので、確認を！

コールセンター

0120-205-553（平日9時ー17時）

参考：国税庁のホームページ



○適格請求書等保存方式の概要 〇Q＆A （2021年7月）

参考：国税庁の資料から



〇インボイス発行事業者になる・ならないの選択は
自由ですが、、、

１：自社がインボイスを発行しないと
販売先が取引を見直す可能性が・・
（販売先が仕入税額控除ができない）

２：仕入先がインボイスを発行しないと
自社の税負担が増加！
（インボイス入手が仕入税額控除の要件）

参考：課税事業者になると税務申告での計算は
売上の10%を納税するのではなく、仕入税額控除後
の金額を納めるだけでOK
・本則課税：売上と仕入の消費税の差を納付（還付）
・簡易課税：みなし仕入率で売上消費税から計算し納付

インボイス制度が始まると・・・
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インボイスとは

インボイスとは

販売先に対して、税率と税額を正確に伝えるために、従来の請求書

（区分記載請求書）に必要事項を追記した請求書のこと

・販売先の仕入税額控除に必要

・自社が消費税を払う旨を明示した証明書

・記載必要事項は６つ（事業者名と登録番号を分けると７つ）

・右図はインボイスの記載事項の
要件を満たした具体例

①発行事業者の氏名・登録番号
➁取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象
品目である場合はその旨）
④税率ごとに合計の対価の額と
適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥交付を受ける事業者名



・課税事業者である場合

インボイスを入手できないと税負担が増加、但し簡易課税事業者

を選択しているとみなし仕入率で計算するので税負担は増えない

（免税事業者からの仕入の経過措置）

・免税事業者である場合

消費税納付は免除であるがインボイスは

発行できないので、販売先から取引を

見直される可能性があるので要検討となる。

ただし任意であるので経営者の判断に委ねられる。

・課税事業者でもインボイスの登録申請をしない場合

免税事業者と同じで取引を見直される可能性がある。ただし任意

であり、経営者の判断に委ねられる。

インボイス制度と事業者



インボイス制度の導入スケジュール

〇インボイス制度の導入スケジュール

・適格請求書等保存方式（インボイス制度）は2023年10月に

導入予定

・国は、軽減税率導入後3年以内をめどに、事業者の準備状況

や事業者取引への影響等を検証し、必要と認める時は法制

上の措置等を講じることとしている

2019年10月

軽減税率制度導入

３年以内を目途に検証、必要があると認めると
きは法制上の措置その他必要な措置を講じる

インボイス制度導入

2023年10月2021年10月

インボイス発行事業者の
登録申請開始
※2023年10月1日から登録を受けるためには
原則として2023年3月31日までに手続きが必要

22



インボイス制度導入で対応が必要なこと
〇制度導入に伴い必要とされること

①発行する請求書等の様式変更
⇒区分記載請求書に、追加記載事項が増える
➁システムの入替・改修
⇒請求書等発行を含め制度に合致したシステムへ
③受け取った請求書等に登録番号の記載があるかの確認
④仕入先が免税事業者かどうかの確認
⇒後日、相手先が課税事業者から免税業者になることもあり得る
⑤受け取った納品書と請求書との突合
⇒従来通りながら、確認箇所の増加
⑥自社が発行する請求書等の保存
⇒税務調査で確認のために両者（売手・買手）での保存を徹底
⑦３万円以下の請求書等の保存
⇒実務上は従来通りながら、帳簿上の保存だけで対応が不可に
⑧税額計算と端数処理のルール変更
⇒積上式も可、端数処理は1インボイスに1回だけ（➁も関係）
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簡易インボイス（適格簡易請求書）

〇不特定多数相手に販売等をおこなう小売・飲食・タクシー業

の取引は適格簡易請求書（レシート）で対応が可

①交付を受ける事業者の氏名が不要

➁対象の具体例は以下

・小売業

・飲食業

・タクシー業

・駐車場業

ただし、特定の相手でなく、不特定多数

の相手に対しての販売のみ

月決め等の定期契約で確定させた

取引は除く
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インボイス発行事業者の登録

〇登録は課税事業者のみができる（登録は任意）
・課税事業者も登録しないとインボイス発行はできない

・所轄税務署長に申請し、審査を経て公表がされる

・課税事業者登録の登録番号は13桁

・2021年10月1日より登録開始

・登録期間は1年半で2023年3月31日まで（原則）

・申請は、①ｅ-TAXによる申請②紙での申請
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実際の申請手続き（e-TAXの場合）
〇作成マニュアル
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/
invoice_shinei08.pdf

