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国境を越えて行われるデジタルコンテンツの提供（電子書籍や音楽の配信等）
やインターネット広告の提供の消費税法上の内外判定は、これまで一般的に、
その提供者の所在地により行われてきました。そのため、国外事業者により行
われるこれらの取引には消費税が課されない一方、国内事業者により行われる
これらの取引には消費税が課されており、国内外の事業者間の競争条件に歪み
が生じていることが指摘されていました。
この歪みを解消するため、2015 年度税制改正では、これらの取引を「電気通信
利用役務の提供」と位置付け、役務の提供を受ける者の所在地により内外判定
を行うこととする新たな課税制度が整備され、2015 年 10 月 1 日から適用され
ることになりました。
本稿では、国境を越えた役務の提供に係る消費税に関する改正の概要と本改正
が及ぼす影響を、国外事業者から「電気通信利用役務の提供」を受ける国内事
業者の視点からご紹介いたします。

 

【ポイント】
◦  デジタルコンテンツの提供（電子書籍・音楽の配信等）やインターネッ

ト広告の提供等の取引を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、役務
の提供を受ける者の所在地により内外判定を行うこととする新たな課税
制度が整備され、2015 年 10 月 1 日から適用される。この改正により、
国内外の事業者間に存在した競争条件の歪みの解消が期待される。

◦  国内事業者が国外事業者から提供を受ける「事業者向け電気通信利用役
務の提供」にはリバースチャージ方式が適用され、国外事業者に代わり、
国内事業者が消費税の納税義務を負うことになる。ただし、課税売上割
合が 95％以上である課税期間または簡易課税制度を適用している課税
期間については、当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」は
なかったものとされる。

◦  国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受ける国内事
業者は、その国外事業者が国税庁において登録された国外事業者（登録
国外事業者）である場合に限り、一定の帳簿・請求書等の保存要件のもと、
その「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費税につき、仕入
税額控除の規定を適用することができる。

◦  登録国外事業者であるか否かは、国税庁のホームページで公表される国
外事業者登録簿により確認できる。
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Ⅰ 「電気通信利用役務の提供」の定義と
内外判定基準の見直し

2015年度税制改正により、「電気通信利用役務の提供」とい
う用語が新たに設けられ、その内外判定は役務の提供を受け
る者の所在地により行われることになりました。つまり、国内
事業者や消費者が国外事業者から「電気通信利用役務の提供」
を受ける場合には、役務の提供者の所在地にかかわらず、国
内取引として取り扱われることとなります。これにより、国内
外の事業者間に存在した競争条件の歪みが解消されることが
期待されています。

1. 「電気通信利用役務の提供」とは

「電気通信利用役務の提供」とは、法令上、以下のように定
義されています（消法2①八の三）。

資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物（著
作権法第2条第1項第1号（定義）に規定する著作物をいう）の提供
（その著作物の利用の許諾に係る取引を含む）その他の電気通信
回線を介して行われる役務の提供（電話、電信その他の通信設備
を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く）であって、他の
資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して
行われる役務の提供以外のもの

この定義規定により、「電気通信利用役務の提供」とは「電
気通信回線を介して行われる役務の提供」であることおよび以
下のものが除かれることが明らかにされています。

◦	 電話等の通信サービスそのもの
◦	 	「他の資産の譲渡等」（「電気通信利用役務の提供」以外の
資産の譲渡等）に付随して行われる役務の提供

また、国税庁の公表した『国境を越えた役務の提供に係る消
費税の課税の見直し等に関するQ&A』の問2（「電気通信利用
役務の提供」の範囲）では、「電気通信利用役務の提供」に該当
する取引および「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引
の具体例が、それぞれ以下のように示されています。

「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の具体例

■	 	インターネット等を介して行われる電子書籍・電子新聞・音楽・
映像・ソフトウエア（ゲームなどの様々なアプリケーションを含
む）の配信 

■	 	顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させる
サービス 

■	 	顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提
供を行うサービス 

■	 	インターネット等を通じた広告の配信・掲載 
■	 	インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利

用させるサービス（商品の掲載料金等） 

■	 	インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させる
サービス 

■	 	インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト（宿泊
施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの） 

■	 	インターネットを介して行う英会話教室 

「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引の具体例

■	 	電話、FAX、電報、データ伝送、インターネット回線の利用など、
他者間の情報伝達を単に媒介するもの（いわゆる通信） 

■	 	ソフトウエアの制作等 
	 	著作物の制作を国外事業者に依頼し、その成果物の受領や制

作過程の指示をインターネット等を介して行う場合があります
が、当該取引も著作物の制作という他の資産の譲渡等に付随し
てインターネット等が利用されているものですので、電気通信利
用役務の提供に該当しません。

