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消費税インボイス特集 基礎の基礎

－ 免税事業者だからこそ大変！インボイス制度のポイントと対策 －
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インボイス制度が始まると、消費税の免税事業者（※）は、 仕事の減少、
売上の減少に繋がる可能性 があります。

１．インボイス制度は免税事業者こそ対策が必要

令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

消費税の新しい制度なので、免税事業者には関係ないと思われがちですが、この新しいインボイス制度は、免税事業者

だからこそしっかりと理解し、対策を講じる必要があります。

このサイトでは、免税事業者の中小企業・小規模事業者の皆様を対象としたインボイス制度のポイントと対策について

解説いたします。

（※）消費税免税事業者とは

⇒ 主に基準期間における課税売上高1,000万円以下の小規模事業者や個人事業主のことです。

基準期間とは、個人事業者の場合前々年、法人の場合前々事業年度をいいます。
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①令和５年10月１日から始まる消費税の新しい制度 です。

消費税におけるインボイスとは「適格請求書」のことですが、事業者がお客様に対して正確な税率や消費税額等を

伝えるもので、具体的には、請求書に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたもののことです。

２．インボイス（インボイス制度）ってなに？

記載事項
〇下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。
○不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食業、タクシー業等に
係る取引については、適格簡易請求書を交付することができます

（出典：国税庁ホームページ）
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②消費税の仕入税額控除の方式 です。
まず、消費税の仕組みを理解しましょう。消費税は、事業者が「お客様から預かった消費税」から、「仕入で支払った

消費税」を差し引いた額を納付します。（次の計算式）

5

消費税の負担と納付の流れ

２．インボイス（インボイス制度）ってなに？

（出典：国税庁ホームページ）
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この仕入に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除といい、インボイス（適格請求書）に記載された消費税額を

仕入税額として控除する仕組みがインボイス制度です。

インボイス制度が始まれば、仕入時に消費税を支払っていてもインボイスがなければ仕入税額控除はできません。

（※日本版インボイス制度においては、一定事項が記載された帳簿及び適格請求書（インボイス）の保存が要件と

されています。）

つまり、適正な消費税を申告納付するためには、今後は仕入先からインボイスの発行をしてもらう必要があるとともに、

お客様に対してインボイスを発行してあげる必要があるわけです。

２．インボイス（インボイス制度）ってなに？

（出典：国税庁ホームページ）
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①免税事業者は消費税の納税義務者ではありません。

免税事業者は消費税の申告納税を免除された事業者なので、インボイスによる仕入税額控除を意識する必要はありません。

また、免税事業者はインボイス発行事業者にはなれないためインボイスは発行できません。

②インボイスが発行できなければお客様から敬遠される？

お客様が一般消費者のみであればインボイスは必要ありません。今まで通りの請求書等の発行で問題ありませんが、お客

様が消費税を申告納付する課税事業者（納税義務者）であれば、今後はインボイスの発行を求められるでしょう。

インボイス制度で最も注意が必要なことは、「インボイスを発行できない免税事業者は課税事業者である

お客様から敬遠される」可能性があるということです。

３．インボイス制度は免税事業者には関係ないの？

ブライダル店（課税事業者）
インボイス(請求書)を要求

花屋
さん

売上：55,000円(税込み)
内、消費税5,000円

インボイスを発行できる
花屋が選ばれる

仕入税額控除5,000円インボイス
（請求書）
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①お客様が一般消費者だけなのかどうかは要チェック

今まで一度でも領収書の発行を求められたことがあれば、お客様の中に課税事業者があると考えておく必要があります。

例えば、文房具屋さんの場合、一般消費者と思っていたお客様が実は会社員（会社で使う文房具を買いに来た）かも

知れません。その場合、今までの領収書やレシートではなく、「インボイスをください」と言われることでしょう。

４．お客様が一般消費者なら免税事業者のままでいいの？

一人親方(大工さん、塗装業など)
建設会社からインボイスを出すように言われてい

るんだけど…

大家さん(駐車場、賃貸住宅)
お客さん（会社契約）から賃貸料のインボイスを

求められたけど…

個人タクシー ※
お客さんから経費精算のためにインボイスを求め

られた…

居酒屋
接待で利用するお客さんに登録番号の付いた領収

書を求められた…

文房具店 会社員のお客さんにインボイスを求められた…

※ 個人タクシーは、3万円未満であればインボイスの交付義務が免除される公共交通機関特例の対象外です。
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①納付税額の計算には本則課税方式と簡易課税方式があります。

税額は2．②で説明した計算式で計算します。この計算の方式を「本則課税方式」といいますが、仕入税額控除を

簡易な方法で計算する「簡易課税方式」という税額計算の方法もあります。簡易課税方式は、基準期間の課税売上高が

5,000万円以下の事業者に限り、選択することができます。

※消費税のしくみ｜国税庁 (nta.go.jp) の「消費税（国税）の計算」を参照

５．課税事業者になると消費税はどのくらいになるの？

簡易課税の仕入税額控除計算式

（出典：国税庁ホームページ）

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
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事業区分 みなし仕入率
第１種事業（卸売業） 90%

第２種事業（小売業、農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業に限る）） 80%

第３種事業（農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業） 70%

第４種事業（第１種事業、第２種事業、第３種事業、第５種事業及び第６種事業以外の事業） 60%

第５種事業（運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業（飲食店業に該当するものを除く）） 50%
第６種事業（不動産業） 40%

