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　令和元年10月１日から消費税率が10％となり、同時に軽減税率が導入されました。飲食料品の

譲渡を行わない事業者であっても、福利厚生や贈答用としての飲食料品の購入や定期購読による

新聞の購入等があり、仕入及び経費処理に係る業務においては旧税率８％に加えて、10％税率と

軽減税率のどちらが適用されているかの確認が日常的に必要となっています。本稿では、購入者

の視点から軽減税率が適用される取引と適用されない取引の具体例について確認し、この改正消

費税法の施行に当たって特に対応が必要となる事項についても再度確認してみたいと思います。

〔質問１〕
　仕入や経費の支払いについて、消費税法の改

正に伴ってどのような対応が必要となるか教え

て下さい。

〔回　答〕

　飲食料品の譲渡を行わない事業者であっても、

仕入や経費の支払いについて軽減税率が適用とな

る取引については、消費税申告時に仕入税額控除

の計算を誤らないように税率毎の区分記帳が必要

となります。さらに、一定の要件を満たした経過

措置の適用対象となる取引については、旧税率

８％が強制的に適用されることとなる（経過措

置についての詳細は６月号及び８月号参照）た

め、標準税率10％（消費税7.8%、地方消費税2.2%）

の他に軽減税率８％（消費税6.24%、地方消費税

1.76%）と旧税率８％（消費税6.3%、地方消費税

1.7%）を加えた３つの税率毎に区分して帳簿の記

帳が必要となります。

　従って、令和元年10月１日以降の取引の経費処

理については、経過措置によって旧税率を適用す

る取引であるか否かを確認し、さらに軽減税率対
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〔質問２〕
　贈答用の飲食料品を贈る際に有料のラッピン