■	 	国外に所在する資産の管理・運用等（ネットバンキングを含む） 
	 	資産の運用、資金の移動等の指示、状況、結果報告等につい

て、インターネット等を介して連絡が行われたとしても、資産の
管理・運用等という他の資産の譲渡等に付随してインターネッ
ト等が利用されているものですので、電気通信利用役務の提供
に該当しません。

	 	ただし、クラウド上の資産運用ソフトウエアの利用料金などを別
途受領している場合には、その部分は電気通信利用役務の提供
に該当します。

■	 	国外事業者に依頼する情報の収集・分析等 
	 	情報の収集、分析等を行ってその結果報告等について、インター

ネット等を介して連絡が行われたとしても、情報の収集・分析等
という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が利用さ
れているものですので、電気通信利用役務の提供に該当しませ
ん。

	 	ただし、他の事業者の依頼によらずに自身が収集・分析した情
報について対価を得て閲覧に供したり、インターネットを通じて
利用させるものは電気通信利用役務の提供に該当します。

■	 	国外の法務専門家等が行う国外での訴訟遂行等 
  訴訟の状況報告、それに伴う指示等について、インターネット等

を介して行われたとしても、当該役務の提供は、国外における訴
訟遂行という他の資産の譲渡等に付随してインターネット等が
利用されているものですので、電気通信利用役務の提供に該当
しません。

■	 	著作権の譲渡・貸付け
	 	著作物に係る著作権の所有者が、著作物の複製、上映、放送等

を行う事業者に対して、当該著作物の著作権等の譲渡・貸付け
を行う場合に、当該著作物の受け渡しがインターネット等を介
して行われたとしても、著作権等の譲渡・貸付けという他の資産
の譲渡等に付随してインターネット等が利用されているものです
ので、電気通信利用役務の提供に該当しません。

このほか、消費税法基本通達5－8－3（電気通信利用役務の
提供）において、「電気通信利用役務の提供」に該当する取引
の例として、「電話、電子メールによる継続的なコンサルティ
ング」が挙げられています。「電話、電子メールによる継続的
なコンサルティング」が、顧客の依頼により相当な時間をかけ
て行われる情報収集・分析等を経て行われる場合もあり、上
記の『「電気通信利用役務の提供」に該当しない取引の具体例』
で示された「情報の収集・分析等という他の資産の譲渡等に付
随してインターネット等が利用されているもの」との区分が必
ずしも明らかとはいえず、今後の実務上の論点のひとつとなる
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ものと考えられます。

2. 「電気通信利用役務の提供」の内外判定基準

「電気通信利用役務の提供」の内外判定には仕向地主義が導
入され、その役務の提供を受ける者の所在地が日本国内であ
れば国内取引として取り扱われることになります。具体的に
は、役務の提供を受ける者が個人か法人かにより、それぞれ
以下の場所により内外判定を行います（消法4③三）。

個　人 住所または居所（現在まで引き続いて1年以上居住する
場所）

法　人 本店または主たる事務所の所在地

このように、法人が「電気通信利用役務の提供」を受ける場
合の内外判定は、その法人の本店または主たる事務所の所在
地により行われますので、たとえば、内国法人の外国支店が
「電気通信利用役務の提供」を受ける場合には、その取引は国
内取引とされる一方、外国法人の日本支店が「電気通信利用
役務の提供」を受ける場合には、その取引は国外取引とされる
ことになります。

Ⅱ 国外事業者が行う「電気通信利用役務
の提供」の区分

1. 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」の区分

EU諸国では、取引相手が事業者であるか消費者であるかを
判別するために課税事業者番号が活用されていますが、日本
では課税事業者番号制度が採用されていないことから、国外
事業者が行う「電気通信利用役務の提供」は、役務の性質や取
引条件等により、以下のように区分されることになりました。

「事業者向け 
電気通信利用 
役務の提供」 
（B2B取引） 

（消法 2 ①八の四）

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提
供」のうち、その役務の性質またはその役務
の提供に係る取引条件等から、その役務の提
供を受ける者が通常事業者に限られるもの

「消費者向け 
電気通信利用 
役務の提供」 
（B2C取引）

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提
供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務
の提供」以外のもの

消費税法基本通達5－8－4（事業者向け電気通信利用役務
の提供）では、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当
するものの具体例が、以下のように示されています。