〇登録にかかる期間は、e-tax：2週間/郵送での申請：4週間、程度の見込み
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実際の申請手続き(紙ベースの場合）

〇紙ベースも簡単な書き方が公表されている（配布資料参照）

・法人向けと個人事業者向けがあり、いずれも公表

2023年3月31日までに提出した場合
2023年10月1日より登録になること
の記載

➁もしくは別の日程を選ぶ
（2024年3月31日まで）

①2023年10月1日から登録事業者

マイナンバーの番号記載

2023年10月1日から発行事業者と
なる場合は、その日以降の取引は
消費税の申告が必要、と明記
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登録事業者の掲載
〇インボイス発行ができる登録事業者は2021年10月1日より

登録が開始、11月1日より国税庁の公表サイトの掲載された

・登録番号入力で、以下の公表事項が確認が可能

氏名/名称、所在地、登録番号、登録（取消/失効）年月日

〇登録番号以外では検索は不可

取引先から受領した請求書等の番号が有効性の確認が目的

公表期間として、取消/失効後も7年間は掲載
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２：インボイス制度の実務対応



インボイス制度の実務対応
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仕入税額控除ができないと、
大幅なコストアップになる！

インボイスを発行しない相手
とは取引見直をしないと・・

うちは今まで消費税は２４－１６＝８円で
済んでいたのに、メーカーがインボイスを
発行しないので、売上に係る消費税全額
納付で２４円になってしまう 卸業者

〇卸業者（仕入先＝メーカーが発行事業者にならないの場合）
①卸業者にとってメーカーとの取引を再考する（止めて・他業者へ）
➁もし取引継続であれば、自社の納税額の増加となる

※軽減税率対象の税率8％の場合

現在 インボイス
制度導入後

食品
メーカー

材料仕入等消費税は割愛

材料仕入等消費税は割愛



〇インボイス発行事業者（課税事業者）になる

・ならない、のメリットとデメリット

免税事業者としての対応①
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選択肢 メリット デメリット

課税事業者となり
インボイス発行事
業者登録をする

・販売先が仕入税額控除
が可能、結果として取引
継続になる可能性が大

・登録申請が必要
・消費税の申告・納付が必要
・従来の請求書の仕様を変更し、
インボイスの保存義務も発生

免税事業者のまま
でいる（インボイス
発行事業者になら
ない）

・登録申請の手間がない
・従来の請求書のままで
使用できる
・消費税の申告・納付が
不要

・販売先が仕入税額控除が不可
なので、結果として取引見直し
の可能性が大



〇免税事業者の場合
・課税転換・登録申請をしてインボイス発行事業者
・現状維持で取引排除にならないために、商品開発
価格競争力を上げる

①取引排除のリスクがあり、基本は課税転換する
（取引先が簡易課税事業者や免税事業者である場合は、
急いで転換する必要はない可能性もある）

②個人事業主の場合、発行事業者になると国税庁HPに
個人名が掲載される点について留意が必要

③消費税申告経験がなく、納税資金の確保が必要

④ＢｔｏＣだけの場合、登録は不要ながら今後の事業計画次第
で、ＢｔｏＢへの展開がないかの確認が必要

⑤一般消費者以外に個人事業主がいないかの吟味が必要
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免税事業者としての対応➁



○免税事業者が、インボイス制度を機に課税事業者

への選択は自由、判断基準は以下

①今まで取引相手から領収書等が要求の有無

②差別化が顕著で、顧客が他から購入できない商材の有無

③課税事業者のメリットの有無（仕入税額控除の大きさ）

免税事業者も仕入に係る消費税は

支払っており、その控除ができる

⇒相殺の結果、納税額は減少に

（図は本則課税の計算の例、税抜きで

売上900万 仕入500万のケース）

免税事業者が課税転換する場合①
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〇消費税の課税事業者になることで発生する主な事務負担

