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税務情報 

国税庁及び東京都主税局からの公表情報 

1. 国税庁 ― 「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて』の一部改正

について（法令解釈通達）」等の公表 

2023 年 10 月 1 日から、消費税法において、複数税率に対応した仕入税額控除の

方式として「適格請求書等保存方式」（以下、「インボイス制度」）が導入されます。 

仕入税額控除の対象となる課税仕入れに係る消費税額について、インボイス制度導

入前は、課税仕入れに係る支払対価の額に 7.8/110（軽減税率が適用されるもので

ある場合は 6.24/108）を乗じて算出した金額とされています。一方、インボイス制度

導入後においては、仕入税額控除の対象となる課税仕入れに係る消費税額は、適

格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に基づき計算した金額その他の政令で

定めるところにより計算した金額とされ、免税事業者や消費者など、適格請求書発行

事業者以外の者（以下、「免税事業者等」）から行った課税仕入れ（古物営業を営む

者が棚卸資産を取得する取引等を除きます。）は、経過措置期間（*）を除き、仕入税

額控除の適用を受けることができなくなります。 

従って、消費税の納税義務者である法人は、法人税の課税所得金額の計算に当た

り、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」）の経理処理を税抜経理方式による

場合には、インボイス制度導入後において免税事業者等からの課税仕入れについ

て仮払消費税等の額はないこととなります。 

上記を背景として、国税庁は 2 月 10 日、以下の（1）の法令解釈通達（2 月 9 日付）

を公表するとともに、2 月 19 日にはこの通達に関する（2）の趣旨説明及び（3）の

Q&A を公表しました。 

（1）「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の一部改正について（法令

解釈通達） 

以下の（2）趣旨説明に掲載されている「インボイス制度導入に伴う消費税経理通達

の改正」（PDF 437KB）の「（3）見直しの必要性」には、この通達（以下、「消費税経理

通達」）の改正の趣旨として次のように説明されています。 

 インボイス制度導入後は、免税事業者等からの課税仕入れについて仕入税額控

除の対象となる課税仕入れ等の税額がなく、取引の対価の額と区分される消費

税等の額はない。他方で、システム対応や事務負担等の観点から免税事業者等
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からの課税仕入れについてインボイス制度導入前どおりに仮払消費税等を計上

する経理が行われることもありうるところである。 

 この点、消費税経理通達では、仮受消費税等の額から仮払消費税等の額を控除

した金額と納付すべき消費税等の額との間に差額がある場合には、当該差額に

ついてはその差額が生じた課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額

とする取扱いがあるため（消費税経理通達 6）、仮にインボイス制度導入前どおり

に仮払消費税等を計上する経理が行われた場合には、その経理が行われた金

額について納付すべき消費税等の額との間に差額が生じ、その経理が行われた

金額はその事業年度の損金の額に算入されるのではないかとの疑義が生ずる。 

 しかしながら、課税仕入れ等の税額がないのに仮払消費税等を計上する経理が

行われるのは事実に即した経理処理ではない。このことから、法人税法施行令も

免税事業者等からの課税仕入れについて控除対象外消費税額等が生じない構

成となっており、これと同様に、これまでの消費税経理通達の取扱いを見直すこ

ととし、免税事業者等からの課税仕入れについて、仮に仮払消費税等として経理

をした金額があっても、その経理をした金額を取引の対価の額に算入して法人税

の課税所得金額の計算を行うことを明らかにすることとした。 

 具体的には、仮払消費税等の額とは、法令の規定により仕入税額控除の対象と

なる課税仕入れ等に係る消費税額等の合計額であることとし、これと異なる金額

で経理をした場合には、その差額をその取引の対価の額に算入して法人税の課

税所得金額の計算を行うこととした。 

このような趣旨の下、消費税経理通達において、1（用語の意義）に「仮受消費税等

の額」及び「仮払消費税等の額」が新設されるとともに、3 の 2（仮受消費税等又は仮

払消費税等と異なる金額で経理をした場合の取扱い）や 14 の 2（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係る消費税等の処理）の新設、6（仮払消費

