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令和5年10月1日から
インボイス制度が始まります。

インボイスで何が変わるのか、
何を準備しておけばよいのかなど、
皆さんの疑問にズバリ答えます。

今のうちに理解を
深めておきましょう。

監修  小野谷 雄志
東京税理士会 神田支部 
税理士法人MYユニット（税理士法人番号第1524号）
代表社員税理士

税理士法人MYユニットは経営者及びその従業員の全て
を幸せにすることを使命とし、『みんなをワクワクさせ
ます』を社訓とする会計事務所です。
現状分析から経営計画書を通し、お客様と夢を共有し深
く永い関係を築くことで夢を実現いたします。

HP02-03_先生紹介_目次.indd 2　 データ更新日時　2022/04/22 18:49:29
W182×H257　 ＰＤＦ作成日時　2022/04/22 18:49:31
 loyal_X4_CC5.5_CC



 

目 次

「インボイスって何？」…………………………………………… 4

「これまでの請求書と何が違う？」……………………………… 6

「インボイス制度ってうちにも関係ある？」…………………… 8

「導入するかどうかは選べる？」……………………………… 10

インボイスで何が変わる？… ………………………………… 12
＞本則課税事業者① 納税額などの変化

インボイスで何が変わる？… ………………………………… 14
＞本則課税事業者② 取引先が免税事業者の場合

インボイスで何が変わる？… ………………………………… 16
＞簡易課税事業者 納税額などの変化

インボイスで何が変わる？… ………………………………… 18
＞免税事業者① 課税か免税かの判断

インボイスで何が変わる？… ………………………………… 20
＞免税事業者② 納税額などの変化

インボイス導入で注意！……………………………………… 22

こんなとき、どうする？……………………………………… 24

一目でわかる導入までのスケジュール……………………… 26

登録申請書の書き方…………………………………………… 28

導入までに準備するモノ・コト……………………………… 30

インボイス制度が始まる前に理解度をチェック！………… 32

HP02-03_先生紹介_目次.indd 3　 データ更新日時　2022/04/22 18:49:29
W182×H257　 ＰＤＦ作成日時　2022/04/22 18:49:31
 loyal_X4_CC5.5_CC



インボイスって何?

記載要件を満たした
「適格請求書」（7ページ）のことです。

QUESTION

ANSWER
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インボイスって何?

 「適格請求書」＝インボイスは、取引のとき、必要なものを購入する 
　　　 と、それを売る　　　　でやりとりします。「必要なもの」は
物品だけでなく、サービスなども含まれます。
　インボイス制度は、この書類を発行したり受け取って保存したりす
るルール、「適格請求書保存方式」のことです。

　　　 はインボイスがないと消費税の仕入税額控除（9ページ参照）
を受けられません。※

買い手 売り手

買い手

　インボイスは、税務署に登録した課税事業者である「適格請求書発
行事業者」（インボイス登録事業者）しか発行できません。この手続
きは、令和３年10月1日から始まっています。
※ インボイスに必要な事項が記載され、取引相手の確認を受けた仕入明細書等を保存する

ことで、仕入税額控除を受けられます（簡易課税事業者（16〜17ページ）の場合は除
く）。

保存

売り手買い手

保存

発行したインボイスの
写しを保存します。

受け取ったインボイスは
保存します。

インボイスを
お願いします。

発行

写
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これまでの
請求書と
何が違う？

これまでの請求書の内容に加え、インボイス登録番号、
適用税率、適用税率ごとの消費税額の記載が

必要になります。

QUESTION

ANSWER

P06-07_請求書の違い.indd 6　 データ更新日時　2022/04/25 12:10:22
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請求書
� 令和5年8月31日
� （株）▲▲
（株）○○○御中

