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　平成 31 年 10 月 1 日より消費税率が 10％に引上げられます。あわせて実施され
るのが軽減税率という仕組みで、低所得者に配慮する観点から実施されるものです。
　軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」です。これらは、平成
31 年 10 月以降も 8％に据え置かれます。
　今後は購入する商品によって税率が異なります。消費者も似ている商品ならなる
べく 8％の商品を買いたいと思うでしょう。小売店などが本来 8％の税率のものを
10％で販売してしまったらクレームを受けるでしょう。
　日本ではじめて導入する制度です。混乱やトラブルをすべて回避するのは容易では
ありません。
　余裕をもって、今日から準備を始めましょう！

　本冊子では、原則として「和暦」表示としておりま
すが、2019 年 5 月以降の和暦については、「平成」
から新しい元号に変更されることとなっています。作
成時点では、新元号が公表されていないため、2019
年以降についても便宜的に「平成」を使用しています。
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消費税率 6.3％

8.0％

地方消費税率

合計

平成31年10月1日以降
平成26年4月1日以降

1.7％
（消費税額の 17/63）

7.8％

10.0％

2.2％
（消費税額の 22/78）

6.24％

8.0％

1.76％
（消費税額の 22/78）

標準税率 軽減税率

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

5％

8％
10％

4/110/1 10/1

消費税転嫁対策特別措置法※

１ 平成31年 10 月 1日から
消費税等が 10％に上がります

※消費税転嫁対策特別措置法については P10 を参照

　今般の消費税率の引上げは、幅広く国民各層に社会保障の安定財源の確保のための
負担を求めることにより、社会保障の充実・安定化と財務健全化の同時達成を目指す
ものです。
　平成 26 年 4 月 1 日に、消費税率及び地方消費税率（以下、消費税率）が 5％から 8％
へ引上げられ、平成 31 年 10 月１日以降、８％から 10％へ引上げられます。

　引上げ後の税率（10％）は、平成 31 年 10 月 1 日（適用開始日）以後に行われ
る資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正
前の税率を適用することとするなどの経過措置（P20 参照）が講じられています。

消費税率の引上げ

消費税率の引上げスケジュール
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２ 消費税のしくみ
　消費税及び地方消費税（以下、消費税）は、消費一般に広く公平に課税する間接税
です。ほぼすべての国内における商品の販売、サービスの提供及び保税地域から引き
取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに現在 8％（うち 1.7％は地方
消費税）の税率で課税されています。

　また、消費税の税金分は、事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて次々
と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担するこ
ととなります。

出典：国税庁「消費税のあらまし」

消費税は、価格転嫁ができれば、企業の損益には影響を与えません。
ただし、駆け込み需要や反動減には、経営上対応する必要があります。

ポイント

◆消費税のしくみ
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標準税率

10％

20％

20％

25％

日本※

フランス

イギリス

スウェーデン

軽減税率（対象商品）

8％（酒類・外食を除く飲食料品、新聞）

2.1％（新聞、雑誌、医薬品など）
5.5％（書籍、食料品など）

0％（食料品、水道水、新聞など）
5％（家庭用燃料、電力など）

10％ （旅客輸送、外食など）

0％（医薬品など）
6％（新聞、映画）
12％（食料品、外食、宿泊施設の利用料など）

軽減税率実施の背景
　税率引上げにあわせて実施されるのが、軽減税率という仕組みです。消費税は生活
必需品を含む幅広い商品の取引に一律に課税されるため、低所得層の負担感が重くな
る「逆進性」と呼ばれる問題が生じます。軽減税率を取り入れることで、この「逆進
性」を少しでも和らげようとしています。

※平成 31年10月1日以降

３

◆軽減税率を導入している国（一部）

　酒類や飲食料品を販売していない事業者も軽減税率対策は必要です。
　たとえば、会議用にペットボトルのお茶を購入すれば、それは軽減税率の
対象となり、帳簿の作成時に消費税率 8％として記帳しなければなりません。
　詳しくは P19 を参照してください。

ポイント
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軽減税率の対象品目

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）です。

出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」

４

◆軽減税率の対象となる飲食料品のイメージ

①　酒類と外食を除く飲食料品

②　定期購読契約が締結された週 2 回以上発行される新聞
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国税庁　軽減税率

