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 年税第 35 号  

平成 30 年 7 月 23 日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 公益社団法人日本医師会   

常任理事 小玉 弘之   

 

消費税の軽減税率制度の対応の協力について（再・追加協力依頼） 
 

今般、厚生労働省・国税庁・中小企業庁より、平成 31 年（2019 年）10 月に

導入が予定されている消費税の軽減税率制度への対応について、別添の「消費

税の軽減税率制度の広報・周知等へのご協力のお願い（再・追加協力依頼）」の

通り、広報・周知等の協力依頼がありました。平成 30 年 3 月 27 日付都道府県

医師会担当理事宛通知文「消費税の軽減税率制度の対応への協力について」（年

税 81）で、同様の協力依頼をご案内しておりますが、今回はその再・追加協力

依頼となります。 

貴会におかれましても、説明会の広報・周知、都道府県別の軽減税率制度導

入協議会への参加等に引き続きご協力いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

以下、本通知についての補足説明です。 

 

(軽減税率制度の概要） 

軽減税率制度の概要につきましては、別添の「消費税の軽減税率制度が導入

されます」をご参照ください。 

医療機関における軽減税率対応の概要は、以下のとおりですが、あくまで概

要ですので、詳細は税理士等の専門家にご確認ください。 

軽減税率の対象品目は、①酒類・外食を除く飲料食品、②週 2 回以上発行さ

れる新聞（定期購読契約に基づくもの）とされました。 

医療機関の売上については、売店での飲食料品の販売や、有料老人ホーム等

で行う飲食料品の提供などが軽減税率の対象となりますので、課税事業者でこ

れらの事業を行う医療機関は軽減税率への対応が必要になります。また、これ

らの事業を行う免税事業者でも、課税事業者と取引する場合、区分記載請求書

等（現行の請求書等の記載事項に加え、①軽減税率の対象品目である旨の記載、

②税率ごとに合計した対価の額（税込の記載）を記載）の発行を求められる場

合があります。 



2 
 

一方、医療機関の仕入については、病院食や社員食堂の材料費はもとより、

会議費や交際費としての飲食料品等の購入が軽減税率の対象となりますので、

課税事業者である医療機関の多くは、仕入税額控除のため、区分記載請求書等

と帳簿の保存が必要となります。 

平成 35 年 10 月 1 日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求

書等」の保存が仕入税額控除の要件となります（適格請求書等保存方式（いわ

ゆるインボイス制度））。 

また、税額計算は、原則として、売上又は仕入を税率ごとに区分して行うこ

ととなります。ただし、売上又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事

業者に対し、一定の期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。 

 

（軽減税率対策補助金） 

本通知に記載されている軽減税率対策補助金の概要については、医療法人は

対象となりませんが、参考までに別添の「軽減税率対策補助金」をご参照くだ

さい。 

 

[添付資料] 

○ 消費税の軽減税率制度の広報・周知等へのご協力のお願い（再・追加

協力依頼）（厚生労働省・国税庁・中小企業庁） 

○ 別紙１ 消費税軽減税率制度等説明会の開催要領 

○ 別紙２ 総会等開催予定一覧表 

○ 別紙３ リーフレット「平成31年（2019年）10月1日から消費税の軽減税

率制度が実施されます」 

○ 別紙４ 説明会開催予定確認表 

○ 別紙５ 国税庁H30リーフレット「軽減税率制度への対応には準備が必要

です！」 

○ 別紙６ 軽減税率政府広報広告 

 

○ 消費税の軽減税率制度が実施されます（国税庁） 

○ 軽減税率対策補助金（軽減税率対策補助金事務局） 

○ （参考資料）国税庁『消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例

編）』平成２８年４月（平成３０年１月改訂）より抜粋 
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平成 30 年７月 11 日 

日本医師会 御中 

厚 生 労 働 省 

国 税 庁 

中 小 企 業 庁 

 

消費税の軽減税率制度の広報・周知等へのご協力のお願い 

（再・追加協力依頼） 

 

平素から、厚生労働行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

平成 31 年（2019 年）10 月 1 日から、消費税率の引上げと併せて軽減税率制度が実施

されることに伴い、関係府省庁が連携して軽減税率制度の円滑な実施に向けた取組を推

進しているところです。 

その一環として、平成 30 年２月 16 日付「消費税の軽減税率制度の広報・周知等への

ご協力のお願い（協力依頼）」で説明会等の開催等についてお願いしたところですが、開

催を引き続きご検討中の団体もあろうかと存じます。開催時期については、平成 31 年 9

月までに行っていただくようお願いしているところですが、軽減税率制度への対応の準

備には一定の期間を要することから、できるだけ早期（可能であれば平成 30 年 9 月ま

で）の開催をお勧めします。 

つきましては、重ねてのお願いになり恐縮ですが、下記の説明会等の開催へのご協力

及び周知・広報施策等につきまして、貴団体の格別のご理解、ご協力を賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

（注）〔再掲〕、〔略〕、〔追加〕、〔変更〕等は先般発出した文書との相違点等を示します。

重要な変更部分には下線を付しています。 

なお、既に説明会等を開催済み又は今後開催予定である旨をお知らせいただいている

場合や、説明会に関するご協力やご検討に係る関係当局からの依頼に対しお断りのご回

答をいただいている場合にも、行き違いで本文書をお送りする場合があり得ますが、何

卒ご理解賜りますよう、重ねてお願いいたします。 

 

記 

 

１．説明会等の開催へのご協力 

（１）各団体主催の説明会の開催へのご協力〔一部変更〕 

貴団体及び貴団体傘下の各団体におかれては、別紙１「消費税軽減税率制度等説

明会の開催要領」により、事業者の皆様（会員のみでも可）に対する各団体主催の

説明会の開催をご検討いただきますよう、お願いいたします。 

説明会の開催に当たり、貴団体のご要望に基づき、軽減税率制度や事業者支援措

置に関する説明講師を派遣させていだだきます。 

なお、各都道府県の軽減税率制度実施協議会に参加されている団体におかれては、

同協議会の取決めに従って、また、それ以外の団体におかれては、以下の連絡先宛

てに別紙１次葉「講師派遣申込書」により直接お申込みいただきますようお願いい

たします。説明会においては、団体のご要望に応じて適格請求書等保存方式（いわ

ゆる「インボイス制度」）の説明を行うことも可能ですので、その旨申込書に記載し
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てください。 

おって、土日・休日の講師派遣は難しいことをあらかじめご承知おきください。 

 

［連絡先］ 〒100－8916 

東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 

厚生労働省医政局総務課 担当 伊藤 

電子メール：itou-hirotoab@mhlw.go.jp 

電話番号：03-3595-2189 

ＦＡＸ：03-3501-2048 

 

［参考］〔略〕 

 

（２）各団体の会合等における説明へのご協力〔一部変更〕 

国税庁、国税局及び税務署では、事業者団体及びその傘下の各団体の研修会や総

会など、事業者の皆様が参加される会合（以下「会合等」という。）においても、団

体からのご要望に基づき、職員を派遣し、軽減税率制度の説明（30 分程度が望まし

いですが、そうでなくとも結構です）を行わせていただきます。 

つきましては、会合等にて、軽減税率の説明会を希望される場合は、上記（１）

の連絡先宛に、別紙１次葉「講師派遣申込書」により直接お申込みいただきますよ

うお願いいたします。 

説明後、制度理解等に関するアンケートにご協力いただくこともありますので、

ご理解方お願いいたします。 

なお、講師派遣を希望されない団体に対しても、国税局又は税務署から、会合等

での説明に関するご協力やご検討のお願いに伺うこともありますので、ご理解の程

よろしくお願いいたします。 

 