①請求書・領収書等の保存

⇒ 日々の記帳と請求書や領収書等を保存（７年間）、

制度導入後は、自身が発行した請求書等も保存が必要

②経理処理の見直し

⇒ 取引を「課税取引」と「非課税取引」で区別（例：人件費は非課税取引）

⇒ 本則課税では、「預かった消費税」と「支払った消費税」を区分し経理処理

⇒ 軽減税率制度への対応（売上・仕入ともに８％と10％のいずれの税率かの

区分経理、簡易課税方式を選択していても売上は必須）

③資金繰りの見直し

⇒ 売上代金から消費税を納税するため、計画的に納税資金を確保しておく

⇒ 消費税滞納すると、延滞税の支払い以外に、納税証明書が発行されない

新規融資が困難になるなど経営に大きな影響を及ぼす

免税事業者が課税転換する場合②

34



免税事業者が課税転換する場合③

○簡易課税を選択した場合の業種別納付消費税額

税抜900万円税込990万円の売上シミュレーションは以下

（意外に大きい「みなし仕入率」）

○判断基準（以下を勘案して、課税事業年度の前日までに届出）

・「免税」か「消費税を納付し事業規模継続の可能性」の判断

・「本則課税」か「簡易課税」の選択による有利・不利の判断

補足：①簡易課税選択後、原則2年間は変更できない（店舗や設備投資等

での消費税の還付は不可）

➁2023年は経過措置で、課税期間中に届出提出でも認められる

卸業 小売業
製造業

建設業
飲食店 サービス業 不動産業

売上（税込） 990 990 990 990 990 990

みなし仕入率 90% 80% 70% 60% 50% 40%

納付消費税額 9 18 27 36 45 54

 簡易課税での納税のシミュレーション　　　　　　単位：万円
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免税事業者が課税転換する場合④

○適格簡易請求書の場合、以下の2点の追加だけで

対応可能

①事業者の登録番号

②税率ごとに区分した消費税

額等又は適用税率

この２つを追加すれば、手書きでも問題ない

（軽減税率対象品との混在であれば、その記載は必要）

例えば、ゴム印で登録番号と適用税率を作って対応も出来る

（標準と軽減が混在しないのであれば、例：「10%消費税込」

もしくは「軽減税率8%消費税込」だけで対応が可能

⇒区分記載請求書で対応できていれば、登録番号だけ） 36



〇本来のルール

・免税事業者は「課税選択届」を提出して課税事業者になる

・適格請求書発行事業者に登録申請

〇今回の制度導入で免税事業者への経過措置として

・23年10月1日から登録を受ける場合は「課税選択届」は不要

・登録申請手続きを23年3月までに実施すればOK

〇補足：
①2022年に登録をしても2023年10月より前は消費税の申告は不要 （国税庁Q＆A９）
➁簡易課税選択もこの特例で課税期間中に提出すれば可 （国税庁Q＆A10）
③通常の登録手続きは課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して
1月前の日までに登録申請手続を行う必要がある

免税事業者が課税転換する場合⑤
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〇インボイス発行事業者になる・ならない、

のメリットとデメリット

課税事業者としての対応①

38

選択肢 メリット デメリット

インボイス発行事
業者になる

・販売先が仕入税額控除
が可能、結果として取引
継続になる可能性が大

・登録申請が必要
・今までの請求書の仕様を変更
する必要
・発行インボイスの保存義務の
発生

インボイス発行事
業者にならない

・登録申請の手間がない
・従来の請求書のままで
使用できる
・インボイス保存の手間が
かからない

・販売先が仕入税額控除が不可
なので、結果として取引見直し
の可能性が大



〇インボイス発行事業者になる・ならない、

を考える際の判断材料

①顧客からインボイスでの

請求書等の要求があるか？

（相手が簡易課税事業者と個人だけか？）

➁インボイスが要求され発行しない場合、その取引は

なくなるか？（売上・利益のインパクト）

③インボイスを発行する事務処理ができるか？

課税事業者としての対応②
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〇本則課税事業者の場合
⇒登録申請をしてインボイス発行事業者へ

①注意点として、多数の免税事業者に業務委託する場合、
委託先（発注先）がインボイス発行事業者に転換をしない
場合は、 自社の税負担が増えるので注意が必要

②免税事業者からの仕入税額控除の経過措置（80％、50％）
への対応

③BtoC主体であれば、「簡易インボイス」の該当事業者か
どうかの確認

参考：①に注意点での主な事業者の例
一人親方に発注する建設業者/システムベンダー
スポーツジム/研修会社/音楽教室、等
赤帽などの運送事業者
フリーライターを抱える雑誌編集社/翻訳者を抱える翻訳会社