◆「一体資産」は軽減税率となる場合があります

◆軽減税率の対象とならない「外食」の定義

　「一体資産」とは、「おもちゃ付きお菓子」や
「陶磁器と和菓子」のように、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
されているものを言います。
　一体資産のうち、税抜価格が 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、
全体が軽減税率の対象となります（それ以外は全体が標準税率の対象となり
ます）。

　軽減税率の対象品目に、「外食」は含まれてい
ません。
　以下 2 点を満たすものが外食となります。
　①テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に
　　用いられる設備のある場所において、
　②飲食料品を飲食させるサービス

ポイント

軽減税率の対象品目・税額の計算方法などの相談窓口

◆国税庁ホームページ 
　- 消費税の軽減税率制度について

　軽減税率の対象品目や税額
の計算方法に関しては、お近
くの税務署へお問い合わせく
ださい。



第２章

＜必須編＞

消費税率引上げに向けた
対策チェック
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１

商品A

商品 B

消費税 8％ 消費税 10％

税込 298 円

税込 500 円

税込 303 円

税込 509 円

「値ごろ感」がなくなる

「キリのよさ」がなくなる

消費税率引上げ後に向けて
計画的に準備を進めよう

消費税率引上げ後の販売価格を決めよう

こんな場合はどうする？

　消費税率引上げの際によく話題に上る言葉に、「価格転嫁」という言葉があります。
価格転嫁とは、引上げ分を商品価格に円滑に上乗せ（転嫁）させることを指します。
例えば、108,000 円（税込）で販売していたものを、消費税率引上げ後に 110,000
円（税込）で販売できれば「価格転嫁できた」ということになります。
　しかし、一つ考えなければならないことがあります。それは「消費者の心理」とい
う問題です。消費者にとっては、従来は 108,000 円で買えたものが、110,000 円
払わないと買えないわけですから、全体として財布のひもが固くなることが予想され
ます。「他社のものを買おう」「今年は買うのをやめよう」とか「今まで毎月利用して
いたけど、これからは 2 か月に 1 回にしよう」など、いろいろな心理の変化が生じ
てくる可能性があります。
　企業にとっては、消費税率引上げを「事業全体を見直すきっかけ」と考え、社内で
対策を練ることをお勧めします。視点としては、①個々の商品の魅力や価値をアピー
ルする、②単品別の利益率を見直して、価格そのものを見直す、③顧客との関係性を
見直し、顧客の離反を防ぐ、などが考えられます。
　「消費税率引上げ＝価格転嫁が重要」なのは言うまでもないことです。しかし、「そ
の商品が選ばれなくなるリスク」も考慮し、商品、価格、販売促進など総合的に対策
を練ることが必要です。
　まずは引上げ後に向けて、現状を確認し、計画的に準備を進めましょう。

　小売業や飲食業等では現在、298 円（税込）という値ごろ感がある価格や、500 円（税
込）というキリのよい価格で商品を販売しているケースがあるでしょう。
　価格を変えられない場合は、価格の表示方法を工夫するのも一手です（P12 参照）。
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消費税転嫁拒否行為を
受けたらすぐ相談！

03-3581-3379
◆公正取引委員会 相談窓口

秘密厳守

これまで税込価格で取引していたので、
引上げ後も価格を据え置きにした。

通常支払われる対価に比べて、対価の額を低く定
める行為は、「買いたたき」にあたります。

消費税率の引上げ分を、差し引いて
振り込んだ。

消費税率の引上げ分を、事後的に減らして支払う
行為は、「減額」にあたります。

消費税率の引上げ分を支払う代わりに、
値札の付け替え作業を要求した。

消費税の転嫁を受け入れる代わりに、指定する商
品購入やサービス利用、経済上の利益を要請する
行為は、「商品購入、役務利用、利益提供の要請
にあたります。

税込価格の見積書しか受け取りませんと
拒否した。

消費税を含まない価格での交渉の申出を受けたに
も関わらず、その申出を拒否する行為は「本体価
格での交渉の拒否」にあたります。

消費税転嫁拒否行為を
公正取引委員会等に知らせたことを理由に、
取引停止など不利益な取扱いをした。

消費税の転嫁拒否行為を、公正取引委員会等に知
らせたことを理由に、取引数量の減少や取引の停
止、不利益な取扱いを行う行為は、「報復行為」
にあたります。

消費税の転嫁拒否行為は法律違反です！

　消費税率の引上げにあたり消費税の転嫁を拒む行為は、「消費税転嫁対策特別措置
法」で禁止されています。下記の行為は、主な消費税転嫁対策拒否行為です。転嫁拒
否行為をしない／されないよう、まずはセルフチェックをしてみましょう。