（３）説明会開催予定等のご連絡〔追加〕 

各団体の説明会に関するニーズ等を把握するため、貴団体及び貴団体傘下の各団

体の説明会開催予定等（本年 7 月末現在）につきまして、別紙４「説明会開催予定

確認表」により上記（１）の連絡先宛に本年 8 月末までにご連絡をお願いいたしま

す。なお、貴団体傘下の各団体の説明会開催予定等については、把握可能な範囲で

お願いいたします。 

（注１）「説明会開催予定確認表」に記載いただいた連絡先に国税局又は税務署から、

説明会に関するご協力やご検討のお願いをさせていただくこともありますの

で、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

（注２）一定期間経過後に「説明会開催予定確認表」の「説明会開催についての確

認」欄の更新（アップデート）をお願いする可能性がありますので、お含みお

き下さい。 

 

２．税務署等が開催する説明会のご案内〔一部変更〕 

   ○ 消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧【国税庁】 

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//06.htm 
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３．会員事業者に対する周知・広報施策へのご協力 

（１）インターネットを通じた広報へのご協力〔略〕 

 

（２）会員事業者に対する広報資料配布へのご協力〔一部変更〕 

軽減税率制度の内容及び中小企業・小規模事業者等の皆様に対する支援措置に関す

る周知・広報のため、傘下の各団体及び事業者の皆様に対して、関係府省庁が作成し

た各種パンフレット等の広報資料の配布にご協力をお願いいたします。 

また、国税庁作成リーフレット及び新聞記事下広告（政府広報）の電子データを添

付しますので〔送信することが可能ですので〕、事務所内への掲示や機関誌への掲載

など、積極的なご活用も併せてお願いいたします。 

 

［参考］ 

・ 国税庁作成リーフレット「平成 31 年（2019 年）10 月 1 日から消費税の軽減税

率制度が実施されます」（別紙３） 

・ 国税庁作成リーフレット「軽減税率制度への対応には準備が必要です！」（別紙

５） 

・ 国税庁作成ポスター「消費税の軽減税率が実施されます！」 

国税庁ホームページ（国税庁）に掲載予定 

https://www.nta.go.jp/ 

・ 政府広報 新聞記事下広告「事業者の皆さん 準備していただきたいことがあ

ります。」（別紙６） 

政府広報オンライン ※掲載は８月下旬予定 

https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html 

 

４．その他〔略〕 

 

 

※ 別紙２・３は添付省略。 



   

 

消費税軽減税率制度等説明会の開催要領 

 

 

 

◇ 貴団体 

◇ 貴団体の傘下団体（地域ブロックや都道府県単位の連合会、支部など） 

※ 市町村単位の傘下団体が多数ある場合には、郡部や税務署管轄区域などの単位で開催い

ただいても差支えありません。 

◇ 複数の異なる団体が共同で説明会を開催されても差支えありません。 

◇ 上記の団体が、他の行政機関（所管省庁（地方支分部局）又は税務署）と共催で説明会を

開催されても差支えありません。（ただし、行政機関との共催の場合は、団体に属していない

一般の事業者の方もご参加いただけるよう、ご配意をお願いいたします。） 

 

 

◇ 消費税軽減税率制度の概要 

◇ 制度実施に伴って日々の業務（売買取引や経理処理）で対応が必要となる事項、帳簿・請

求書等の記載方法、消費税の申告の仕方 

◇ 軽減税率が適用される飲食料品の取扱いがない事業者や免税事業者でも対応が必要となる

事項 

◇ 中小企業・小規模事業者等を対象とする軽減税率制度対策補助金 など 

 

 

◇ 各単位団体において、平成 29年 4月から平成 31年（2019年）9月までの間に１回以上の

開催をお願いいたします。 

  なお、軽減税率制度への対応の準備には一定の期間を要することから、できるだけ早期（可

能であれば平成 30年 9月まで）の開催をお勧めします。 

◇ 飲食料品を取り扱う業種団体におかれては、上記期間内に、①基本的な制度、②実務的な

内容（製造・卸売・小売等業態に応じた対応など）のそれぞれについて、各１回以上の開催

をお勧めします（レジ改修やシステム修正に準備期間を要しますので、なるべく早期の開催

をお願いいたします。） 

◇ 説明者は、国税庁等の職員のほか、団体の顧問税理士など専門知識のある方でも構いませ

ん。 

 

 

◇ 各都道府県の軽減税率制度実施協議会に参加されている団体におかれては、同協議会の取

決めに従って申込みをお願いいたします。 

 

 

別紙１ 

 説明会を主催いただきたい団体 

説明会で周知・広報いただきたい内容 

説明会の開催時期・回数 

 講師派遣のお申込み 



   

◇ 上記以外の団体におかれては、次葉の申込用紙にご記入の上、以下の連絡先宛てにご送付

願います（電子メール、ＦＡＸ可）。 

〒100－8916 

東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 

厚生労働省医政局総務課 担当 伊藤 

電子メール：itou-hirotoab@mhlw.go.jp 

電話番号：03-3595-2189 

ＦＡＸ：03-3501-2048 

 

 

 

◇ 国税庁（国税局・税務署を含む）では、事業者団体の総会や研修会など、会員事業者の皆

様が参加される会議等につきましても、団体のご要望や日程に応じて、職員を派遣し、軽減

税率制度の説明をいたしております。 

貴団体において上記の説明会の開催が難しい場合は、この総会等での説明をご利用いただ

く方法もありますので、是非ご検討いただきますようお願いいたします。 

なお、土日・休日の講師派遣は難しいことをあらかじめご承知おきください。 

◇ 説明会の開催、総会等での説明のいずれも難しい場合は、税務署等が開催する説明会に、

会員事業者の皆様をご案内いただくことも可能ですので、その場合は、説明会を開催する税

務署を所管する国税局消費税課（沖縄国税事務所間税課）にご相談いただきますようお願い

いたします。 

◇ 説明会を開催された団体（講師派遣の申込みをされた団体を除きます）におかれては、お

手数ですが、上記連絡先まで開催実績のご連絡をお願いいたします。 

◇ この文書が発出される前に、すでに、都道府県ごとの協議会の枠組等を活用し、関係行政

機関から説明会の開催依頼等を行っている場合には、重複のお願いとなりますが、あしから

ずご了承いただきますようお願いいたします。 

 ご留意いただきたい事項 



申込日 管理番号

開催団体名

開催日 開催時間

（都道府県） （市区町村）

説明会の名称

当日の時間割

共催要望
の有無

備考

回答日 説明担当者

軽 減 税 率 制 度

事業者支援措置

連絡先

講師派遣申込書

担当部署名
又は

担当者名

説明会の概要

※お手数ですが、太枠内の項目につきましてご記入願います。

参加人数（名） 名程度

開催場所

（地番、建物名、部屋番号等）

□要望あり （地方支分部局名： ） □要望なし

（税務署名： ）



【記載例】

申込日 2018/4/1 管理番号

開催団体名

開催日 開催時間

（都道府県） （市区町村）

東京都 千代田区

説明会の名称

当日の時間割

共催要望
の有無

備考

回答日 説明担当者

担当部署名
又は

担当者名

説明会の概要

※お手数ですが、太枠内の項目につきましてご記入願います。

参加人数（名）

・○○局に会場の提供を依頼したい
・適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）を重点的に説明してほしい
　など