役務の性質から通常事
業者向けであることが客
観的に明らかなもの

インターネットのウェブサイト上への広告
の掲載

契約（取引条件等）にお
いて役務の提供を受ける
事業者が事業として利用
することが明らかなもの

役務の提供を受ける事業者に応じて、各
事業者との間で個別に取引内容を取り
決めて締結した契約に基づき行われる
電気通信利用役務の提供

さらに、同通達では、「消費者に対しても広く提供されるよ
うな、インターネットを介して行う電子書籍・音楽の配信また
は各種ソフトウエアやゲームを利用させるなどの役務の提供
は、インターネットのウェブサイト上に掲載した規約等で事業
者のみを対象とするものであることを明示していたとしても、
消費者からの申込みが行われ、その申込みを事実上制限でき
ないものについては、その取引条件等からは事業者向け電気
通信利用役務の提供に該当しない」ことが留意的に示されてい
ます。	

2. 「国外事業者」の意義

国外事業者とは、以下のように規定されています（消法2①
四の二）。

個　人

非居住者である個人事業者 
　↑
居住者（国内に住所を有し、または現在まで引き続いて
1年以上居所を有する個人）以外の個人（所法2①五） 

法　人

外国法人 
　↑
内国法人（国内に本店または主たる事務所を有する法
人）以外の法人（法法2四） 

したがって、外国法人である限り、その日本支店であって
も、国外事業者として取り扱われることになります。

Ⅲ 国内事業者が「事業者向け電気通信利用
役務の提供」を受けた場合の課税関係

国内事業者が国外事業者から「事業者向け電気通信利用役
務の提供」を受ける場合には、課税期間が以下の1または2の
いずれに該当するかにより、異なる課税関係が適用されること
になります。

1.  課税売上割合が95％以上である課税期間または簡易課
税制度を適用する課税期間

国内事業者の事務負担に配慮し、国内事業者の課税期間が
以下のいずれかに該当する場合には、当分の間、「事業者向け
電気通信利用役務の提供」をなかったものとする経過措置が設
けられています（改正法附則42、44②）。
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◦	 	課税売上割合が 95％以上である課税期間（簡易課税制度
を適用していない場合）

◦	 簡易課税制度を適用する課税期間

これらの課税期間においては、消費税法上、「事業者向け電
気通信利用役務の提供」はなかったものとされますので、下記
の2で説明するリバースチャージ方式は適用されません。つま
り、国内事業者には、「事業者向け電気通信利用役務の提供」
に係る消費税の納税義務は生じませんし、その「事業者向け電
気通信利用役務の提供」に係る消費税の仕入税額控除の適用も
ありません。

2. 課税売上割合が95％未満である課税期間

国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受
ける国内事業者の課税売上割合が95％未満である課税期間（簡
易課税制度を適用していない場合）においては、「事業者向け
電気通信利用役務の提供」について、その取引に係る消費税の
納税義務を国内事業者に転換するリバースチャージ方式が適
用されます。
なお、リバースチャージ方式が適用される取引について、
下記の用語が新たに定められ、申告書の様式等においても用
いられていますので、以下の説明ではこれらの用語を使用し	
ます。

特定資産の譲渡等 
（消法 2 ①八の二）

「事業者向け電気通信利用役務の提供」
および「特定役務の提供」

特定課税仕入れ 
（消法 5 ①）

課税仕入れのうち特定仕入れ（事業とし
て他の者から受けた特定資産の譲渡等

（消法 4 ①））に該当するもの

（2015 年度税制改正において、国外事業者による芸能・スポーツ等の役
務の提供が「特定役務の提供」と定義され、2016 年 4月以後に行われる「特
定役務の提供」に係る消費税についても、リバースチャージ方式が適用
されることになった。）

「事業者向け電気通信利用役務の提供」の課税方法 
（リバースチャージ方式）

本体
消費税
合計

100
0

100

代 金

税務署

事業者向け
電気通信利用役務の提供

納税なし

国外事業者
（B）

国内事業者
（B）

特定課税仕入れに係る
消費税・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
特定課税仕入れに係る
仕入税額控除・・・
納税額

8

△0～8
8～0

（1） 納税額計算
国内事業者は、国外事業者から受けた「特定課税仕入れ」の
額を課税標準額に含めて納税する一方、「特定課税仕入れ」に
係る消費税を仕入税額控除の対象として、以下のように納税
額を計算することになります。