●年●月分

●月▲日　△△△△� 3,300円　
●月■日　□□□□� 21,600円※
●月▼日　▽▽▽▽� 13,200円　

・
・
・

　　　　　　　合計� 116,560円
　　　　　� （10％対象　55,000円）

　　　　　（��8％対象　61,560円）

※は軽減税率対象

発行者の氏名
または名称

軽減税率適用の
表記

受領者の氏名
または名称

取引年月日

取引内容、金額

適用税率適用ごとの
区分表記

区分記載請求書（現行）　令和５年９月まで

これまでの
請求書と
何が違う？

現在「区分記載請求書」を発行していれば、追加項目は３つです。

　区分記載請求書では、必要な事項が記載されていない場合、受け取
った人が追記できましたが、インボイスでは追記ができません。
　再発行をしてもらう必要があります。

インボイス（適格請求書）　令和５年10月から

請求書
� 令和5年8月31日
� （株）▲▲（T1234…）
（株）○○○御中

●年●月分

●月▲日　△△△△� 3,300円　
●月■日　□□□□� 21,600円※
●月▼日　▽▽▽▽� 13,200円　

・
・
・

� 合計　　　116,560円
10％対象　55,000円　　内税�5,000円
��8％対象　61,560円　　内税�4,560円

※は軽減税率対象

インボイス登録番号

適用税率 適用税率ごとの
消費税額

※�端数処理のルールが変わります。インボイス制度導入後は、１請求書あたり税率ごとに
１回の端数処理しか認められません。
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インボイス制度って
うちにも
関係ある？

ほとんどすべての事業者に影響があります。
業種による違いもありません。

QUESTION

ANSWER
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インボイス制度って
うちにも
関係ある？

　消費税を申告しているすべての事業者がインボイス制度の影響を受
けます。※　売り手にも買い手にも関係します。

※輸出を事業として消費税の還付を受けている事業者もインボイス制度の影響を受けます。

簡易課税制度を選択していて、一般消費者にしか販売をし
ていないのであれば、影響は少ないと考えられます。しか
し、購入者（売上先）に会社がある場合は、影響があります。

簡易課税を選択していれば、関係ない？

そうとは言い切れません。免税事業者はインボイスの
発行や保存等の直接的な影響はありませんが、売上減
少などの可能性があるので（21ページ参照）、影響が
あると言えます。

免税事業者だから、関係ないよね？

仕入税額控除って何 ? 

　仕入税額は、「課税仕入等に係る消費税」のこと。消費税の申告では、
課税売上に係る消費税額から、これを控除して計算します。生産や流通で
支払いのたびに発生する消費税の二重課税を解消するための方法です。

納税
100円

納税
50円

納税
30円

材料 商品商品

代金／1,800円
消費税／180円

代金／1,500円
消費税／150円

代金／1,000円
消費税／100円

消費者販売店生産工場素材工場

150円-100円＝50円 180円-150円＝30円
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導入するか
どうかは選べる？

導入するかどうかは選べますが、
導入しない場合に、自社の取引にどういう影響が
あるか、あらかじめ考えておく必要があります。

QUESTION

ANSWER
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W182×H257　 ＰＤＦ作成日時　2022/04/22 19:26:06
 loyal_X4_CC5.5_CC

10



導入するか
どうかは選べる？

免税事業者がそのままでいるのか、
消費税を納付する事業者になるかの判断基準は、次の3点です。

①取引先との関係
②売上高の減少　
③消費税の納税額

基本的には事業者の選択になりますが、
ご自身の課税の状況により、次のような選択肢が考えられます。

取引先が、インボ
イスを導入してく
れって言ってくる
かも。

消費税をいくら納め
ることになるの？

消費税納税額についてはこれ
までと変わらないので、イン
ボイス登録事業者になるとい
う選択になるでしょう。

免税事業者のままでいる

本則課税事業者となる
▶�インボイス登録事業者

簡易課税事業者となる
▶�インボイス登録事業者

課税売上高1,000万円超
本則課税事業者

課税売上高1,000万円超
簡易課税事業者

課税売上高1,000万円以下
免税事業者

消費税を納める
分、収入が減るん
じゃない？

※詳しくは18〜19ページ。
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支払先仕入・経費
550円

課税
事業者

インボイスで何が変わる？
＞本則課税事業者① 納税額などの変化

インボイス導入前

+

消費税
100円

手取り
500円

インボイス導入後

①支払先が課税事業者で登録済の場合

売上 − 仕入・経費 ＝550円

消費税納税
50円

代金
1,000円

+

消費税
50円

代金
500円

売上
1,100円

支払先仕入・経費
550円

課税
事業者

手取り
500円

消費税納税
50円

+

消費税
50円

代金
500円売上 − 仕入・経費 ＝550円

売上
1,100円

　インボイスが導入されると、取引相手の状況によって、消費税の仕入税
額控除の金額が変わります。本則課税事業者のインボイス導入前と導入後
の納税額などの変化について解説します。