１２：３０　開場
１３：００　開会
１３：０５　説明
１３：４５　質疑応答
１３：５５　連絡事項
１４：００　閉会

名程度30

13:00～14:002018/4/15

○○セミナー

開催場所

（地番、建物名、部屋番号等）

霞ヶ関○-○-○　○○　□□会館（大会議室）

軽 減 税 率 制 度

事業者支援措置

○○会

○○組合事務局○○課○○

連絡先

00-0000-0000

講師派遣申込書

■要望あり （地方支分部局名： ○○局 ） □要望なし

（税務署名： ）



別紙2

団体名 所在地 月日 開始・終了時刻 開催場所

中央団体様記入欄

以下、傘下団体様記入欄：把握されてい
る範囲でご記入下さい

（注）税務職員の派遣説明のご要望が当面ない場合にも、ご記入をお願いします。

ご連絡先（電話番号）
担当部署名
又は

担当者名

税務職員の派遣
要望の有無（注）

総会等の開催予定

総会等開催予定一覧表



平成31年（2019年）10月１日から
消費税の軽減税率制度が実施されます
　平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が 
８％から10％に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施
されます。

軽 減 税 率（８％）の 対 象 品 目

飲食料品
　飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除きます。）をいい、一定の
一体資産を含みます。
　外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。

新　　聞 　新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的
事実を掲載する週２回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

全
て
の
事
業
者

売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を
行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

仕入れ（経費）について、取引ごとの税率により区
分経理を行う等の対応が必要となります。

課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等
の交付を求められる場合があります。

飲 食 料 品 の 売 上 げ・ 仕 入 れ の
両 方 が あ る 課 税 事 業 者 の 方

飲食料品の売上げがなくても、飲食料品
の仕入れ（経費）がある課税事業者の方

免 税 事 業 者 の 方

免  税  事  業  者  の  方  へ

免税事業者 課税事業者

課税事業者から区分記載請求書等
の交付を求められることがありま
す。

免税事業者からの仕入れについ
ても、仕入税額控除を行うために
は、区分記載請求書等の保存が必
要です。

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用又は食用に供されるもの

軽減税率対象

標準税率対象

一体資産(※)

※ 一定の一体資産は飲食料品に含まれます。

酒類
テイクアウト・
宅配等

外食
レストラン

ケータリング等

有料老人ホー
ム等で行う飲
食料品の提供

医薬品・
医薬部外品等

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲》

〈平成29年12月〉国税庁

IHAMO
テキストボックス
別紙３



ＱＲコードから
国税庁ホームページへ

国税庁ホームページの
下段のバナーをクリック

　消費税率が複数税率となりますので、これまでの記載事項に加え、軽減対象資産の譲渡等である旨
及び税率ごとに区分して合計した税込対価の額を記載した請求書等（区分記載請求書等）を発行する
ことや、日々の経理において帳簿には軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨を記載することが必
要となります。

○　軽減税率制度に関するご相談は、以下で受け付けております。
　１．消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）
　　　【専用ダイヤル】 ０５７０－０３０－４５６
　　　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）
　２．電話相談センター
　　 　最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「３」を押すと、電話相談センター

につながります。
　　　税務署の連絡先は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご案内しています。
○　税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要

のある相談）を希望される方は、最寄りの税務署への電話により面接日時等を予約していただく
こととしておりますので、ご協力をお願いします。

○　軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイ
ト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください。

①　課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②　課税仕入れを行った年月日
③　課税仕入れに係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨）
④　課税仕入れに係る支払対価の額

《帳簿の記載例》

総勘定元帳（仕入）

XX 年 摘要 税
区分

借方
(円)月 日

11 30 △△商事㈱ 11 月分 日用品 10％ 88,000
11 30 △△商事㈱ 11 月分 食料品 ８％ 43,200

② ① ③ ④

①　区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
②　課税資産の譲渡等を行った年月日
③　 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
　（軽減対象資産の譲渡等である旨）
④ 　税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等

の対価の額（税込み）
⑤　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

《請求書の記載例》

請求書

㈱○○御中 平成XX年11月30日

11月分 131,200 円（税込み）

日付 品名 金額

11/1 魚 5,400 円

11/1 牛肉 10,800 円

11/2 キッチンペーパー 2,200 円

合計 131,200 円

10%対象 88,000
8%対象 43,200

△△商事㈱

②
③

①

※は軽減税率対象品目

⑤

④

※

※

帳 簿 及 び 請 求 書 等

軽減税率制度に関するお問合せ先

　軽減税率対策補助金事務局（中小企業庁）では、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規
模事業者等が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その
経費の一部を補助する軽減税率対策補助金による事業者支援を行っています。
　軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
　【ＵＲＬ】　　　 http://kzt-hojo.jp
　【専用ダイヤル】 ０５７０－０８１－２２２
　【受 付 時 間】 ９: ００～１７: ００　（土日祝除く）

軽減税率対策補助金



別紙４　「説明会開催予定確認表」

対応（１回目） 時期等
対応（２回目）

※飲食料品取扱団体のみ記入 時期等
団　体　名 団体所在地

担当部署名
又は

担当者名

ご連絡先
（電話番号）

説明会開催についての確認



別紙４　「説明会開催予定確認表」　記載要領

１　団体名
　　貴団体の傘下団体（都道府県・支部レベル）について、ご記入ください。

２　団体所在地
　　ご記入ください。

３　担当部署又は担当者名
　　ご記入ください。説明会の開催の予定がない場合でも、国税局又は税務署から説明会に関するご協力
　やご検討のお願いをさせていただくことがあります。

４　ご連絡先（電話番号）
　　ご記入ください。

５　説明会開催についての確認
　（１）　対応（１回目）
　　　　　説明会開催について、以下の項目から選んでご記入ください（プルダウン・リストになっています）。
　　　　　傘下団体についても、把握可能な範囲でご記入ください。

　　　・　開催済 ： 既に開催済の場合は、「時期等」欄に開催年月をご記入ください（例：H30.06）。

　　　　　　（注）貴団体主催の説明会の他、総会や説明会といった会員事業者が集まる会合において、説明時間を設けた場合も含みます

　　　　　　　　（「開催予定」の場合も同様）。

　　　・　開催予定 ： 「時期等」欄に開催予定年月をご記入ください（例：H30.09）。

　　　・　開催検討中 ： 開催することは決まっているが、時期について検討中の場合。

　　　・　会員事業者の会合内で検討中 ： 研修会や総会といった、会員事業者が集まる会合において、国税局や税務署の職員からの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　説明時間を設けることを検討中の場合。