合わせてチェック！

消費税転嫁拒否 相談

出典：公正取引委員会「消費税転嫁拒否行為セルフチェック」
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過去の消費税率引上げを振り返る

契約書を確認しよう

　過去（平成 9 年、平成 26 年）の消費税率引上げの際の状況について、総務省の統
計をみると、平成 26 年の方が平成 9 年と比べて 3 月の駆け込み需要は大きくなっ
ています。また、その反動減も平成 26 年の方が大きくなっています。今回の消費税
率引上げ時においても同様のケースを想定し、対策を講じることをお勧めします。

　例えば、契約書に「108,000 円（消費税込み）」と記載されている場合、消費税が
何％になっても消費税が含まれている、という意味になります。この場合、消費税が
10％に上がっても、厳密には 108,000 円しか請求できないことになってしまいます。
　そこで、このような契約書を取り交わしている場合は、本体価格と消費税額を分け
て記載したうえ、「税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正
税法施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とす
る。」という但し書をつけた覚書を取り交わすのが望ましいです。この内容ならば、
消費税率が 10％になっても、対応できます。

出典：総務省統計局 家計ミニトピックス「消費税率の引上げに伴う消費の動き 」

◆消費支出の季節調整済実質指数の動き



第２章：消費税率引上げに向けた対策チェック／必須編

12

２
価格表示の方法を決めよう

　小売業や飲食業等では、消費税率の変更に伴い、値札やメニュー表の表示価格を変
える必要がでてきます。
　表示価格の原則は税込価格の表示（総額表示）です。ただし、平成 33 年 3 月 31
日までは、消費税法の特例として「事業者が表示する価格が税込価格と誤認されない
ための措置を講じているときは、税抜価格を表示できる」と規定されています。なお、

「総額表示をしない事業者であっても、できるだけ速やかに総額表示にするよう努め
なければならない。」と規定されていることから、適用期限（平成３３年３月３１日）
が切れるまでの消費税引上げから１年半の間に、可能な限り速やかに表示方法につい
ての準備対策を施すことが重要です。

出典：内閣官房ほか「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン） 」
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A. テイクアウト等と店内飲食
両方の税込価格を表示

B. 店内掲示等を行うことを前提に
どちらか片方のみの税込価格を表示

異なる「税込」価格を設定する場合

飲食店の
メニュー
表示例

イートイン
の表示例

イートイン
の表示例

◆MENU◆

ハンバーガー 330 円
（324円）

165 円
（162円）

（　）内はテイクアウト
の価格です。

コーラ

162 円
（店内飲食　   165 円）
  惣菜パン

飲食店の
メニュー
表示例

◆MENU◆

テイクアウトの場合、
税率が異なりますの
で、別価格となります。

330 円
165 円コーラ

ハンバーガー

162 円  惣菜パン

＜店内掲示＞

イートインご利用の場合、
税率が異なりますので、
別価格となります。

統一の税込価格を表示

①「すべて軽減税率が適用されます」「消費税は8％しか頂きません」といった表示は
　転嫁表示阻害表示に該当するのでNG

②テイクアウト等の価格を店内飲食に合わせて値上げする場合、消費者から問われた
　際に、合理的な理由を説明することが想定される

「税込」価格を統一する場合

飲食店の
メニュー
表示例

◆MENU◆

サンドウィッチ 350 円
180 円コーヒー

Aセット 600 円

イートイン
の表示例

 チーズケーキ　170 円

（参考）適正な転嫁等の観点から以下の点に留意！

◆同一の飲食料品につき、テイクアウト等と店内飲食の双方を行う場合の価格表示
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＜両方の消費税額を表示＞