グ等を依頼し、配送サービスを利用することが

あります。飲食料品に係るこれらの支出も軽減

税率の対象となりますか。

〔回　答〕

①�　飲食料品の譲渡に要する送料や保冷剤等の付

随費用について

　飲食料品の譲渡に要する送料は飲食料品の譲渡

の対価ではないので軽減税率の対象となりません。

ただし、送料込みの商品価額しか提示されていな

い場合であれば軽減税率の対象となります。要冷

蔵の食品を送付する際に保冷剤等を同梱する場合

にも、保冷剤が無償であればその代金の全てに軽

減税率（８％）が適用されますが、保冷剤につい

て別途代金を支払う場合には標準税率（10％）が

適用されるので、これらを区分して経理処理する

必要があります。

②　飲食料品を贈答する場合の包装代金について

　得意先等への歳暮等において、飲食料品の贈答

を行う際に有償ラッピングを依頼する場合は、飲

食料品とは別に包装材料の購入と包装材料を使用

したラッピングという役務の提供を受けることに

なるため、そのラッピング代金には標準税率10％

が適用されることとなります。ただし、飲食料品

の譲渡に際してラッピングを行う場合であっても、

中身の食品を取り出した後に当然に廃棄されるよ

象取引であるか否かを確認する必要があります。

軽減税率及び経過措置の対象となる取引と勘定科

目を例示すると以下の通りです。

【軽減税率の適用対象となることが多い取引とその勘定科目】

勘定科目 取引内容と適用税率

福利厚生費 社内で消費する飲食料品や飲料の購入は
軽減税率８％が適用される。

交 際 費 中元や歳暮等の贈答用飲食料品の購入は
軽減税率８％が適用される。

会 議 費 会議用の弁当や菓子、飲料の購入は軽減
税率８％が適用される。

新聞図書費 定期購読契約の新聞の購入は軽減税率
８％が適用される。

【経過措置の対象となることが多い取引とその勘定科目】

勘定科目 取引内容と適用税率

建 物
建物附属設備
構 築 物

平成31年３月31日（指定日の前日）まで
に工事契約しており、その引渡しが令和
元年10月１日以降となる一定の取引につ
いては旧税率８％が適用される。

リ ー ス 料
賃 借 料
地 代 家 賃

令和元年９月30日までに契約しており、
一定の要件を満たす取引については、契
約終了（若しくは更新）まで旧税率８％
が適用される。

業務委託費

平成31年３月31日（指定日の前日）まで
に契約しており、その役務の提供が令和
元年10月１日以降となる一定の取引につ
いては旧税率８％が適用される。

水道光熱費

令和元年10月１日から令和元年10月31日
までの間に検針等によって料金が確定す
る取引については旧税率８％が適用され
る。

通 信 費

令和元年10月１日から令和元年10月31日
までの間の利用等によって料金が確定す
る取引については旧税率８％が適用され
る。

　各課税事業者において上記の取引の記帳に際しては、これま
で以上に税率の確認業務に注意する必要があります。
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少額かつ食品の占める割合が大きいものには例外

的に軽減税率を適用することが認められており、

具体的には以下の①②のいずれの要件も満たす場

合には、軽減税率（８％）が適用されることとな

ります。

①�　一体資産の譲渡の対価の額（税抜）が１万円

以下であること

②�　一体資産の価額のうちに当該一体資産に含ま

れる食品に係る部分の価額の占める割合として

合理的に計算した割合が３分の２以上であるこ

と

　上記の要件①の１万円以下の判定については、

複数商品をまとめ買いしてもセット商品１個当た

りの販売価額（税抜）で判断することとなります。

また、要件②の食品の割合３分の２以上の判定に

ついては、一体資産の譲渡の売価のうち、合理的

に計算した食品の売価の占める割合によるとされ

ていますが、一体資産の譲渡の原価のうち、合理

的に計算した食品の原価の占める割合によること

も認められています。しかし通常、購入者側で商

品の原価を知ることはできないと考えられるため、

購入者側で判断する場合には売価によることにな

ると思います。

〔質問４〕
　仕入先から受けとった請求書等に「軽減税率

対象資産の譲渡である旨」及び「税率ごとに合

うな包装材料による包装を無料で行う場合には、

その商品代金全体が飲食料品の代金とされ、軽減

税率８％が適用されることとなります。

③�　飲食料品等の包装容器が装飾品等に利用でき

る場合

　贈答する飲食料品が、桐の箱等の高価な容器に

入れた状態で販売された場合のように高額な商品

である場合には、その桐の箱に商品の名称等を直

接印字し、その飲食料品を販売するためにのみ使

用されることが明らかな場合には、その飲食料品

の販売に付帯して通常必要と認められる包装材料

とみなして、その代金の全てに軽減税率８％が適

用されることとなります。なお、飲食料品の譲渡

に際して付帯する容器等が、陶磁器やガラス製品

のように開封後も装飾品や食器として利用できる

ものであった場合には、当該容器の代金について

は軽減税率（８％）の適用対象とならず、飲食料

品の代金とは区分して経理処理する必要がありま

す。

　このように飲食料品の贈答に付随する支出の中

には軽減税率の適用対象とならない取引が混在す

る場合があるので、経理処理にあたってはより、

注意深く請求書及び領収書を確認して処理するこ

とが必要となります。

〔質問３〕
　飲食料品と飲食料品以外（酒類含む）が一体

としてパッケージされた商品を購入する場合に

適用される消費税率はどのように判断すること

になりますか。

〔回　答〕

　飲食料品と飲食料品以外の資産が一体として販

売され、その一の資産に係る価格のみが提示され

ているもの（以下、一体資産とする）について

は、原則として軽減税率の適用は無く、標準税

率（10％）が適用されることとなります。ただし、
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計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載が