　　　・　予定無（税務署等説明会に参加） ： 会員事業者の軽減税率制度への準備が十分であるため、説明会の開催予定がない場合。

（主たる理由：税務署や他団体が主催する説明会に会員事業者を参加させることで、十分問題がないため）。

　　　・　予定無（税理士対応） ： 会員事業者の軽減税率制度への準備が十分であるため、説明会の開催予定がない場合。

（主たる理由：会員事業者の顧問税理士が対応することで、十分問題がないため）。

　　　・　予定無（会員事業者の準備完了） ： 会員事業者の軽減税率制度への準備が十分であるため、説明会の開催予定がない場合。

（税務署等説明会参加、税理士対応以外で、準備が十分と判断される事由を具体的にご記入ください）。

　（２）　対応（２回目）　※飲食料品取扱団体のみ記入
　　　　　２回目の説明会の開催についても、上記（１）と同様に項目を選んでご記入ください。

　　　　　（注）飲食料品を取り扱う団体におかれては、①基本的な制度、②実務的な内容のそれぞれについて、各１回以上の開催をお勧め　　

　　　　　　　しているところですが、実務的な内容まで１回目の説明会で説明を了している場合は、「開催済」を選択し、「時期等」欄に

　　　　　　　「○月の説明会で実務的内容まで説明済み」等とご記入ください。



別紙４　「説明会開催予定確認表」　【記載例】

対応（１回目） 時期等
対応（２回目）

※飲食料品取扱団体のみ記入 時期等

○○○○協会 東京都△区△△ ○○部 03-0000-0000 開催済 H30.06 開催予定 H30.09

　　○○○○協会北海道支部 北海道札幌市○○○ □□ 000-000-000 開催予定 H30.09 開催検討中

　　○○○○協会東北支部 宮城県○○○ △△ 000-000-001 開催済 H30.05 予定無(その他)
5月の説明会で実務
的内容まで説明済

　　○○○○協会関東信越支部 埼玉県大宮市○○○ △△ 000-000-002 会員事業者の会合内で検討中 H30.10 会員事業者の会合内で検討中 H31.05

　　○○○○協会東海北陸支部 静岡県○○○ △△ 000-000-003 予定無(税務署等説明会に参加)

　　○○○○協会近畿支部 大阪府大阪市○○ △△ 000-000-004 予定無(税理士対応)

　　○○○○協会中国支部 広島県○○ ◇◇ 000-000-005 予定無(会員事業者の準備完了) ※理由を記載

　　○○○○協会四国支部 高知県○○ ◇◇ 000-000-006 開催検討中 開催検討中

　　○○○○協会九州支部 福岡県○○ ◇◇ 000-000-007 予定無(税務署等説明会に参加)

○○○○協会 東京都△区△△ ○○部 03-0000-0000 開催済 H30.06 －

　　○○○○協会北海道支部 北海道札幌市○○○ □□ 000-000-000 開催予定 H30.09 －

　　○○○○協会東北支部 宮城県○○○ △△ 000-000-001 開催検討中 －

　　○○○○協会関東信越支部 埼玉県大宮市○○○ △△ 000-000-002 会員事業者の会合内で検討中 H30.10 －

　　○○○○協会東海北陸支部 静岡県○○○ △△ 000-000-003 予定無(税務署等説明会に参加) －

　　○○○○協会近畿支部 大阪府大阪市○○ △△ 000-000-004 予定無(税理士対応) －

　　○○○○協会中国支部 広島県○○ ◇◇ 000-000-005 予定無(会員事業者の準備完了) ※理由を記載 －

　　○○○○協会四国支部 高知県○○ ◇◇ 000-000-006 開催検討中 －

　　○○○○協会九州支部 福岡県○○ ◇◇ 000-000-007 予定無(税務署等説明会に参加) －

団　体　名 団体所在地
ご連絡先

（電話番号）

担当部署名
又は

担当者名

説明会開催についての確認

【飲食料品取扱団体】の場合

【飲食料品取扱団体以外】の場合

・貴団体の説明会の開催についての現状又は予定を記載要領の項目から選んで

ご記入ください。

・入力済みの箇所に誤りがありましたら、訂正をお願いいたします。

・傘下団体の現状又は予定についても、可能な限りご記入ください。

空欄のまま、も

しくはプルダウ

ン・リストから

「－」を選んでご

記入ください。



飲食料品の取扱い
（販売）がある

4 4

飲食料品の取扱い
（販売）がない

4 4

仕入れや経費に軽減税率（８％）対象品目
があれば、区分して経理し、仕入税額の
計算が必要です。

※右の❷❸をご確認ください。

　３ページの❹では、飲食料品を取り扱う事業者の方が、適用税率の判定を行うに当たり、留意していただき
たいポイントを掲載しておりますのでご覧ください。

売上げ・仕入れを税率ごとに区分して経理
し、売上税額・仕入税額を計算します。

● 小売業・飲食業
•�区分経理のためにレジの入替えの検討が
必要です。
•�システムを使用して仕入れの発注をして
いる場合、システム改修の検討が必要です。

● 卸売業・製造業
•�取引先に交付する請求書等の様式の検討
が必要です。
•�システムを使用した受発注をしている場
合、システム改修の検討が必要です。

※右の❶❷❸を全てご確認ください。

レジの入替えやシステ
ムの改修について

⇒�２ページの❶へ

請求書等の記載事項に
ついて

⇒�２ページの❷へ

帳簿の区分経理・記載
事項について

⇒�３ページの❸へ

軽減税率（８％）の対象品目は、

　軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。以下のフロー 
チャートを参考に準備が必要な事項をご確認ください。
　特に、飲食料品を取り扱う（販売する）事業者の方は、税率ごとの商品管理や 
レジ・受発注システムの整備などの事前準備に相応の時間が必要な場合があります。
早めの準備をご検討ください。

POINT

❶

❷

❸

軽減税率制度への対応には
準備が必要です!
　平成31年（2019年）10月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％
から10％に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施さ
れます。軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率は、軽減税率（８％）
と標準税率（10％）の複数税率となります。

● 酒類・外食を除く飲食料品
● 週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）

〈平成30年７月〉国税庁1

miyazawa
テキストボックス
別紙５



❶ レジの入替えやシステムの改修について

❷ 請求書等の記載事項について

軽減税率制度に対応した区分記載請求書等の記載例

　軽減税率制度への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等の方が、レジの導入や受発注�
システムの改修等を行う際に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度があります。

　平成31年（2019年）10月からは、現行の請求書の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等（区分記載請
求書等）を売上先に交付していただくこととなります。課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります（区分記載請求書等保存方式）。
　また、免税事業者の方は、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

　請求書において、軽減税率の対象とな
る商品に「※」といった記号等を表示し、
かつ、「※は軽減税率対象」などの表示を
する場合

請求書
㈱○○御中 XX年11月30日

日付 品名 金額

11/1 米　　※ 5,400円

11/1 牛肉　※ 10,800円

11/2 キッチンペーパー 2,200円

… … …

合計 131,200円

10％対象 88,000円

 ８％対象 43,200円

※軽減税率対象 △△商事㈱

請求書
㈱○○御中 XX年11月30日

軽減税率対象

日付 品名 金額

11/1 米 5,400円

11/1 牛肉 10,800円

… … …

 ８％対象 43,200円

標準税率対象

11/2 キッチンペーパー 2,200円

… … …

10％対象 88,000円

合計 131,200円

 △△商事㈱

請求書
（軽減税率対象）

㈱○○御中 XX年11月30日

日付 品名 金額

11/1 米 5,400円

11/1 牛肉 10,800円

… … …

合計 43,200円

 △△商事㈱

請求書
㈱○○御中 XX年11月30日

日付 品名 金額

11/2 キッチンペーパー 2,200円

… … …

合計 88,000円

 △△商事㈱

　同一の請求書において、軽減税率の対
象となる商品と標準税率の商品とを区分
し、軽減税率の対象となる商品として区
分されたものについて、その全体が軽減
税率の対象であることを表示する場合