消費税納税額、手取り額とも
変わらないんですね。　

+
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支払先仕入・経費
550円

課税
事業者

②支払先が課税事業者で未登録の場合

売上 − 仕入・経費 ＝550円

消費税納税
100円

+
消費税
50円

代金
500円

手取り
450円

売上
1,100円

消費税は控除できないから、
消費税納税額が増え、

手取り額が減るわけですね。

※�事業を営んでいない人

支払先仕入・経費
550円

課税
事業者

③支払先が免税事業者
　または個人　で消費税を請求される場合

手取り
450円

売上 − 仕入・経費 ＝550円

消費税納税
100円

+
消費税
50円

代金
500円

売上
1,100円

支払い先が
未登録の場合と

同じなんですね。

※

手取り
500円

消費税納税
100円

支払先
仕入・経費課税

事業者

④支払先が免税事業者または
　個人　で消費税を請求されない場合

売上 − 仕入・経費 ＝600円 代金
500円

売上
1,100円

消費税を請求されないから、
消費税納税額は増えるけど、

手取り額は変わらない
ということだね。

500円

消費税
0円

※

+
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令和3年
10⽉1⽇

令和5年
3⽉31⽇

令和5年
10⽉1⽇

令和8年
10⽉1⽇

令和11年
10⽉1⽇

免税事業者等
からの

仕⼊税額控除
80%控除可能

免税事業者等
からの

仕⼊税額控除
50%控除可能

免税事業者等
からの

仕⼊税額控除
不可

区分記載請求書保存⽅式 適格請求書等保存⽅式
（インボイス）

登録は
始まっています

制度の開始時から導⼊する
ならこの日までに！

制度スタート

当初3年間 次の3年間

P14-15_導入前後の変化2.indd 14　 データ更新日時　2022/04/20 14:35:40
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スタート前に取引先が
課税事業者か免税事業者かを
確認しないといけませんね。

インボイスで何が変わる？
＞本則課税事業者② 取引先が免税事業者の場合
　インボイスが始まる前は、免税事業者との取引でも仕⼊税額控除ができ
ますが、インボイス導⼊後は、原則として仕⼊税額控除はできません。
　ただし当初６年間は、一定割合を仕⼊税額控除できます。この場合に
は、区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受けることを記載した
帳簿の保存が必要です。

14



インボイスをもらえないことも
あると思うんだけど…。

自動販売機でお茶を買ったりしたときは、
インボイスはもらえないですよね。
このほかにも免除される場合があります。

❶３万円未満の公共交通機関を
　利用したときの乗車券代
❷自動販売機での飲み物の購⼊代
❸ポストに投函される郵便代
❹卸売市場での生鮮食料品等の譲渡
❺農協、漁協、森林組合に委託して行う
　農林水産物の譲渡

❶１回の取引金額が３万円未満かどうかで判定します。例
えば、東京－大阪間の新幹線運賃を1万4,000円とする
と、大人4人分の同時購⼊なら5万6,000円なので、3万円
未満とはなりません。
❹と❺には細かい規定があるので、当てはまる方は取引先
に確認しておきましょう。

P14-15_導入前後の変化2.indd 15　 データ更新日時　2022/04/20 14:35:40
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インボイスで何が変わる？
＞簡易課税事業者 納税額などの変化
　簡易課税事業者は、　　　の⽴場で仕⼊控除のことを考える必要はあり
ません。
　　　　 の⽴場で発行している請求書をチェックし、令和5年10⽉1⽇以
降の取引にインボイスを発行できるようにしてください。

買い手

売り手

インボイス導入前

支払先仕入・経費
550円

簡易課税
事業者

+

消費税
100円

手取り
530円

売上 − 仕入・経費 ＝550円

消費税納税
20円

代金
1,000円

売上
1,100円

※ 簡易課税事業者の場合、業種等によりみなし仕⼊率が異なります。
この導⼊前後の事例は、みなし仕⼊率80%の⼩売業の場合で⽰して
います。

+
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①�支払先が課税事業者、免税事業者、または個⼈　で消費
税を請求される場合