納税額計算のイメージ

【A】－ 【B】 ＝ 納税額

【A】 課税標準額に 
対する消費税額

以下の課税標準額に対する消費税額 
◦  国内課税売上高（税抜） 
◦  特定課税仕入れ（支払対価） 

【B】 控除対象仕入税
額

以下の消費税額につき、個別対応方式
または一括比例配分方式により計算し
た金額 
◦  課税仕入れ（特定課税仕入れを除く）

に係る消費税 
◦  特定課税仕入れに係る消費税
◦  輸入消費税

Ⅰ2で述べたように、内国法人の外国支店が「電気通信利用
役務の提供」を受ける場合には、その取引は国内取引とされま
すが、控除対象仕入税額の計算において、個別対応方式を適
用する場合には、内国法人の外国支店が行った「特定課税仕
入れ」（事業者向け電気通信利用役務の提供）に係る消費税は、
課税資産の譲渡等にのみ対応するものとして取り扱われます
（消基通11－2－13（国外取引に係る仕入税額控除））。

（2）  仕入税額控除を適用するための帳簿・請求書等の保存
要件

通常の課税仕入れに係る消費税につき仕入税額控除の適用
を受けるためには、原則として、一定の事項を記載した帳簿
および請求書等の保存が求められています。「特定課税仕入
れ」に係る消費税の仕入税額控除については、請求書等の保存
は求められませんが、帳簿に記載すべき事項には、以下のよ
うに、「特定課税仕入れに係るものである旨」が加えられまし
た（消法30⑦、⑧二）。

帳簿に記載すべき事項

◦  特定課税仕入れの相手方の氏名または名称
◦  特定課税仕入れの年月日
◦  特定課税仕入れの内容
◦  対価の額
◦  特定課税仕入れに係るものである旨

（3） 控除対象外消費税の法人税法上の取扱い
「特定課税仕入れ」により取得した資産に係る消費税につき
控除対象外消費税等（消費税額の経理処理の方法として、税
抜経理方式を採用している場合において、仕入税額控除がで
きない仮払消費税等の額）が生じた場合には、損金経理を行う
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ことを要件に、その発生年度において、法人税法上損金の額
に算入することが認められるよう規定が整備されました（法令
139の4）。
これにより、控除対象外消費税等の法人税法上の取扱いは
以下のようになります。

控除対象外消費税の法人税法上の取扱い

資
産
に
係
る
も
の

【A】
課税売上割合 ≧ 80％  

（発生年度に損金経理）

発生年度におい
て損金算入

【B】
課税売上割合  
＜ 80％  

（発生年度に 
損金経理）

棚卸資産に係るもの

一の資産に係るもの
の金額が 20 万円未
満のもの

特定課税仕入れに係
るもの 

【C】　
繰延消費税額等 

（【A】および【B】以外）

5年間にわたり
均等額（発生年
度は 1/2）を損金
算入

経費に係るもの
損金算入 （交際
費等に係るもの
は損金不算入）

（4） 事例
簡単な事例による納税計算例と仕訳例（科目名も例示）は、
以下のとおりです。

《事例》
◦  国内事業者A社は「事業者向け電気通信利用役務の提供」

により、ソフトウエア（1,000千円）を購入
◦  課税売上割合：70％
◦  仕入税額控除の計算方法：一括比例配分方式
◦  税抜経理方式を採用

《仕訳例》（単位：千円）
1 ソフトウエア購入時

借方 貸方

ソフトウエア 1,000

買掛金 1,000 

仮払消費税（ﾘﾊﾞー ｽﾁｬｰｼﾞ） 80 

仮受消費税（ﾘﾊﾞー ｽﾁｬｰｼﾞ） 80 

2 決算時
借方 貸方

仮払消費税（ﾘﾊﾞー ｽﾁｬｰｼﾞ） 80 

仮受消費税（ﾘﾊﾞー ｽﾁｬｰｼﾞ） 80 

未払消費税  
（下記の《消費税納税額計算》より） 24 

雑損失（控除対象外消費税額等） 24 

（控除対象外消費税額等が損金経理されることにより、法人税法上、損
金の額に算入されることとなる）

3 納税時
借方 貸方

未払消費税 24 

現預金 24 

《消費税納税額計算》　（単位：千円）

【A】
課税標準額に対する消費税額

特定課税仕入れに係る消費税

80

【B】 
控除対象仕入税額

特定課税仕入れに係る消費税 
×　課税売上割合 

80 × 70％ ＝ 56

【A】－【B】 ＝　納税額 80 － 56 ＝ 24

（ソフトウエアの購入以外の取引は考慮していない）

本改正前には、国外事業者からのソフトウエアの購入は一
般的に国外取引として取り扱われ、消費税が課されていませ
んでしたので、本改正により、この事例におけるA社の税負
担額は約16千円（*）増加することになります。

（*）	約 16 千円は以下の合計額です。
①	消費税の納税額の増加：	 24 千円
②		法人税の納税額の減少：	 約△ 8千円
	 	（法人税法上損金の額に算入される控除対象外消費税額等（24 千円）
に法人実効税率 33％を乗じた金額）