　軽減税率の対象となる商品に係る請求
書と標準税率の商品に係る請求書とを分
けて作成する場合

軽減税率対策補助金に
関するお問合せ先

軽減税率対策補助金の詳細は、「軽減税率対策補助金事務局」にお問合せください。
【専用ダイヤル】 0570-081-222　　　　　【URL】 http://kzt-hojo.jp
【受付時間】 9：00~17：00（土日祝除く）

A型 B型

●🅐
●🅐

●🅐

●🅐

●🅑
●🅑

●🅑

●🅑

●🅑

電子的な受発注システムを利用する事業者の
うち、複数税率に対応するために必要となる
機能について、改修・入替えを行う場合

軽減税率対策補助金の２つの申請類型
複数税率に対応できるレジを新しく
導入したり、対応できるように既存
のレジを改修したりする場合

🅐 軽減税率の対象であることが明らかになるよう「軽減税率対象」などを記載
🅑 税率ごとに区分して、合計した課税資産の譲渡等の対価の額（税込み）を記載

　軽減税率の対象となる取引がない場合は、標準税率の対象となる取引の金額を記載していれば足り、「８％��０円」といった
軽減税率の対象となる取引の金額の記載は要しません。　⇒�現行の請求書と変わりありません。

A B
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❸ 帳簿の区分経理・記載事項について

❹ 適用税率の判定に当たりご留意いただきたいポイント！

記載例

適用税率の判定を行う際は、以下の点にご留意ください。業種ごとのポイント

メーカー 卸売業者 小 売 店

●●商店

軽減税率かどうかの
判定はいつ？

　平成31年（2019年）10月からは、現行の記載事項に加え、毎日の売上げ・仕入れ（経費）を税率ごとに区分し
て帳簿に記載しなければなりません。

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、
商品の販売を行ったとき（取引時点）に判定します。

　総勘定元帳　　【仕入勘定】 （税込経理）

XX年
摘要 借方（単位：円）

月 日

11 30 ㈱○○物産 雑貨（11月分） 88,000

11 30 ㈱○○物産 ※食料品（11月分） 43,200

… … … …

（※:軽減税率対象品目）

🅐 軽減税率の対象には「※」などの記号を記載します。
🅑「※」などの記号が軽減税率の対象であることを示すことを記載します。

【記載に関する留意点】
①  「軽減税率の対象品目である旨」の記載は、軽減税率の対象となる取引であることが客観的に明らかであるといえる程度

のものとする必要があります。
②  一定期間分の取引をまとめて記載した請求書等が交付された場合は、その期間分の取引をまとめて帳簿に記載することと

しても構いません。

・飲食料品を製造するための外注加工費は、標準税率が適用されます。
・�製造工場等での直売であっても、飲食設備等で飲食させる場合、「外食」に該当し、標準税率が
適用されます。

・通常必要な容器（缶・トレイ等）に入った食品の販売には、全体に軽減税率が適用されます。
・�イートインスペースを設置している小売店等は、持ち帰り販売は軽減税率、店内飲食であれば、

標準税率が適用されます。
・�飲食店での食事の提供やケータリング等は、標準税率が適用され、持ち帰り販売、出前等は�

軽減税率が適用されます。

食品製造業

食品卸売業
小　売　業

飲　食　業

メーカーが「飲食料品」
として商品を販売したか
により、税率を判定

卸売業者が「飲食料品」
として商品を販売したか
により、税率を判定

【請求書等保存方式】
（現行制度）

1�課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2�取引年月日
3�取引の内容
4�取引の対価の額（税込み）

左記1〜4の記載事項に加え
・軽減税率の対象品目である旨

帳簿の
記載事項

【区分記載請求書等保存方式】
（平成31年（2019年）10月〜）

●🅐 ●🅑
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軽減税率制度に対応するため、
次の事項をチェックしてみましょう!!
　軽減税率制度の実施に伴い、事業者の方々は準備が必要となりますので、
次の項目を参考にご自身でご確認ください。

ステップ１　軽減税率制度の内容の確認
軽減税率制度の実施時期、軽減税率の対象品目、仕入税額控除のための帳簿及び請求書等の記載事項、
納税事務（税額の計算）
事業者の準備を支援する仕組み：「軽減税率対策補助金」

※  全国の税務署等で、事業者の方々に対する説明会を開催しておりますので、ぜひご参加ください。

ステップ２　対応が必要な事項の把握と準備の開始
影響が生じる事務の確認及び業務手順の見直し
現行の帳簿及び請求書等の記載の仕方から区分記載請求書等保存方式への対応
会計システム等の導入・改修・入替え
軽減税率制度に対応したレジの導入・改修及び受発注システムの改修・入替え（「軽減税率対策補助金」
の活用の検討）
軽減税率対策補助金の交付申請手続き（一部ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用が可能です。）

ステップ３　売上・仕入商品の税率区分
売上・仕入商品に係る税率区分（軽減税率の対象取引の有無）の確認

ステップ４　業務手順の見直しやレジ・システムの操作確認
日々の商品管理や販売管理方法の見直し（商品マスタの見直し）
税率区分に応じた経理処理の見直し（経理処理マニュアルの整備）
納品書や請求書などの帳票の見直し（取引先との連絡・調整）
買換え又は改修したレジ・受発注システムの操作確認

ステップ５　制度の実施に向けた本格的な準備
商品ごとの税率区分等をシステムに登録（商品マスタの整備）
値札の付け替え、価格表示の変更準備
従業員への研修（説明会等への参加）、店頭などでの消費者向けの周知（店頭ポスターなど）

● 軽減税率制度に関するご相談は、「消費税軽減税率電話相談センター（軽減コールセンター）」で受け付けております。
　 【専用ダイヤル】 0570-030-456　　【受付時間】 9：00~17：00（土日祝除く）

●   軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイト 
「消費税の軽減税率制度について」（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/ 
keigenzeiritsu/index.htm）をご覧ください。

軽減税率制度の特設サイトへは
又は 最新の軽減税率制度の説明会の開催日程については、 

こちらのQRコードからアクセスすることができます。

軽減税率制度に関するお問合せ先

国税庁　軽減税率 検 索
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miyazawa
テキストボックス
別紙６



 