インボイス導入後

支払先簡易課税
事業者

手取り
580円

売上 − 仕入・経費 ＝600円

消費税納税
20円

売上
1,100円

②�支払先が免税事業者、または個⼈　で消費税
を請求されない場合

支払先仕入・経費
550円

簡易課税
事業者

手取り
530円

売上 − 仕入・経費 ＝550円

消費税納税
20円

売上
1,100円

消費税納税額、
手取り額とも

変わらないんですね。

消費税納税額は変わらず、
仕入・経費で

消費税を請求されない分、
手取り額は増えるんですね。

仕入・経費
500円

※ 事業を営んでいない人

※

※ 事業を営んでいない人

※
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インボイスで何が変わる？
＞免税事業者① 課税か免税かの判断

●現在の取引先との関係は
　継続しやすい
●消費税の納税義務が発⽣する
　ので、経費が増加する

●現在の取引先との関係に
　影響が⽣じる可能性がある
●�取引先から消費税をもらわな
い場合、売上と利益が減少

課税事業者
インボイス発⾏事業者

として登録
免税事業者のまま

免税事業者

インボイスを
発⾏できる

インボイスを
発⾏できない

課税事業者となるか、免税事業者のままでいるかの判断基準は右ページの3点です。

P18-19_導入後の変化（免税事業者1）.indd 18　 データ更新日時　2022/04/22 19:45:00
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①取引先との関係
　取引先やお客様のほとんどが⼀般の消費者なら、インボイスを発⾏しないデメリ
ットは少ないと考えられますが、課税事業者である企業や個⼈事業主が取引先やお
客様となる場合には、インボイスの発⾏を求められる可能性があります。
　また、これまで免税事業者かどうかは相手には分かりませんでしたが、インボイ
ス導入後はインボイス発⾏の有無で免税事業者かどうかがわかります。

②売上高の減少
　登録事業者とならない場合は、取引先から消費税分をもらえなくなったり、取引
そのものが縮⼩または廃⽌などになり、売上が下がる可能性があります。ただし、
主な販売先が⼀般消費者であればリスクは低いと想定されます。

※⾷料品販売等で軽減税率8%の事業者は、★が8/108となります。
※�みなし仕入率 卸売業：90%、⼩売業：80%、製造業・建設業等：70%、
飲⾷業等：60%、サービス業：50%、不動産業：40%

●本則課税の試算

③消費税の納税額
　課税事業者になった場合の納税額は、決算書から試算できます。

★

－10
110×売上⾼ × 10

110

給料
社会保険料

保険料
租税公課等

－
売上原価

+
販管費

●簡易課税の試算

－10
110 × 1売上⾼ × みなし仕⼊率

※⾷料品販売等で軽減税率8%の事業者は、★の数値が8/108となります。

★
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支払先仕入・経費
550円

++

消費税
50円

代金
500円

免税
事業者

手取り
550円

売上 − 仕入・経費＝550円

消費税納税
0円

消費税
100円

+
代金

1,000円

売上
1,100円

インボイス導入前

P20-21_導入後の変化（免税事業者2）.indd 20　 データ更新日時　2022/04/22 19:46:44
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　法人が登録事業者になる場合は、法人税と一緒
に消費税の申告が必要になります。
　個人事業主が登録事業者になる場合は、毎年、
３月31日までに消費税の申告が必要になります。

インボイスで何が変わる？
＞免税事業者② 納税額などの変化
　免税事業者は、「課税事業者となる」か、「免税事業者のまま」でいる
かの判断をしなければなりません。
　インボイス導⼊前後の変化は、次のようになると想定されます。
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売上 − 仕入・経費＝550円

インボイス導入後

②免税事業者のままで、消費税を納入先に請求しない

消費税を
請求しない分、
手取りが減る

ということか。

③課税事業者になる

消費税を納める分、
手取りが減る

ということですね。

①免税事業者のままで、消費税を納入先に請求する

インボイス
導入前と同じ

ということだね。

支払先仕入・経費
550円

免税
事業者

+
消費税
50円

代金
500円

手取り
550円

消費税納税
0円

売上
1,100円

売上 − 仕入・経費＝450円

支払先仕入・経費
550円

免税
事業者

+
消費税
50円

代金
500円

手取り
450円

消費税納税
0円

売上 − 仕入・経費＝550円

支払先仕入・経費
550円

免税
事業者

+
消費税
50円

代金
500円

手取り
500円

消費税納税
50円

売上
1,100円

売上
1,000円
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インボイス導⼊で注意！
免税事業者にとって不利益になるのに、今後の取引を考えて受け⼊れざるを得ない
次のような状況は、「優越的地位の濫⽤」とみなされます。