②簡易課税方式を選択した場合は仕入税額控除額の集計計算は不要です。

簡易課税方式とは、仕入税額控除額を以下の6つの事業区分の「みなし仕入率」で計算（前頁を参照）する方式なので、

インボイスに記載された消費税額を集計する必要はありません。

課税事業者であるお客様から敬遠されることを避けるためにインボイス発行事業者登録の検討しておくべきですが、

インボイス発行事業者になったとしても、簡易課税方式を選択した場合は、自身の納付税額計算（仕入税額控除額の計

算）のために、仕入先にインボイスの発行を求める必要はありません。

５．課税事業者になると消費税はどのくらいになるの？

（出典：国税庁ホームページ）
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①有利不利判定のチェック項目は複雑多岐

基準期間の
課税売上高は？

事業区分は何？
みなし仕入率は何％？

本則課税での税額
は概算でいくら？

売上高のうち
課税売上高はいくら？

設備投資の
予定はある？

非課税仕入はある？
それはいくら？

簡易課税での税額
は概算でいくら？

費用のうち
人件費はいくら？

食料品の売上や仕入
はある？いくら？

Ｅｔｃ・・・・
概算の比較計算は？

６．本則課税と簡易課税どちらが有利なの？
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②専門家（税理士）に相談しましょう。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税方式が選択できますが、どちらの方式が有利なのかについ

ては、前頁でご紹介したように多岐にわたる確認事項と複雑なシミュレーションが必要です。

選択を誤らないためにも、税の専門家である税理士に相談して判断されることをお勧めします。

６．本則課税と簡易課税どちらが有利なの？
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①適格請求書（インボイス）発行事業者の登録申請手続

※［手続名］適格請求書発行事業者の登録申請手続｜国税庁 (nta.go.jp) を参照

②課税事業者の選択届は省略できる

インボイス発行事業者には課税事業者しかなれません。課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届出」が必要で

すが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録を受ける場

合は、「消費税課税事業者選択届出」を省略できます。

なお、登録申請の際は、提出する書類を誤らないように気を付けましょう。

消費税課税事業者選択届出 ⇨ 課税事業者になるための申請

適格請求書発行事業者の登録申請書 ⇨ 登録番号をもらうための申請

７．インボイス発行事業者になる手続きは？

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
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８．インボイス発行事業者登録申請のスケジュールは？

適格請求書発行事業者の登録申請手続

（出典：国税庁ホームページ）

から開始しています。

※登録手続きの柔軟化がされています。詳細はこちらを参照してください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/materials.html#a04

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/materials.html#a04
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９．ポイントと対策のまとめ

①ＩＴ化でインボイス対応を乗り切ろう

インボイス制度では、請求書等への記載項目が多くなります。ＩＴ化で発行業務を省力化しましょう。

また、すでに請求書等の発行をＩＴ化している場合は、そのアプリがインボイス（適格請求書）に対応予定かどうか

を確認しておく必要があります。

さらに、財務会計ソフトでは、適格請求書の記載項目に対応できるアプリを利用する必要があります。

これらの会計関連アプリの対応（バージョンアップや新規導入）（※）では、ＩＴ導入補助金などの助成制度を活用

して早めに準備していくことをお勧めします。

（※）ワンポイントアドバイス

会計関連アプリの対応では、令和4年1月施行の改正電子帳簿保存法に対応する保存システムや会計システムとの連携

も重要な確認事項となります。

電子帳簿保存においては、国税庁の推奨するJIIMA(ジーマ)認証情報リスト（電子取引ソフト）に対応するアプリの

利用をお勧めします。
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②免税事業者は課税事業者（インボイス発行事業者）を選択すべきかどうかの

判断に迫られる。

インボイス制度が始まっても納税義務の免除制度がなくなるわけではないため、課税売上高が1,000万円以下であれば

免税事業者として消費税の申告納付は不要です。

しかし、免税事業者はインボイス発行事業者になれません。インボイスを発行できないことでお客様から敬遠され商売に

支障をきたすようなことになっては一大事です。

支援機関等の相談員や専門家（税理士）にご相談のうえ、 課税事業者（インボイス発行事業者）を選択すべきかどうか

について早急に検討しましょう。

９．ポイントと対策のまとめ
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③消費税納付額の試算と経営体質の強化が必要。

インボイス発行事業者を選択し課税事業者になった場合、消費税の納税額を試算し、納税資金がいつまでにいくら必要か

についても考えておく必要があります。

インボイス制度開始初年度は、令和５年１０月１日から期末までの期間分（個人事業者であれば１０月から１２月までの

３か月分）の納税ですが、翌事業年度からは１年分の消費税納付が必要になります。

消費税はお客様から預かった税金をお客様に代わって申告納付する制度で、課税事業者を選択したからといって事業者が

消費税を負担するわけではありません。消費税分が売上に価格転嫁されていれば、納税分は売上時にお客様から受け取って

いることになります。

課税事業者（インボイス発行事業者）の選択を機に価格体系を含む経営全般を見直し、支援機関の協力を得て、経営体

質の強化にも取り組みましょう。

９．ポイントと対策のまとめ
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インボイス制度に関する情報は、下記の国税庁サイトで詳しく確認することができます。

適格請求書発行事業者の登録申請の受付や、「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認することができます。

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターまでお問い合わせください。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けております。

【フリーダイヤル】

0120－205－553（無料）

【受付時間】

9：00～17：00（土日祝除く）

税務署にて個別相談（具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談）も受け付けております。

１０．おわりに

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_inquiry.htm
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