消費税転嫁対策特別措置法の適用期限（平成 33年（2021 年）3月 31日）までは、
誤認防止措置を講じている場合には「税抜価格による表示」も認められます。

（参考）税抜価格による表示

飲食店のメニュー表示例

イートインの表示例

◆MENU◆

ハンバーガー 300 円
150 円

（税額：店内／テイクアウト）

（30円／24円）
（15円／12円）

本体価格

コーラ

＜税抜価格のみを表示①＞

◆MENU◆

ハンバーガー 300 円（税抜）
150 円（税抜）コーラ

＜片方の消費税額を表示＞

◆出前おしながき◆

かけそば 700 円 ＋56円
＋72円900 円山菜そば
＋64円800 円天丼

店内飲食の場合、税率が異なるため消費税
額が異なります。

店内飲食とテイクアウトでは、税率が
異なるため消費税額が異なります。

＜税抜価格のみを表示②＞

◆MENU◆

ハンバーガー 300 円（＋税）
150 円（＋税）コーラ

店内飲食とテイクアウトでは、税率が
異なるため消費税額が異なります。

当店の価格はすべて税抜表示となっております。
なお、持ち帰りとイートインご利用では、税率が異
なるため消費税額が異なります。

150 円  惣菜パン ＜店内掲示＞
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３ 事務処理のルールの変更点を
確認しよう

請求書発行編

　平成 31 年 10 月からは、消費税率が 10％になることに加えて、軽減税率の 8％
も導入されます。これにあわせて、その取引に消費税が発生しているのかを確認する
ルールも厳格化されます。
　将来的な目標は「適格請求書等保存方式（インボイス制度：P17 参照）」の導入で、
これは平成 35 年 10 月の予定とされています。そして、その一歩手前の段階として、
平成 31 年 10 月の消費税率引上げのタイミングで「区分記載請求書等保存方式」が
導入されます。「区分記載」とは、税率が複数になるので、それを区分して記載する、
ということです。

◆軽減税率制度実施に伴う請求書の様式の変更

◆ 3 つの請求書の記載事項の違い

出典：国税庁「軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール」

出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」
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◆請求書はこのように作成しよう（区分記載請求書等保存方式 )

ポイント
　請求書には個々の商品名の記載が必要となりますが、中小規模の小売店等
が利用している多数の商品登録が行えないレジにより発行されるレシートへ
の商品名の記載は、商品の一般的総称でまとめて記載するなど（割り箸→「雑
貨」、牛肉→「食料品」）、その取引が課税資産の譲渡等であり、かつ、軽減
税率が適用される取引か否かが判別できる程度の記載があれば差し支えあり
ません。
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４
インボイス制度（適格請求書等保存方式）とは

「適格請求書」とは

適格請求書発行事業者登録制度

　適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるため
の手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類
をいいます。平成 35 年 10 月から新たに開始が予定される制度です。

　適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
　適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録
申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録
を受けることはできません。

出典：国税庁「適格請求書等保存方式が導入されます」

平成35年 10月から！
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　適格請求書発行事業者には、取引の相手方（課税事業者に限ります）の求めに応じ
て、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課さ
れます。

適格請求書発行事業者の義務等（売手側の注意点）

　適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他
これらに類する書類を交付しなければなりません。

◆適格請求書の記載事項

①適格請求書発行事業者の氏名又は
　名称及び登録番号

②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税率ごとに合計した対価の額
　（税抜き又は税込み）及び適用税率

⑤消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名
　又は名称

免税事業者が取引から排除される？

　インボイス制度（適格請求書等保存方式）の下では、適格請求書発行事業者以外の
方（免税事業者等）からの仕入れについては、仕入税額を控除できません。そのため、
免税事業者と取引すると納税額が大きくなり、取引をしたがらなくなるのでは、とい
う見方も出ています。つまり、免税事業者が取引から排除される懸念があるのです。
　そこで、インボイス制度導入から一定期間は、区分記載請求書等と同様の事項が記
載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の規定の適用を受ける旨が記載され
ている場合には、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が
設けられています。
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帳簿作成編

　軽減税率の対象となる品目は、飲食料品などの一部に限られています。では、自社
の事業は飲食料品を扱っていないので、この軽減税率は関係ないか？　というと、実
はそうでもありません。なぜなら、事業において飲食料品などを購入した場合は、そ
れが軽減税率の対象であることを帳簿に記載するからです。
　軽減税率対象品目を扱わない事業者を含め、すべての課税事業者が標準税率（10％）
と軽減税率（8％）を区分して経理を行います。それに伴い、経理システムの変更、
改修が必要になる可能性があります。
　なお、適用税率ごとに区分した経理ができない中小事業者などに対しては、一定期
間、税額計算の特例措置が設けられています。