                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

軽減税率制度の 

実施時期 
平成 31 年 10 月 1 日（消費税率の引上げと同時） 

消費税率等 標準税率は 10％ （消費税率 7.8％、地方消費税率（注）2.2％） 

軽減税率は８％ （消費税率 6.24％、地方消費税率（注）1.76％） 

（注）地方消費税の税率は、消費税額の 78 分の 22 

軽減税率の 

対象品目 

① 酒類・外食を除く飲食料品 

② 週２回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの） 

帳簿及び請求書等

の記載と保存 

・ 対象品目の売上げ・仕入れがある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を

追加した請求書等の発行や記帳などの経理（区分経理）を行っていただくこととなります。 

・ 仕入税額控除の要件は、現行、「帳簿及び請求書等（注１）の保存」ですが、軽減税率制度実

施後は、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等（注２）の保存が要件となります（区

分記載請求書等保存方式）。 

（注）１ 「請求書等」には一定の領収書や納品書、レシート等も含まれます。 

２ 「区分記載請求書等」といいます。なお、平成 35 年 10 月からは「区分記載請求書等」に代わ

り、「適格請求書等」の保存が要件となります（適格請求書等保存方式）。 

税額の計算 ・ 売上げ及び仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。 

・ 区分経理が困難な中小事業者の方には、経過措置として売上げに係る税額（売上税額）又

は仕入れに係る税額（仕入税額）の計算の特例があります。 

 

飲食料品とは、食品表示法に規定する食品（酒類を除く。）をいい、一定の一体資産を含みます。 

なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。 

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社

会的事実を掲載する週２回以上発行されるもの（定期購読契約に基づくもの）。 

 

 

Ⅰ 軽減税率の対象となる品目 

平成 28 年４月 
国 税 庁 

(平成 28 年 11 月改訂) 
 

～飲食料品の取扱い（売上げ）がない場合や免税事業者の場合も軽減税率制度への対応が必要です～ 

１ 軽減税率の対象となる品目 

２ 帳簿及び請求書等の記載と保存 

３ 税額計算の特例 

をご覧ください。 

 課税事業者の方  

・軽減税率対象品目の売上げ・仕入れの両方あり 

例）飲食料品を取り扱う小売・卸売業（スーパー

マーケット、青果店等）、飲食業（レストラン等） 

・軽減税率対象品目の仕入れのみあり 

例）会議費や交際費として飲食料品を購入する 

場合等 

①発行する請求書等は区分記載請

求書等へ 

②取引先から、区分記載請求書等

を受領し、日々の取引を税率ご

とに記帳（区分経理） 

③申告時の税額計算 

※仕入れのみの場合は②と③ 

 免税事業者の方  

軽減税率対象品目の売上げあり 

課税事業者と取引を行う場合、区
分記載請求書等の交付を求められ
る場合があります。 

１ 軽減税率の対象となる品目 

２ 帳簿及び請求書等の記載と保存 

をご覧ください。 

 

新 聞 

 

飲 食 料 品 

 

１ 軽減税率の対象となる品目 

 

課税事業者・免税事業者の方 

平成 31 年 
10 月 1 日～ 

詳細は次ページ 

≪消費税率の引上げ時期が平成 29 年４月１日から平成 31 年 10 月１日に変更されたことに伴う改正点≫ 

内容 改正前 改正後（平成 28 年 11 月改正） 

軽減税率制度の実施時期 平成 29 年４月１日 平成 31 年 10 月１日 

区分記載請求書等保存方式の適用期間  平成 29 年４月１日～平成 33 年３月 31 日 平成 31 年 10 月１日～平成 35 年９月 30 日 

適格請求書等保存方式の導入時期  平成 33 年４月１日 平成 35 年 10 月１日 

税額計算の特例の対象者 中小事業者以外の事業者も対象 中小事業者のみが対象  ※ 適用対象となる期間が変更 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食料品 飲食料品とは、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。 

例えば、工業用の塩は、軽減税率の対象となる飲食料品に含まれません。 

外食 飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供 

ケータリング等 相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの 

テイクアウト・宅配等 飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト・宅配等は軽減税率の対象 

一体資産 おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体とな

っている資産に係る価格のみが提示されているもの 

税抜価額が 1 万円以下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の

対象（それ以外の場合は、標準税率の対象） 

○○御中       

請求書 

 平成 31 年 11 月分  87,200 円（税込） 

 

11/1 牛肉   ※             5,400 円 

11/3 小麦粉  ※             2,160 円 

…    …    …  

11/27 しょうゆ ※       3,240 円 

11/30  ビール          6,600 円 

合計            87,200 円 

（10％対象 44,000 円） 

（８％対象 43,200 円） 

△△㈱ 

「※」は軽減税率対象品目である旨を示します。 

 

「※」は軽減税率対象品目であることを示しま

す。 

現行の請求書等の記載事項に加え、次の①及び②を記載するこ

ととされました。 

 

 

 

（参考） 

取引先から上記①及び②の記載がない請求書等を受け取った場

合、受け取った事業者は、事実に基づいて①及び②の記載事項を

自ら追記することができます。 

 

 

飲 食 料 品 
(食品表示法に規定する食品) 

一体資産 

 

テイクアウト・宅配等 

医薬品 

医薬部外品等 

外食 

ケータリング等 

 

  軽減税率対象  軽減税率対象外  

１ 軽減税率の対象となる品目（つづき） 

《軽減税率の対象となる飲食料品の範囲（イメージ）》 

主な用語の意義・留意点 

２ 帳簿及び請求書等の記載と保存（区分記載請求書等保存方式）（平成 31 年 10 月～平成 35 年９月）  

《区分記載請求書等の記載例》 

 

課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿と区分記載請求書等の 

保存が必要となります（区分記載請求書等保存方式）。 

免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等 

の発行を求められる場合があります。 
 

期間 帳簿への記載事項 請求書等への記載事項 

平成 31 年９月 30 日まで 

【現行制度】 

課税仕入れの相手方の氏名又は名称・取引年月

日・取引の内容・対価の額 

請求書発行者の氏名又は名称・取引年月日・取引

の内容・対価の額・請求書受領者の氏名又は名称 

平成 31 年 10 月１日から 

平成 35 年９月 30 日まで 

【区分記載請求書等保存方式】 

（上記に加え） 

 軽減税率の対象品目である旨 

（上記に加え） 

① 軽減税率の対象品目である旨 

② 税率ごとに合計した対価の額（税込み） 

※ ①及び②については、請求書等の交付を受け

た事業者による追記も可能 

（注）１ 請求書等には、記載事項を満たす領収書や納品書、小売業者が交付するレシートなど取引の事実を証する書類も含まれます。 

２ 取引額が３万円未満の場合や、自動販売機から購入するなど請求書等の交付を受けることが困難な場合は、現行どおり、帳簿への記

載により仕入税額控除が認められます。 

酒類 

有料老人ホーム等で

行う飲食料品の提供 

 

レジの導入・改修などのための中小
事業者の方への支援措置（補助金）
については、最終ページを参照 

課税事業者・免税事業者の方 

① 軽減税率の対象品目である旨の記載（例えば、税率（８％）

の記載や、「※」「★」等の記号と凡例の記載） 

 

 ② 税率ごとに合計した対価の額（税込み）の記載 



 

税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、 

売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者（基準期間（法人：前々事業年度、個人：前々年）

における課税売上高が 5,000 万円以下の事業者）に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。 

 

※ 平成 28 年 11 月の税制改正により、 

① 適用対象となる期間が変更されました。 

② 中小事業者以外の事業者に対する税額計算の特例は措置されないこととされました。 

売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次の方法により軽減税率の対象

売上げ及び売上税額を計算することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次の方法により軽減税率の対象

仕入れ及び仕入税額を計算することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区分 
① 仕入れを税率ごとに管理できる 