×
取引対価の引き下げ

買い手 売り手
（免税事業者）

仕⼊税額控除が制限されることを理由に価格の引き下げを
要求。交渉をせずに⼀⽅的に要求したり、交渉をしても形
式的で、買い⼿の都合のみで著しく低い価格を設定する。

※免税事業者の仕⼊などに含まれる消費税の負担を考慮し、双⽅が納得して設定した場合は、
結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁⽌法上の問題とはなりません。

商品やサービスなどの受け取り拒否、返品

×買い手 売り手
（免税事業者）

商品やサービスの購⼊を契約済なのに、免税事業者である
ことを理由に、商品の受領を拒否したり、返品する。

×買い手 売り手
（免税事業者）

買い⼿がインボイス導⼊をきっかけに、免税事業者に対し
て取引価格の据置きを受け⼊れる代わりに、協賛⾦や販売
促進費などの名⽬での⾦銭の負担を要請する。

協賛⾦等の負担の要請
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×買い手 売り手
（免税事業者）

買い⼿がインボイス導⼊をきっかけに、免税事業者に対し
て取引価格の据置きを受け⼊れる代わりに、別の商品やサ
ービスの購⼊を要請する。

商品等の購⼊やサービス利⽤の要請

×買い手 売り手
（免税事業者）

買い⼿がインボイス導⼊をきっかけに、免税事業者に対し
て⼀⽅的に著しく低い取引価格を設定し、これに応じない
ことを理由に取引を停⽌する。

取引の停⽌

×買い手 売り手
（免税事業者）

買い⼿がインボイス導⼊をきっかけに、免税事業者に対し
て課税事業者にならなければ取引価格を下げるとか、これ
に応じなければ取引を打ち切るなどと⼀⽅的に通告する。

登録事業者となるような慫
しょう

慂
よ う

※等

●�発注側だけでなく、受注側も十分に理解を深めておき
ましょう。
●�事業者同⼠の取引条件はお互いの間で取り決めるもの
ですが、インボイス導⼊により、免税事業者は取引条
件が不利になりやすいことが考えられます。
●�インボイス導⼊により取引条件を⾒直すことそのもの
が問題というわけではありませんが、それが「優越的
地位の濫⽤」に当たらないかの確認が必要です。
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※すすめること
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こんなとき、どうする？
●取引先との関係

　登録事業者の届出が済んでいるか、登録事業者にな
ることを決めているなら、そのように回答すればよい
のですが、まだ決めていない場合は、前向きに検討中
と回答するのがよいでしょう。登録するつもりはない
とか、迷っているなどと回答して、売上ダウンの可能
性となる要因を作らないほうがいいからです。

インボイス導⼊前なのに
取引先からインボイス対応の問合せが…。

　消費税の請求を拒否することは法に触れます。免税
事業者でも消費税を請求することができますので、取
引先にこのことを説明してください。

免税事業者なんですけど、インボイス導⼊後に、
消費税転嫁を拒否されたらどうしようかと。

　対応を決めていない場合は、できるだけ早く決めて
取引先と相談したほうがよいでしょう。もし、取引内
容を見直すなら「優越的地位の濫用」（22〜23ペー
ジ）に当たらないよう、注意が必要です。また、課税
事業者になるよう強要することはできません。

取引先の免税事業者から、
課税事業者にならない場合の問合せが…。
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●経理上の処理

　消費税に1円未満の端数が⽣じる場合、切捨て・切上げ・四
捨五⼊のいずれにするかは事業者の判断です。インボイス導
⼊後は「1請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」の端数処理を
⾏います。つまり、8%課税の本体価格の合計、10%課税の本
体価格の合計でそれぞれ消費税の端数処理をします。個々に
消費税を計算し1円未満の端数処理を⾏うことはできません。