課税事業者としての対応（本則課税）
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〇簡易課税事業者の場合

⇒登録申請をしてインボイス発行事業者へ

①免税事業者に業務委託する場合で委託先

（発注先）がインボイス発行事業者に転換しない場合でも

みなし仕入率の計算なので、大きなトラブルはない

（免税事業者からの仕入税額控除の経過措置への対応も

不要）

➁BtoC主体であれば、「簡易インボイス」の該当事業者か

どうかの確認

③売上上昇に伴い、本則課税に移る場合を想定しておく

（特に①への対応を考える）
41

課税事業者としての対応（簡易課税）



３：インボイス制度に係る注意点



請求書だけで要件を満たせない場合

NoA101010-001
2020年9月〇日

納品書

〇×商事株式会社 御中

株式会社〇〇酒店

NoA101010-001
2020年9月〇日

納品書

〇×商事株式会社 御中

株式会社〇〇酒店

⚫請求書のみでインボイス要件を満たせない場合、納品書、等で
要件を満たす必要がある

No＊＊＊＊＊＊＊
2023年10月〇日

請求書

〇×商事株式会社 御中
株式会社〇〇酒店

登録番号:T1234**********

９月納品分

下記のとおりご請求します。

ご請求額 ９００,０００円
消費税（１０％）５０,０００円
消費税（８％）３２,０００円

内訳：納品書 No.1010-001
No.*****
No.*****

お支払い期日 2020年11月〇日
金融機関 〇×銀行△□支店 普通 ＊＊＊＊＊＊

NoA1010-001
2020年9月〇日

納品書
〇×商事株式会社 御中

株式会社〇〇酒店

品名 数量 単価 金額 税率

1 ビール 10 5,000 50,000 10%

2 ジュース 4 1,000 40,000 8%

NoA101010-001
2020年9月〇日

納品書
〇×商事株式会社 御中

消費税（10%） 5,000
消費税（8%） 3,200
税込合計金額 98,200

株式会社〇〇酒店
（登録番号T123********）

品名 数量 単価 金額 税率

1 ビール 10 5,000 50,000 10%

2 ジュース 4 1,000 40,000 8%

納品書をインボイスとする場合

請求書と納品書を
一体としてをインボイスとする場合

１インボイスにつき、
税率ごと端数処理１回

１インボイスにつき、
税率ごと端数処理１回
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適格請求書等がないケース（口座振替、等）

44

〇請求書や領収書の交付がなく直接口座振替のケース
（家賃支払や業務委託で、契約書に基づき代金決済が行われる取引）

・請求書や領収書の交付は受けていないが、

記録として銀行通帳に口座振替記録が残る

⇒請求書等の保存要件を満たすためには

①契約書にインボイスでの必要な記載事項を記入

・新規取引には今後契約書に記載

・既に継続している取引には、別途、登録番号等の記載不足を

記載した通知を受け、契約書とともに保存

➁実際の取引は通帳記録（取引の年月日の事実を示すもの）を残す

これら2件を残すことで仕入税額控除の要件を満たす

（インボイス発行事業者であることの確認は必要、取引中に相手

がインボイス発行事業者でなくなる場合もあり、必要に応じ

国税庁の「公表サイト」で確認 （国税庁Q＆A76）



端数処理のルール変更
〇インボイス制度では、端数処理ルールが変更
・区分記載請求書＝明細行ごとの端数処理が可能
・インボイス ＝請求書単位の端数処理（税率ごとに１回の計算）

〇明細行ごとに端数処理を行っている場合は、システム改修が必要
・明細行・アイテム単位で端数処理をしている中小企業の割合(日商調査) BtoB 約４割、BtoC 約６割
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・登録手続きは、原則