卸売業・小売業を営む中小事業者 
② ①以外の中小事業者 

③ ①・②の計算が困難な 

中小事業者（注） 

内容 

卸売業・小売業に係る売上げに小売等軽

減仕入割合を乗じた金額を軽減税率対象品

目の売上げとし、売上税額を計算 

売上げに軽減売上割合を乗じた金額を

軽減税率対象品目の売上げとし、売上税額

を計算 

①・②の計算において使用

する割合に代えて 50％を使

用して、売上税額を計算 

 

（注）主に軽減税率対象品目

を販売する中小事業者が

対象 

適用 

対象 

   

区分 
① 売上げを税率ごとに管理できる卸売業・小売業 

を営む中小事業者 
② ①以外の中小事業者 

内容 

卸売業・小売業に係る仕入れに小売等軽減売上割合を乗じ

た金額を軽減税率対象品目の仕入れとし、仕入税額を計算 

簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に消費

税簡易課税制度選択届出書を提出し、同制度を適用し、

仕入税額の計算が可能 

 

(参考)原則は、簡易課税制度を適用しようとする課税期間の

開始前に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要 

 

適用 

対象 

 

 

 

 

 

 

３ 税額計算の特例 

売上税額の計算特例 

 

仕入税額の計算特例 

 

 

課税事業者の方 

以下の期間において行った課税仕入れ  

平成 31 年 10 月１日から平成 32 年９月 30 日の属

する課税期間の末日までの期間 

※ 簡易課税制度の適用を受けない期間に限る。 

以下の課税期間に適用可能 

平成 31 年 10 月１日から、平成 32 年９月 30 日ま

での日の属する課税期間 

※ 消費税簡易課税制度選択届出書は平成 31 年７月 

１日から提出可能 

 

小売等軽減売上割合 

＝ 

卸売業・小売業に係る軽減税率 

対象品目の売上額（税込み） 

卸売業・小売業に係る 

売上総額（税込み） 

 

小売等軽減仕入割合 

＝ 

卸売業・小売業に係る 

軽減税率対象品目の仕入額（税込み） 

卸売業・小売業に係る 

仕入総額（税込み） 

 

軽減売上割合 

＝ 

通常の連続する１０営業日の 

軽減税率対象品目の売上額（税込み） 

通常の連続する１０営業日の 

売上総額（税込み） 

 

以下の期間において行った課税資産の譲渡等 

平成 31 年 10 月１日から平成 35 年９月 30 日までの期間 

※ ①については、簡易課税制度の適用を受けない期間に限る。 



 

 軽減税率制度への対応が必要な事業者の準備が円滑に進むよう次の支援が行われます。 

  １．中小の小売事業者等に対するレジの導入・電子的な受発注システムの改修等の支援（注） 

※ 詳細は以下の、「軽減税率対策補助金事務局」にお問い合わせください。 ＵＲＬ http:// kzt-hojo.jp 

専用ダイヤル  ０５７０－０８１－２２２  【受付時間】９：００～１７：００（土日祝除く） 

 ２．中小企業団体等の小売事業者への周知や対応サポート体制の整備 

  ※ 最寄りの商工会議所・商工会・中小企業団体中央会・商店街振興組合連合会にお問い合わせください。 

 （注）軽減税率制度に対応するために行うＰＯＳレジや受発注システム等の改修に要する費用は、一般的にソフトウ

ェアの効用を維持するために行われる支出に該当すると考えられ、修繕費として処理できます。 

転嫁・価格表示・便乗値上げ等に関する政府共通の相談窓口として、「消費税価格転嫁等総合相談センター」が設置
されています。 
 センターでは、①転嫁に関する問い合わせ、②広告・宣伝に関する問い合わせ、③消費税総額表示に関する問い合
わせ、④便乗値上げに関する問い合わせのほか、軽減税率制度の概要に関する問い合わせを受け付けています。 
ご相談は、専用ダイヤル又はホームページ上の専用フォームをご利用ください。 

 専用ダイヤル  ０５７０－２００－１２３ 【受付時間】９：００～１７：００（土日祝除く） 

 メール  ホームページ上の専用フォームをご利用ください。 

ＵＲＬ http://www.tenkasoudan.go.jp（２４時間受付） 

《消費税価格転嫁等総合相談センターにおける相談対応》 

《軽減税率制度へ対応するための中小事業者への支援措置について》 

４ 適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）（平成 35 年 10 月 1 日～）  

平成 35 年 10 月１日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、 

「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります（適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度））。 

○ 適格請求書等を発行できる事業者は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者（適格請求書発行事業者） 
（注）申請受付は、平成 33 年 10 月 1 日からとなります。 

○ 適格請求書等には、区分記載請求書等の記載事項に加え、「登録番号」、「税抜価額又は税込価額を税率ごとに

区分した合計額及び適用税率」、「消費税額等」の記載が必要 

○ 適格請求書発行事業者には、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、適格請求書等の交付及び写

しの保存を義務付け 

※ 平成 28 年 11 月の税制改正により、適格請求書等保存方式の導入時期は、「平成 33 年４月１日」から 

「平成 35 年 10 月１日」に変更されました。 

事業者が国内において適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて

は、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及び帳簿を保存している場合

に、以下のとおり仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。 
  

期 間 割 合 

平成 35 年 10 月１日から平成 38 年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 80％ 

平成 38 年 10 月１日から平成 41 年９月 30 日まで 仕入税額相当額の 50％ 

 

○ お分かりにならないことや、更に詳しくお知りになりたいことがありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「３」を押すと、電話相談センターにつながります。税務署の連絡先

は国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）でご案内しています。 

 

○ 税務署での面接による個別相談（関係書類等により具体的な事実等を確認させていただく必要のある相談）を希望

される方は、あらかじめ電話により面接日時等を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。 

 

○ 軽減税率制度についての詳しい情報については、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）内の特設サイト「消費税

の軽減税率制度について」をご覧ください。 

 

《軽減税率制度に関するお問い合わせ先》 

免税事業者等からの 
課税仕入れに係る 
経過措置 

 

 

課税事業者・免税事業者の方 



中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金

軽減税率対策補助金とは
消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者等に対し
て、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助
することにより、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。

複数税率対応として、２つの申請類型があります。

「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(2016年3月29日)から
2019年9月30日までに導入または改修等が完了したものが支援対象と
なります。

 基本的には、申請書（数枚）と、証拠書類（内訳の分かる支払いの証拠書類（領収書や請求
書）、製品の証明書など）で申請できます。申請は随時受付を行います。
※複数台をまとめて申請するなどの場合は、追加で書類を作成いただく必要があります。

 Ａ型及びB-2型は事後申請、Ｂ-1型は事前申請になります。

 申請書の作成サポートも充実しています。
・Ａ型は一部販売店等による代理申請等が利用可能です。
・Ｂ型はシステムベンダー等による代理申請を原則としています。（※自らパッケージ製品・

サービスを購入し導入した場合には、その限りではありません。）

複数税率に対応できるレジを新しく導入
したり、対応できるように既存のレジを
改修したりするときに使える補助金です。

※レジを使用して日頃から軽減税率対象
商品を販売しており、将来にわたり継
続的に販売を行うために複数税率対応
レジを導入又は改修する事業者を支援
します。

A型 複数税率対応レジの
導入等支援

電子的な受発注システム（EDI/EOS
等）を利用する事業者のうち、複数税率
に対応するために必要となる機能につい
て、改修・入替を行う場合に使える補助
金です。