◆帳簿はこのように作成しよう

◆請求書等保存方式と帳簿の記載事項の違い

①課税仕入れの相手方の氏名
　または名称

②課税仕入れを行った年月日

③課税仕入れに係る資産または
　役務の内容

④課税仕入れに係る支払対価の額

出典：国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」
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3/31

パターン 1

パターン２

パターン３

パターン４

８％

10％

10/1

消費税引上げ施行日

契約 引渡

契約 引渡

引渡

引渡契約

契約

帳簿作成に必要な知識①　税率引上げに伴う経過措置

　改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地
域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われ
た資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税に
ついては、改正前の税率が適用されることとなります。 
　ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改
正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

◆経過措置図表

ポイント
　次に掲げるものには、10％への税率引上げ後においても改正前の税率

（8％）が適用されます。これ以外にも、消費税法の適用に関して所要の経
過措置が設けられています。

旅客
運賃等

電気
料金等

平成 31 年 10 月 1 日以後に行う旅客運送の対価や映画・
演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への
入場料金等のうち、平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 9
月 30 日までの間に領収しているもの

継続供給契約に基づき、平成 31 年 10 月 1 日前から継続
して供給している電気、ガス、水道、電話に係る料金等で、
平成 31 年 10 月 1 日から平成 31 年 10 月 31 日までの
間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの 
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※上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。

ポイント（続き）

請負
工事等

資産の
貸付

通信販売

家電
リサイクル
料金

予約販売に
係る
書籍等

特定
新聞等

平成 25 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間
に締結した工事（製造を含む）に係る請負契約（一定の要
件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る
請負契約を含む）に基づき、平成 31 年 10 月 1 日以後に
課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲
渡等 

平成 25 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間
に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成 31 年
10 月 1 日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場
合（一定の要件に該当するものに限る）における、平成
31 年 10 月 1 日以後行う当該資産の貸付け 

通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成 31
年 4 月 1 日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提
示する準備を完了した場合において、平成 31 年 10 月 1
日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成 31 年
10 月 1 日以後に行われる商品の販売 

特定家庭用機器再商品化法に規定する製造業者等または指
定法人が、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価
で平成 31 年 10 月 1 日前に領収しているものにつき、平
成 31 年 10 月 1 日以後に行う再商品化等

平成 31 年 3 月 31 日前に締結した不特定多数の者に対す
る定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍その他の物品
に係る対価を平成 31 年 10 月 1 日前に領収している場合
で、その譲渡が平成 31 年 10 月 1 日以後に行われるもの

不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として
定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発
売日が平成 31 年 10 月 1 日前であるもののうち、その譲
渡が平成 31 年 10 月 1 日以後に行われるもの 
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帳簿作成に必要な知識編②　税額計算の特例（経過措置）

◆売上税額の計算の特例
　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、売上げの一定割合を、軽
減税率対象の売上げとして税額計算することができます。
　この特例は、軽減税率制度の実施から 4 年間（平成 31 年 10 月 1 日から平成 35
年 9 月 30 日までの期間）選択することができます。

出典：国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」

ポイント
　上表の②について、通常の営業で軽減税率対象品目とその他のものを販売
している事業者が、催事場への出店等で軽減税率対象品目のみを販売するよ
うな営業日がある場合、このような営業日は通常の事業の営業日とはいえな
いため、除外して算定する必要があります。
　上記特例の適用対象期間は 4 年のため、その間に経理体制を整え、円滑
に計算するよう準備をする必要があります。

　軽減税率制度が実施される平成 31 年 10 月以降一定期間、売上げまたは仕入れを
軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者（基準期間における課税売
上高が 5,000 万円以下の課税事業者）に対し、売上税額または仕入税額の計算につ
いて、特例措置が設けられています。



23

ポイント

軽減コールセンター

ご質問・ご相談は「軽減コールセンター」まで！

　消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談につ
いては、消費税軽減税率電話相談センター（軽減コー
ルセンター）で受け付けています。