インボイス発行には申請し、インボイス登録番号が必要

申請できるのは課税事業者のみ

もし免税事業者であれば、まずは課税事業者となり、

そしてインボイスの申請となる

課税事業者になる場合は、課税期間の開始の前日まで

に申請が必要

・例外として、登録申請への経過措置

2023年3月末までに申請をすれば10月からのインボイス

対応はOKで、免税事業者は課税事業者兼インボイス

発行事業者になれる

免税事業者から課税事業者になる経過措置



インボイス制度で影響が大きい業種

○インボイス発行事業者にならないと、大きな影響が

あると思われる免税事業者のケース

・個人タクシー／代行運転

・一人親方

・飲食店（法人での利用が多い）

・卸業者・小売業者（同上）

・下請け業者や副資材等の販売業者

・士業（税理士・社労士・診断士・他）

・新規創業者

⇒新設法人等の登録時期の特例で、設立後の課税期間の末日までに

課税選択届出書と登録申請を提出 （国税庁Q&A12）
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〇インボイス発行事業者にならなくても、影響は小さいと

思われるケース

①一般消費者だけ（仕入税額控除が不要＝領収書等の発行依頼がない）

を顧客としている場合

・飲食店や小売店

・個人対象の学習塾や趣味の教室

・床屋や美容院

・接骨院やマッサージ店

②価格競争力が十分あり、顧客にとって仕入税額控除はなくても価値が

認められるような商品、もしくは唯一無二で代替が効かないような商品

を販売している場合

③販売先が、「免税事業者」もしくは「簡易課税事業者」のみの場合

48

参考：インボイス制度で影響が小さい業種
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インボイスを発行できない事業者への対応
免税事業者である仕入先との交渉

本則課税の事業者は、主に以下の対応が想定されます。

（簡易課税の事業者は、仕入業者との交渉は不要です）

・条件を変えずに取引

⇒仕入税額控除ができないため、納税額が増えます。

・インボイス発行事業者になることを提案

⇒強制はできませんが、発行事業者になるよう提案は可能です。

・取引価格の変更は慎重に

仕入税額控除を理由に、立場の弱い相手に

値下げ強要は、独禁法抵触のおそれがあるので、

双方が納得した植えでの交渉を実施しましょう。



資金繰り対策は必須

納税資金の確保が必要

免税事業者が課税事業者となると

消費税納税のための資金確保が

必要です

消費税を滞納すると、

延滞税の発生や納税証明書が出ないので、

金融機関からの借入が困難になります。

⇒金融機関の「納税準備預金」や「任意の中間申告制
度」※の活用も検討しましょう。

消費税は滞納しやすい
・取引への課税
（赤字でも徴税）
・預かりと納付の時期の
違い



４：売り手側・買い手側のポイント



インボイス制度で売手と買手の留意点

〇売手（発行事業者の義務）と買手（仕入税額控除の要件）

のポイント

売手：
①適格請求書の交付
➁適格返済請求書の交付
③修正した適格請求書の交付
④写しの保存

※取引先（課税事業者）から求めら
れた場合は、インボイスを発行
しなければならない

※書面の交付に代えて、電磁的
記録により提供することもできる

買手：
①一定の事項を記載した帳簿
と適格請求書の保存
（税務申告から7年間保存）
➁免税事業者や消費者から
（インボイス発行事業者以外から）

行った課税仕入れは、
原則、仕入税額控除の
適用は受けれられない

※免税事業者からの仕入れは
一定期間は経過措置がある 52



請求書（発行・領収）の保存

〇仕入税額控除の要件として、保存が必要となる

請求書等の範囲

①売手が交付するインボイス（適格簡易請求書を含む）

➁買手が作成する仕入明細書等で以下を満たすもの

・適格請求書の記載事項が記載

・相手方の確認を受けたもの

③卸売市場において委託を受け卸業務として行われる

生鮮食料品等の譲渡及び農協等が委託を受け行う

農水産物の譲渡

④これら①～③の書類に係る電磁的記録
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５：電子帳簿法の改正



〇インボイスでの複雑な経理処理
複数税率・インボイス制度導入後の記載項目、
→税額計算およびその事務作業はかなり煩雑に
対策：会計ソフトの仕様変更や新規導入が必要

それに伴った業務フロー自体の見直しも必要
（免税事業者への2029年9月30日まで続く経過措置
期間中の控除額管理など、膨大な手間がある）

〇経理や帳票類の管理をシステム化していく
今後の事務作業を効率的に行っていくために、
インボイス制度に合った会計システムの確認と
確実なデータ入力が必要
→消費税は直接関係はないものの、
法人税・所得税対象である2022年1月施行の
電子帳簿保存法の改正へ対応を考える必要がある