税等及び仮受消費税等の清算）の改正等が行われています。 

（2）令和 3 年 2 月 9 日付課法 2-6「『消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いにつ

いて』の一部改正について」（法令解釈通達）の趣旨説明 

上記（1）で列挙した 1、3 の 2、6、14 の 2 の新設・改正について、その内容や趣旨が

詳細に解説されるとともに、その他の改正通達のうち、改正前後で実質的な内容の

変更がないものについては、その旨も明記されています。 

（3）令和 3 年改正消費税経理通達関係 Q＆A（令和 3 年 2 月） 

上記（1）の改正に伴い、インボイス制度導入後の法人税の所得金額の計算における

消費税及び地方消費税の取扱いを、具体的な事例を用いて Q&A 形式（全 9 問）で

解説するものです。 

問 2～4 では、免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱いについて、

経過措置期間（*）中と経過措置期間後に分けて解説しています。 

また、問 5～9 では、会計上、インボイス制度導入前の金額で仮払消費税等を計上し

た場合の法人税の取扱いについて、免税事業者から減価償却資産を取得した場合

（経過措置期間（*）中・経過措置期間後）、免税事業者から棚卸資産を取得した場合

（経過措置期間後）及び免税事業者に経費等を支出した場合（経過措置期間後）に

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210209/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/210209/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
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分けて解説しています。 

（*）経過措置期間 

インボイス制度導入後 6 年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、次の

課税仕入れの区分に応じてそれぞれ次の金額を仕入税額控除の対象とする経過措

置（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）が設けられています。 

 2023 年 10 月 1 日から 2026 年 9 月 30 日までの間に行われた課税仕入れ 

その課税仕入れに係る支払対価の額に 7.8/110（軽減税率が適用されるものである

場合は 6.24/108）を乗じて算出した金額に 80/100 を乗じて算出した金額 

 2026 年 10 月 1 日から 2029 年 9 月 30 日までの間に行われた課税仕入れ 

その課税仕入れに係る支払対価の額に 7.8/110（軽減税率が適用されるものである

場合は 6.24/108）を乗じて算出した金額に 50/100 を乗じて算出した金額 

2. 東京都主税局 ― 個人事業税（都税）の申告期限の延長 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が 2020 年分

所得税の確定申告期間（2021 年 2 月 16 日～3 月 15 日）と重なる点を踏まえ、国税

庁が申告所得税等の申告期限及び納付期限を全国一律で 2021 年 4 月 15 日（木）

まで延長したことを受け（e-Tax News No.217「国税庁 - 申告所得税、贈与税及び個

人事業者の消費税の申告・納付期限等を延長」（2021 年 2 月 3 日発行））、総務省も

各都道府県知事に対し、地方税に係る申告・納付期限等について適切な運営を求め

ているところです（e-Tax News No.219「国税庁 - 申告所得税等の申告・納付期限

等の延長に係る告示」（2021 年 2 月 18 日発行））。 

上記を踏まえ、東京都主税局は 2 月 22 日、「国税の申告・納付期限の延長に伴う対

応について（新型コロナウイルス感染症拡大防止関係）」というページを公表し、

2021 年 2 月 2 日から 2021 年 4 月 14 日までに到来する個人事業税の申告期限を

2021 年 4 月 15 日（木）まで延長することを公表しました。（年の中途において事業を

廃止した場合は除かれます。） 

この取扱いは、同日付けの東京都告示第 148 号（PDF 64.7KB）に基づくものです。 

なお、上記のページには、事業を廃止した場合を除き、所得税の確定申告を行った

納税者は個人事業税の申告を行ったものとみなされるため、個人事業税について別

途申告を行う必要はない旨も記載されています。 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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