消費税の端数処理が変わるって聞いたんですけど、
どうしたらいいんですか？ 

⽀払先が登録事業者かどうかで経理上の処理が
違いますよね。少し教えてもらえますか？

■導⼊後
①喫茶店が登録事業者でインボイスの要件を満たしている場合
会議費1,100円→消費税10%：仕⼊税額控除100円と処理。

※�免税事業者からの仕⼊税額控除の対象となり、100円の消費税を⽀
払っても、仕⼊税額控除は 80円。

②喫茶店が登録事業者でない場合/令和5年10⽉1⽇〜令和8年9⽉30⽇
会議費1,100円→消費税8%：仕⼊税額控除80円と処理。

③喫茶店が登録事業者でない場合/令和8年10⽉1⽇〜令和11年9⽉30⽇
会議費1,100円→消費税5%：仕⼊税額控除50円と処理。
※免税事業者からの仕⼊税額控除の対象となり、100円の消費税を⽀
払っても、仕⼊税額控除は 50円。

　喫茶店で取引先と打ち合わせをし、
喫茶代1,100円を⽀払った場合を例にしてみましょう。

■導⼊前
会議費1,100円→消費税10%：仕⼊税額控除100円と処理。

P24-25_こんなときどうする？.indd 25　 データ更新日時　2022/04/26 12:32:59
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①登録申請書
を作成

②e-Taxか郵送で
税務署へ書類を提出

※�e-Taxによる登録申請の場合は、事前に電子証明書
（マイナンバーカード等）と利⽤者識別番号等（e-Tax
での取得も可能）を準備してください。

※�郵送で申請する場合は、所轄税務署ではなくインボイ
ス登録センターへ郵送します。

令和3年
10⽉1⽇

令和5年
3⽉31⽇

令和5年
10⽉1⽇

免税事業者等からの
仕⼊税額控除
80%控除可能

区分記載請求書保存⽅式

登録は
  始まっています

制度の開始時から導⼊するなら
この日までに！

制度スタート

一目でわかる
導⼊までのスケジュール

登録申請の流れ

P26-27_導入までのスケジュール.indd 26　 データ更新日時　2022/04/20 17:01:32
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③税務署で
審査

④登録通知書の交付。
国税庁の適格請求書発⾏事業者

公表サイトに登録番号が掲載される

令和8年
10⽉1⽇

令和11年
10⽉1⽇

免税事業者等からの
仕⼊税額控除
50%控除可能

免税事業者等からの
仕⼊税額控除

不可

適格請求書等保存⽅式
（インボイス）

※�個⼈事業者で適格請求書発⾏事業者公表サイトへ
屋号の公表を希望する場合は、「適格請求書発⾏
事業者の公表（変更）申出書」を提出する必要が
あります。

　インボイス発⾏事業者になるためには税務署への登録が必要です。
令和3年10⽉1⽇からスタートしており、制度開始時から導⼊するに
は、令和5年3⽉31⽇までに登録を終える必要があります。
（事情により登録が困難な場合には、令和5年9⽉30⽇まで登録が猶予されます）

P26-27_導入までのスケジュール.indd 27　 データ更新日時　2022/04/20 17:01:32
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適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）01_21/06/28

( )

31 30
10

31

30

( )

28 15 57
28 15 44

30

(1)

　インボイス発⾏事業者の登録申
請書は、国税庁のサイトからダウ
ンロードできます。法⼈も個⼈事
業者も同じ書類を使⽤します。

登録申請書の書き⽅

法⼈番号が指定され
ている法⼈は番号を
記載します。

提出時点の状況を
チェックします。

★

法⼈、個⼈事業者と
も【公表事項】です。
個⼈事業主は氏名を
記入します。
※個⼈事業者で、屋号の
公表を希望する場合は
「適格請求書発⾏事業者
の公表事項の公表（変更）
申出書」を提出します。

法⼈の場合は、本店または主たる事務所の所在
地が【公表事項】です。
※個⼈事業者が主たる事務所の所在地等の公表を希望する場合は「適
格請求書発⾏事業者の公表事項の公表（変更）申出書」を提出します。

住所

⽒名または名称

法⼈番号

課税事業者か
免税事業者か

P28-29_登録申請書の書き方.indd 28　 データ更新日時　2022/04/08 17:46:17
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適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用）02_21/06/28