インボイス制度でのデジタル化の促進



参考：電子帳簿保存法の改正①
〇電子帳簿保存法：
原則紙での保存が義務の帳簿書類に対し、一定の要件を満たした上で、
電磁的記録（電子データ）による保存を可能及び電子的に授受した取引
情報の保存義務等を定めた法律(対象は所得税と法人税で、消費税は
対象になっていません）

〇今回の改正の目的
中小企業の電子帳簿等保存制度導入を促し、帳簿書類を電子的に保存する
際の手続を抜本的に見直し、その結果として
①経理の電子化による生産性の向上、
②テレワークの推進
③クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上
（特に、スキャナ保存制度は、ペーパーレス化を促進するために、手続き・要件
を大幅に緩和と電子データの改ざん抑止のための措置を講じた）

〇メリットとして、
一般的なメリットとして、以下の3点があります
・書類の紛失や棄損のリスクが減少し、
・管理コスト・保管スペースが削減でき、
・電子データで完結できる（テレワークの推進）



参考：電子帳簿保存法の改正②

〇区分は3つで各々の改正事項
１：区分１（電子帳簿保存）
①税務署長の事前承認制度が廃止
②優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の
軽減措置が整備

③最低限の要件を満たす電子帳簿について
も、電磁的記録による保存等が可能

２：区分２（スキャナ保存）
①税務署長の事前承認制度が廃止
②タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
③適正事務処理要件が廃止
④不正があった場合の加重措置の整備

３：区分３（電子取引）
①タイムスタンプ要件および検索要件の緩和
②適正な保存を担保する措置の見直し
※真実性（改ざん無しの仕組み）と可視性（検索が容易）が保存の要件
⇒事務処理規定の作成と検索のための一覧表の作成



参考：電子帳簿保存法の改正③
○電子保存することのメリット
電子帳簿保存法を適用すると、従来の紙管理から電子データでの
保存・運用となり、紙の帳簿を作成・保存・管理する手間が省け
ペーパーレスと主に以下のような業務効率化が可能
①検索性の向上
②保管場所の削減
③印刷コストの削減（紙も）
④税務調査への対応（準備がわずかで済む）

〇紙の保存を続けていると
改正で電子取引で受け取った国税関係書類は、電子保存が義務
電子取引データが、電帳法の要件に従った保存がされていない
（紙の保管）場合は、税法上保存義務がある帳簿書類としてNG
なのでで注意が必要

もし、電子帳簿保存法に対応できていない場合は、最悪は青色申告
の承認取り消し対象になる恐れあり



・2022年１月より電子帳簿保存法改正で以下が必要

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引のデータ保存⇒義務化の対象

・電子取引データの保存（請求書、領収書、契約書、見積書、等）

改ざん防止のための事務処理規定を定める（QR参照）

日付・金額・取引先で検索ができるようにする

電子取引データ保存で

保存要件が緩和、取り組みやすくなる
（事前承認も不要へ）



まとめ ～これからの準備～



インボイス制度で考えたい戦略

〇免税事業者となるか課税事業者となるか、の選択
（現在の客層とこれからの客層を踏まえた戦略）

〇課税事業者でも簡易課税か本則課税か、の選択
（２年間の主に投資を含めた事業計画の想定）

〇請求書等のフォーマットを合わせる/会計システム
（登録番号が記載）

〇仕入先が免税事業者か課税事業者かの対応
（経過措置も含めた対応）

〇資金繰り（特に免税から課税事業者になった会社）

○現場対応と従業員の教育の必要性



これからやっておくべきこと

 インボイス制度の理解

 新たに発生する仕事の洗い出しと資金繰りの確認

 課税事業者/免税事業者の選択検討

 本則課税/簡易課税の選択検討（２年間の計画）

 主要取引先の現状確認と情報共有

 適格請求書発行へのシステム検討
（現状の確認・方針の決定・システム改修など）

 インボイス制度に向けた経理処理面の対応準備

 インボイス制度に関する社員研修の実施

 適格請求書発行事業者の申請



ご清聴ありがとうございました
皆さまのご活躍を祈念します

【問い合わせ先】
株式会社ＩＡＣ

Mail: akishima@iac-tokyo.com
Tel: 03-4570-7784
Fax: 03-6721-5211

mailto:akishima@iac-tokyo.com