なかった場合、これらの記載のある請求書の再

交付を受けなければ仕入税額控除を行うことが

できないのでしょうか。また、仕入先が免税事

象者であるために請求書等に同様の記載がない

場合には仕入税額控除はできますか。

〔回　答〕

　令和元年10月１日以降、軽減税率が適用される

取引について仕入税額控除を行うためには「軽減

税率対象資産の譲渡である旨」及び「税率ごとに

合計した課税資産の譲渡等の対価の額」が記載さ

れた請求書等（区分記載請求書等）を保存する必

要がありますが、これらの記載がない請求書等を

交付された場合であっても、当該請求書等の交付

を受けた事業者が、その取引の事実に基づいて不

足の項目を追記して保存することで、仕入税額控

除を行うことが認められています。従って、購入

者の軽減税率適用においては正しい知識を身に着

けておくことが、円滑かつ適切な消費税の申告納

税に不可欠なこととなります。また、区分記載請

求書等の記載事項のうち、請求書等の交付を受け

た事業者側で追記が認められているのは「軽減税

率対象資産の譲渡である旨」及び「税率ごとに合

計した課税資産の譲渡等の対価の額」の２項目に

限られ、それ以外の項目については追記や修正を

行うことはできません。さらに、令和５年９月30

日まで適用が予定されている現行の「区分記載請

求書等保存方式」の下では、免税事業者からの仕

入であっても、区分記載請求書等の記載要件を具

備することを条件に購入者側で仕入税額控除を行

うことが認められています。令和５年10月１日以

降に導入が予定されている「適格請求書等保存方

式」（日本版インボイス制度）の下では、適格請

求書発行事業者の登録をしない免税事業者からの

課税仕入れについては、仕入税額控除の対象から

除外しなければならないことが予定されているた
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め、これらのこととを混同しないよう注意する必

要があります。なお、先のことですが「適格請求

書等保存方式」の導入後の免税事業者に対する経

過措置として「区分記載請求書等保存方式」の下

で仕入税額控除が認められる取引については、令

和８年９月30日までの３年間は80％の金額で仕入

税額控除が認められ、以降令和11年９月30日まで

の３年間は50％の金額で仕入税額控除を認める取

扱いであることも忘れてはなりません。

〔質問５〕
　令和５年10月１日以降に適用となる「適格

請求書等保存方式」への移行に際して必要な適

格請求書発行事業者登録制度の概要と必要な準

備について教えて下さい。

〔回　答〕

　令和５年10月１日以降に適用となる「適格請求

書等保存方式」が導入されれば、仕入税額控除を

受けるために適格請求書等の保存が必要となるた

め、軽減税率の適用対象となる飲食料品等の譲渡

を行う事業者のみならず、全ての消費税課税事業

者が適格請求書を発行できる準備を整えておく必

要があります。現状の「区分記載請求書等」との

比較で「適格請求書等」に追加で記載が求められ

る事項は以下の通りです。

①　適格請求書発行事業者の登録番号

②　税率毎に区分した適用税率

③　消費税額等の金額

　上記の記載事項のうち、②及び③については現

状の「区分記載請求書」において対応済みである

ため、新たに対応が必要となる①の「登録番号」

について検討する必要があります。この「登録番

号」を取得するためには課税事業者自らが所轄税

務署長に申請し、「適格請求書発行事業者」の登

録を受ける必要があります。「適格請求書発行事

業者」の登録申請の受付は令和３年10月１日に開

始することとされており、適格請求書保存方式の

導入開始となる令和５年10月１日に登録を受けよ

うとする事業者は、令和５年３月31日までに登録

申請を所轄税務署長に提出することとされていま

す。登録が必要となる課税事業者の数は膨大とな

ることから、登録申請が令和５年３月31日を過ぎ

た場合、税務署長からの登録の通知が届くまでに

は相当の期間を要することが想定されます。実際

の登録日から通知を受け取るまでの間の取引につ

いて「登録番号」の記載のない請求書を発行する

とした場合、「登録番号」等の記載が不足する事

項について税務署長からの通知を受けた後にそれ

までの取引の相手方に書面等で通知する必要があ

るため、請求事務の二度手間を避けるためにも、

令和５年10月１日の適用開始日において確実に税

務署長からの登録通知を受け取れるように、令和

５年３月31日までに登録申請を忘れずに行うこと

が絶対要件となります。

　今回の消費税改正は、数年間にわたり段階的に

制度適用が進行することになるため、事業者は各

段階において適切に対応する必要があります。ま

た、複数の税率が並行して適用されることとなる

ため、売手のみならず買手となる事業者において

も軽減税率の適宜適切な処理がなされるよう、双

方が注意深く対処していく必要があるように思い

ます。