昭和

　免税事業者がインボイス発⾏事業者となった場合、申請書の提出⽇に関わらず、令和5
年10⽉1⽇の登録⽇以降の取引について消費税の申告が必要となります。
　ただし、提出時点で免税事業者であっても、令和5年9⽉30⽇までに課税事業者となる
場合は、課税事業者となった⽇以降の取引について、消費税の申告が必要となります。

提出時点で免税事業
者でも、インボイス発⾏事業者の登録を
受ける場合は「はい」をチェック。

登録要件の確認

消費税法に違反して罰⾦以上の刑に処されたこと
がなければ「はい」をチェック。
※加算税や延滞税は罰⾦ではありません。

上記の確認事項に「いいえ」をチェックした
場合は、３つ⽬にも回答します。

課税事業者（選択）
届出書を提出してい
て、課税期間の初⽇
からインボイス発⾏
事業者の登録を受け
るなら、こちらをチ
ェック。

★で「免税事業者」
をチェックしたら、
必ず、上か下のどち
らかを選択します。

免税事業者の確認
令和5年10⽉1⽇から
インボイス発⾏事業
者の登録を受けるな
ら、こちらをチェック。

個⼈事業者は個⼈番
号も記載し、本⼈確
認書類の写しを添付
します。
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レジスター、ITツールの導⼊などには補助⾦があります

⼩規模事業者持続的発展⽀援事業（持続化補助⾦） 
　⼩規模事業者の販路開拓等を補助する持続化補助⾦に「インボイス枠」が設けられま
した。インボイス発⾏事業者に転換するときの環境変化への対応を⽀援する特別枠で、
上限額は100万円（補助率2/3）です。

サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業（IT導⼊補助⾦）
　インボイス制度の対応を⾒据えたITツール導⼊等に対する補助
⾦があります。会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等のIT
ツールには最⼤350万円（50万円以下は補助率3/4、50〜350万
円は補助率2/3）、PCやタブレット等は上限10万円（補助率
1/2）、レジスターは上限額20万円（補助率1/2）、クラウド利⽤
料は2年分です。※詳しくは中⼩企業庁サイトなどでご確認ください。

導⼊までに
準備するモノ・コト

PCの会計ソフト、
レジスターの整備

　インボイス導⼊に伴い、請求書や納品書などを適切に変更する必要があ
ります。PCの会計ソフトやレジスターで領収書を発⾏しているなら、会
計ソフトやレジスターの更新が必要になります。

※�インボイス導⼊前に⼿書きの領収書を作成しているなら、導⼊後
もインボイスの要件を満たせば⼿書きの領収書でかまいません。

※インボイス登録番号は、ゴム印などを使ってもかまいません。

インボイスの記載事項を満たす書類
 （請求書、納品書、レシートなど）の整備

※�免税事業者からの仕⼊税額控除（経過措置の間の80%、50%）
を適⽤するには、支払先からの区分請求書等と同様の請求書等
とその適⽤を受けることが記載された帳簿の保管が必要です。

継続的に取引がある相⼿（売り⼿）に対して、
登録の有無の確認など

経理実務や受注・
発注システムの見直し

▲中⼩企業庁サイト
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インボイス関連の書類は 7年間保管。
随分かさばりそうねぇ。

電子インボイスにする⽅法もありますよ。
導⼊する場合は、取引先との確認が必要です。

❶��事務の簡素化
経理の仕訳⼊⼒から仕⼊税額控除の計算が⾃動化できます。

❷�改ざんのリスクが低い
電子インボイスなら真正性が保証されます。

❸�海外取引の処理が簡易
国際規格「PEPPOL（ペポル）」に準拠すれば、海外取引の際の請求書の処理
がスムーズになります。

❹�保管などが容易
電子インボイスはデータで保管できるので、保管する場所、時間、経費の節
約が可能です。

❺�テレワークなどにも対応
テレワークなどでも経理業務をスムーズに⾏うことができます。

電子インボイス

　電子インボイスというのは、インボイスを電子化すること
です。諸外国ではすでに導⼊済。国外取引もスムーズかつ低
コストで導⼊ができます。

メリット
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理解できたら

仕入税額控除に関すること

インボイス制度が始まる前に
理解度をチェック！
インボイス制度が施行される前に理解しておくべき項目を挙げました。
登録事業者になる場合もならない場合も、理解しておくことは必要です。