専用ダイヤル　0570-030-456
受付時間　　　9:00 〜 17:00（土日祝除く）

帳簿作成に必要な知識編②　仕入計算の特例

　仕入れの一定割合を、軽減税率品目の仕入れとして税額計算することがで
きる特例は、軽減税率制度の実施から 1 年間（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の末日までの期間）選択する
ことができます（売上税額の計算の特例は 4 年間）。

出典：国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」

◆軽減コールセンター

　仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者は、仕入れの一定割合を軽減税率
対象品目の仕入れとして税額計算することができます。また、簡易課税制度の事後選
択による適用が可能です。
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第 3章

＜経営力向上編＞

消費税率引上げに向けた
対策チェック
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すべての商品で
価格転嫁が可能である

はい いいえ

OK！
現在の事業を
見直そう

駆け込み需要と反動減
の対応などに備えてお
きましょう。

次頁の「利益ツリー」
を参考に、事業の見
直しを行いましょう。

経営理念や自社の強み、将来
のビジョンなどを見直す「経
営革新」を検討しましょう。

現在の事業そのものが厳しい
場合は…

新たな取り組みを
考えよう

１
今の事業を見直そう

　消費税率引上げに伴うコスト上昇分を価格転嫁でき、売上げにも影響がなければ問
題ありません。しかし、現実的には値上げするとお客様が離れるのではないかという
懸念もあります。まずは、以下の流れで考えていきます。

　まず、全ての商品で価格転嫁が可能であるかどうかを考えてみます。
　これが可能であれば、問題ありません（もちろん、管理面や資金繰り、駆け込み需
要と反動減の対応などはきっちり行う必要があります）。
　全ての商品で価格転嫁を行うことが難しい場合は、減少する利益を何かしらの方法
で補填する必要があります。補填方法としては、新たな取り組みなどの事業の見直し
が考えられるでしょう。
　次頁では、事業の見直しの考え方として「利益ツリー」をご紹介します。
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利益の
増加

売上の
増加

客単価の
増加

大型投資の
節減

機器等の
節減

仕入単価の
削減

人件費の
削減

経費の
削減

客数の
増加

投資の
節減

経費等の
削減

費用の
削減

・商品別価格設定の見直し
・店格やサービスの見直し　など

・店舗改装費の減少　など

・什器・設備の効率化、見直し　など

・家賃、光熱費、通信費等の諸経費の
　見直し

・商品陳列やメニューの見直し
・買上点数を増やす提案　など

・店頭の見直し
・プロモーション効果の向上　など

・顧客満足度の向上、固定客づくり、
　顧客の選別　など

・初期投資の削減交渉

・在庫管理の徹底　など
・仕入先や仕入方法の見直し

・賃金体系の見直し　など
・適正人員配置

商品単価の
増加

買上点数の
増加

新規客数の
増加

既存客数の
増加

利益ツリー
　現在の事業を見直す方法としては、いくつかの方法があります。例えば「ヒト、モ
ノ、カネ、情報」の 4 つの視点で自社を見直し、どこを強化すべきかを考えること
も一つの方法です。または「企画、製造、営業、アフターフォロー」のように、自社
の業務をいくつかに区切り、各業務を見直す方法もあります。
　ここでは「利益＝売上―費用」という点に着目し、売上げの増加と費用の減少をも
たらすために、何をすべきかを体系的に考えていく「利益ツリー」をご紹介します。
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２ 消費税率引上げ後の
資金繰りは大丈夫？

　消費税率の引上げに伴い、納税額の増加が予想されます。納税時の資金繰りに困ら
ないように納税資金の確保に意識して取り組みましょう。
　消費税率 10％への引上げにより、8％時と比べ納税額は 1.25 倍に増加します。ま
た、納税額の増加だけでなく、日頃の管理も重要になります。例えば、消費税率引上
げ前に本体価格 1,000 円を売上げた際、税込 1,080 円だったものが 1,100 円にな
ります。収入としては一時的に 20 円の増加となります。しかし消費税は「預かり税」
です。顧客から預かった消費税を運転資金に流用している場合には、申告納税時に資
金負担が重くなるでしょう。消費税納税に関する資金繰りを今以上に考えなければい
けません。
　また、売掛金が回収できないと、仮受消費税が回収できません。消費税納税の観点
からも、従来以上に売掛金回収が重要になってきます。