※電子的受発注システムを使用して日頃
から軽減税率対象商品を取引しており、
将来にわたり継続的に取引を行うため
に受発注システムを改修・入替する事
業者を支援します。

B型
受発注システムの
改修等支援

 申請受付期限
A型及びB-2型
B-1型

申請はいつでも受付、できるだけわかりやすく。申請サポートもあります。

軽減税率対策補助金

この他に、レジの導入・改修やシステムの改修・入替等の費用には、日本政策金融
公庫、沖縄振興開発金融公庫の融資制度も活用できます。（最優遇金利です）

詳細は、お近くの公庫の支店までお問い合わせ下さい。

参考

：2019年12月16日までに申請（事後申請）
：上記期限（2019年9月30日）までに事業を完了することを前提に、

2019年6月28日までに交付申請を行ってください。
完了報告書は2019年12月16日までに提出してください。



A-1型
レジ・導入型
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器とし、その導入費用
を補助対象とします。

A-2型
レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を補助対象とします。

A-3型

モバイルＰＯＳレジシステム
複数税率対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、PC、スマートフォンを
用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに
導入するものを補助対象とします。

A-4型
ＰＯＳレジシステム
ＰＯＳレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入する場合の費用
を補助対象とします。

いずれも、補助額は、レジ１台あたり２０万円が上限です。

 基本的には、補助率は２/３ですが、１台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が３万円
未満の機器については補助率３/４、タブレット等の汎用端末についての補助率は１/２と、
補助率が異なります。

 レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等（バーコードリーダー・キャッシュド
ロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・カスタマーディスプレイ・レ
シートプリンタ・ルーター・サーバ）も合わせて補助対象となります。

 それぞれの型において、補助額は1台あたり20万円が上限となります。また、新たに行う
商品マスタの設定や機器設置（運搬費含む）に費用を要する場合は、さらに１台あたり
２０万円を上限に支援します。

複数台数申請等については、１事業者あたり200万円を上限とします。

 複数台数申請等については、指定の申請書類を追加していただきます。

申請サポート制度が充実しています。

 メーカーや販売店・ベンダー等の協力による代理申請等が利用可能です。
（A-4型は、代理申請又は共同申請が必須）

※リースによる導入も補助対象となります。

Ａ型 複数税率対応レジの導入等支援

Ａ型は、レジの種類や複数税率への対応方法（導入／改修）により

合計４種類の申請方式に分かれます。



B-1型は、指定事業者による代理申請を原則とします。

 専門知識を必要とするシステムの「改修・入替」のため、「指定事業者による代理申請
制度」を導入します。申請者に代わって、システムベンダー等の指定事業者が申請します。

 申請は２段階。改修・入替に着手する前の「交付申請」と、改修・入替が完了した後の
「完了報告」が必要です。いずれも指定事業者が代理申請を行います。
※交付決定以前に作業着手した場合は補助対象になりません。

補助上限額は、発注システム側・受注システム側の改修・入替ごとに異なります。

 （小売事業者等の）発注システムの場合の補助上限額は1000万円、（卸売事業者等の）
受注システムの場合の補助上限額は150万円で、両方の改修・入替が必要な場合の上限は
1000万円となります。

 補助率は、改修・入替に係る費用の２/３です。補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製
品・サービスについては、初期購入費用の１/２を補助対象経費とし、これに補助率を乗じ
るものとします。

Ｂ型は、指定事業者に改修等を依頼するか、事業者自身で行うかで

2種類の申請方式に分かれます。

原則、既にEDI/EOS等の電子的受発注を利用している事業者が対象です。

 取引先間でＥＤＩ／ＥＯＳ等の電子的な受発注システムを利用している事業者（※1）の
電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理機能（※2）のうち、
複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を補助対象とします。

 電子的受発注データのフォーマットやコード等の複数税率対応に伴う改修や、現在利用して
いる電子受発注システムから複数税率対応したシステムへの入替を補助対象とします。

※1 電子的受発注システムは利用していないが、取引先の要請等により、新規にシステムを導入
する場合は補助対象とします。

※2 受発注管理とともに在庫管理、財務会計などが一体となったパッケージ製品・サービスに
ついては、電子的受発注システムの機能を含むものであれば、支援対象とします。

B型 受発注システムの改修等支援

※リースによる入替も補助対象となります。

B-1型
受発注システム・指定事業者改修型
システムベンダー等に発注して、受発注システムを改修・入替する場合の費用を
補助対象とします。

B-2型
受発注システム・自己導入型
中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品・サービスを購入し導入して受発注
システムを改修・入替する場合の費用を補助対象とします。

また、お電話でも問合せを受け付けております。

軽減税率対策補助金事務局コールセンター（受付時間：9時～17時（土・日・祝除く）／通話料有料）

0570 (081) 222 （IP電話等からの番号 03 (6627) 1317）

http://kzt-hojo.jp/
本補助金の詳細については、ホームページをご確認ください。随時更新されます。

B-2型は、事務局に登録されたパッケージ製品・サービスが対象です。

 申請はB-1型とは異なり、改修・入替後に行うことになります。



A-1型
レジ・導入型
• レジメーカー様による事務局への指定メーカー登録申請、および対象製品型番登録申請
• 指定レジメーカー様による「対象製品証明書」の発行

A-3型

モバイルＰＯＳレジシステム
• サービスベンダー様による事務局への指定ベンダー登録申請、および対象サービス・対象

製品（対象パッケージ）型番登録申請
• 指定ベンダー様による「対象サービス・対象製品（対象パッケージ）証明書」の発行

A-4型

ＰＯＳレジシステム
• ＰＯＳレジメーカー様、ベンダー様による事務局への指定メーカー・ベンダー登録申請、

および 対象製品型番登録申請
• 指定ＰＯＳレジメーカー様、ベンダー様による「対象製品証明書」の発行

レジメーカー・レジ販売店・システムベンダー等のみなさま

本補助金事業実施にあたり、以下について、ご協力をお願いいたします。

A-2型
レジ・改修型

• レジメーカー様および販売店様等による「改修証明書」の発行

B-1型
受発注システム・指定事業者改修型
• システムベンダー様による事務局への指定システムベンダー登録申請、および改修・入替

工数、改修・入替作業単価等の登録申請

 指定（メーカー・ベンダー）登録申請、型番登録申請

・事務局に型番登録がされた製品が、補助対象となります。

・型番登録申請と同様式で（メーカー様・ベンダー様の）指定登録申請も行っていただきます。

 対象製品証明書、対象サービス証明書：申請者が補助金交付を受けるために必要です。

補助事業実施にあたり、ご協力をお願いします。

登録方法等については以下ＵＲＬをご確認ください。

B-2型
受発注システム・自己導入型

• パッケージメーカー様による対象パッケージ製品・サービス型番登録申請

また、お電話でも問合せを受け付けております。

軽減税率対策補助金事務局コールセンター（受付時間：9時～17時（土・日・祝除く）／通話料有料）

0570 (053) 555 （IP電話等からの番号 03 (6627) 1316）

http://kzt-hojo.jp/

本補助金の詳細については、ホームページをご確認ください。随時更新されます。
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（参考資料） 国税庁『消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ（個別事例編）』 

平成２８年４月（平成３０年１月改訂）より抜粋 
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