⽀払いに関すること

1 免税事業者に消費税を⽀払っても、売上に係る消費税から控除すること
はできません。� （➡13、17ページ参照）

2
⽀払先が消費税を納税しているかどうかは、領収書や請求書、納品書な
どにインボイス登録番号が記載されているかどうかで判断できます。
� （➡7ページ参照）

取引先の領収書、請求書、納品書などに不備があると、仕入税額控除が
できないので、再発行を依頼する必要があります。
� （➡7ページ参照）

6

消費税を納税する会社は、領収書や請求書、納品書に記載しなくてはな
らない7つの項目が決められています。� （➡7ページ参照）3

③の7項目とは、①会社名または⽒名、②インボイス登録番号、③請求
書等作成の年⽉⽇、④取引の内容、⑤税率ごとの合計⾦額と税率（10
％、8％）、⑥税率ごとの消費税の⾦額、⑦⽀払先の名称（不特定多数
への販売の場合は省略可）です。� （➡7ページ参照）

4

③の7項目がすべて記載されていないと、適正な領収書、請求書、納品
書とは認められず、取引先は仕入税額控除ができなくなります。
� （➡7ページ参照）

5
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消費税納税に関すること

経理事務に関すること

⾃動販売機での飲み物の購入など、インボイスがもらえなくても⼀定の条
件で帳簿に記載すれば、仕入税額控除の対象となります。
� （➡15ページ参照）

13

消費税を納税している会社や個⼈事業者から商品を購入すれば、売上にか
かる消費税から⽀払った消費税を控除できますが、免税事業者から購入し
た場合はできません。その分、納税額が増えます。購入先が課税事業者で
も、インボイス未登録なら同様です。� （➡12、13ページ参照）

8

インボイス開始前に⼿書きの領収書を作成している場合、導入後も要件を
満たしていれば⼿書きの領収書を使⽤できます。� （➡30ページ参照）11

本則課税事業者が納付する消費税の⾦額＝「売上に係る消費税」−「仕
入・経費に係る消費税」です。� （➡9ページ参照）7

PCの会計ソフトやレジスターで領収書、請求書、納品書などを作成してい
る場合は、導入までにソフトの更新などが必要です。�（➡30ページ参照）10

インボイス制度導入後、免税事業者からの仕入税額控除に関しては⼀定の
要件を満たしていれば、80％または 50％の仕入税額控除が認められます。
� （➡14ページ参照）

9

領収書等にインボイス登録番号を記載する場合、ゴム印などを使⽤しても
かまいません。� （➡30ページ参照）12
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インボイス登録番号に関すること

免税事業者はインボイス登録番号を発行してもらえません。
� （➡18ページ参照）17

インボイス登録番号は、令和5年10⽉から適⽤開始となります。
� （➡26、27ページ参照）15

インボイス登録番号は、税務署に申請して発行してもらいます。
� （➡26、27ページ参照）14

インボイス登録番号が発行してもらえるのは、消費税の課税事業者の
みです。� （➡18ページ参照）16

取引先の登録番号は、国税庁のサイトで確認できます。
� （➡27ページ参照）18
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取引トラブルに関すること

下請かけこみ寺
フリーダイヤル▶0120-418-618

【受付時間】9:00-12:00 / 13:00-17:00（⼟⽇祝、年末年始除く）

お問い合わせ先⼀覧

中小企業支援施策全般
中小企業庁相談室電話相談
電話番号▶03-3501-4667【受付時間】9:00-17:30

　各商⼯会では、インボイス制度をはじめ、経営に関する様々な
ご相談に対応いたします。お近くの商⼯会の連絡先は、右の⼆次
元コードにアクセスし商⼯会名で検索をお願いします。地域を選
択してお近くの商⼯会を探すこともできます。

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754

インボイス制度に関すること

軽減・インボイスコールセンター（国税庁）
（消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター）
フリーダイヤル▶0120-205-553

【受付時間】9:00-17:00（⼟⽇祝除く）

適格請求書発行事業者の登録申請手続
（国内事業者用）

記載例（個人事業者用）

インボイス制度特設サイト

優越的地位の濫用規制に関する相談窓口
（公正取引委員会）

記載例（法人用）
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一目でわかる！

インボイス
の手引き
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