消費税を滞納してしまった場合の経営への影響

ポイント

①延滞税の発生により、さらなる資金繰りの悪化を招きます。
②納税証明書が出ないため金融機関からの借入が困難になります。
③取引先を含め、社会的信用を失う恐れがあります。
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食品
卸売事業者

売価
1,080円

売価
2,200円

本体価格
1,000円

本体価格
2,000円

仕入 8％

食材 外食サービス

販売10％
飲食店 消費者

消費税
80円

消費税
200円

種苗販売
事業者

売価
1,100円

売価
2,160円

本体価格
1,000円

本体価格
2,000円

仕入10％

種苗 野菜

販売 8％
農家 消費者

消費税
100円

消費税
160円

軽減税率の対象品目（飲食料品等）を扱う事業者は、仕入時と販売時の税率が
異なりますので、 日々の資金繰りや納税額に特に注意が必要です。

　消費者から預かる消費税額が多く、日々の資金繰りには余裕が出るが、納税
額は多くなる

　仕入先へ支払う消費税額が多く、日々の資金繰りは厳しくなるが、納税額は
少なくなる

＜ケース 1 ＞　納税時の資金繰りに気をつけたい例（飲食店など 8％で
　　　　　　　仕入れて 10％で販売する業者の場合）

＜ケース 2 ＞　日々の資金繰りに気をつけたい例（農家など 10％で
　　　　　　　仕入れて 8％で販売する事業者の場合）

◆軽減税率の対象品目（飲食料品等）を扱う事業者の資金繰り
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導入・改修費用：3/4 以内
導入費用が 3万円未満の機器を 1台のみ導入する場合：4/5
タブレット等の汎用機器：1/2

レジ 1台あたり 20 万円以内、券売機 1台あたり 20 万円以内。
さらに、新たに行う商品マスタの設定や機器設置に費用を要する場
合は、1台あたり 20 万円を加算。複数台を導入する場合等は、1事
業者あたり 200 万円上限。

・レジ本体　
・レジ付属機器（レシートプリンタ、キャッシュドロア、
　バーコードリーダー、クレジットカード決済端末、
　カスタマーディスプレイ等）
・機器設置に要する経費（運搬費を含む）
・商品マスタの設定費用

機器を導入または改修して全ての支払いが完了した後、速やかに申請
（申請は随時受付を行っています）。

補助率

補助額上限

補助対象

申請の
タイミング

３
補助金を活用しよう

　軽減税率制度の実施に伴い、「複数税率対応レジ」の導入など、対応が必要となる
場合があります。
　複数税率対応レジを新たに導入したり、対応できるよう既存のレジを改修したりす
るときに活用できる補助金制度があります。
　また、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・入替を行う場合にも補助が受け
られます。

　中小企業・小規模事業者の方が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、複数税率に対応するレジの新規導入（入替）や複数税率対応のための既存の
レジの改修をする場合または区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行す
る券売機を導入・改修する場合に、その経費の一部を補助する制度です。

レジ導入支援などの概要
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詳しくは軽減税率対策補助金事務局ホームページで！

3/4 以内

・（小売事業者等の）発注システムの場合：1,000万円
・（卸売事業者等の）受注システムの場合：150万円
・発注システム・受注システム両方の場合：1,000万円

・電子的受注データのフォーマットやコード等の改修
・現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応した
　システムへの入替
・電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、 
  受注管理機能のうち、複数税率対応に伴い必要となる改修・入替

交付申請は、システム改修・入替前（随時受付を行っています）
ただし、パッケージ製品・サービスを自ら購入し導入する場合（B-2型）
は導入後に申請

補助率

補助額上限

補助対象

申請の
タイミング

原則 3/4 150 万円

軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム（※）の改修・導入を
行う必要がある中小の卸売事業者、製造事業者等

補助率 補助額上限

補助対象

電子的受発注システムの改修等支援の概要

請求書管理システムの改修等支援の概要

http://kzt-hojo.jp/

　電子的受発注システム（EDI/EOS 等）を利用する事業者が、複数税率に対応する
ために必要となるシステムの改善・入替を支援します。

　軽減税率に対応するために必要となる、区分記載請求書等保存方式に対応した請求
書管理システムの改修・導入を支援します。

軽減税率対策補助金
◆軽減税率対策補助金事務局

※区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシステム
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