（5） その他の留意点
国内事業者に対し「特定資産の譲渡等」を行う国外事業者は、
あらかじめ、その国内事業者がその「特定資産の譲渡等」に係
る消費税を納める義務がある旨を表示しなければならないこと
とされていますが（消法62）、たとえ国外事業者がこの表示義
務の履行を怠ったとしても、国内事業者の納税義務が免れる
ことはありません（消基通5－8－2（特定資産の譲渡等の表示
義務））。
したがって、国外事業者から「電気通信利用役務の提供」を
受ける国内事業者は、その取引が「特定資産の譲渡等」（事業
者向け電気通信利用役務の提供）に該当するかどうか、自ら判
断する必要があります。
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Ⅳ 国内事業者が「消費者向け電気通信利
用役務の提供」を受けた場合の課税関係

1.  国内事業者が「消費者向け電気通信利用役務の提供」
を受けた場合の課税関係

国内事業者が国外事業者から「電気通信利用役務の提供」を
受ける場合には、その役務の提供は、Ⅱで述べたように、そ
の役務の性質や取引条件等により、「事業者向け電気通信利用
役務の提供」または「消費者向け電気通信利用役務の提供」に
区分されることになりますので、国内事業者であっても、「消
費者向け電気通信利用役務の提供」を受けることがあります。
そして、国内事業者または国内消費者に対し「消費者向け電
気通信利用役務の提供」を行う国外事業者は、その「消費者向
け電気通信利用役務の提供」に係る消費税の申告納税義務を負
うことになりますが、国外事業者による適正な申告納税を確保
することは必ずしも容易ではありません。そして、国外事業者
が納税義務を果たさない場合においても、課税仕入れを行っ
た側である国内事業者の仕入税額控除を認めてしまうことと
すると、日本政府の歳入に不利益をもたらす可能性がありま
す。
そこで、登録国外事業者制度が新たに設けられ、あらかじ
め、国税庁に登録した国外事業者（登録国外事業者）から「消
費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合のみ、国内事
業者にその「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費
税につき仕入税額控除を適用することが認められることとされ
ました（改正法附則38①）。

「消費者向け電気通信利用役務の提供」の課税方法

本体
消費税
合計

100
8

108

代 金

税務署

消費者向け
電気通信利用役務の提供

納税　8

国外事業者
（B）

（課税事業者である場合）

国内事業者
（B）

（「登録国外事業者」からの
仕入れの場合のみ）

仕入税額控除
△0～8

2.  登録国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務の
提供」を受けた場合

1で述べたように、登録国外事業者から「消費者向け電気通
信利用役務の提供」を受けた国内事業者は、その「消費者向け
電気通信利用役務の提供」に係る消費税につき仕入税額控除の
適用を受けることができますが（改正法附則38①）、以下の点
に留意する必要があります。

（1） 登録国外事業者か否かの確認
国外事業者が登録国外事業者になるためには、申請書およ
び必要書類を所轄の税務署経由で国税庁に提出する必要があ
り、既に7月1日から登録申請が受け付けられています。また、
国税庁は、登録後速やかに、登録国外事業者に関する以下の
事項を国外事業者登録簿に登載し、インターネットを通じて
公表することになっています。

◦  氏名または名称
◦  住所もしくは居所または本店もしくは主たる事務所の所在地
◦  消費税に係る事務所等の所在地（有する場合）
◦  登録番号
◦  登録年月日

したがって、国内事業者が国外事業者から「消費者向け電気
通信利用役務の提供」を受ける場合には、あらかじめ、国外事
業者登録簿により、相手が登録国外事業者か否かを確認する
ことができます。

（2）  仕入税額控除を適用するための帳簿・請求書等の保存
要件

通常の課税仕入れに係る消費税につき仕入税額控除の適用
を受けるためには、原則として、一定の事項を記載した帳簿
および請求書等の保存が求められていますが、登録国外事業
者から受ける「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る消
費税につき仕入税額控除の適用を受けるために、帳簿および
請求書等に記載すべき事項は以下のとおりです（消法30⑦⑧、
改正法附則38②）。下線をつけた項目が「消費者向け電気通信
利用役務の提供」に係る消費税につき、追加的に求められる記
載事項です。

帳簿に記載すべき事項

◦  課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
◦  課税仕入れの年月日
◦  課税仕入れの内容
◦  対価の額
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請求書等に記載すべき事項

◦  課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
◦  課税資産の譲渡等の年月日
◦  課税資産の譲渡等の内容
◦  対価の額
◦  登録国外事業者に消費税の納税義務がある旨
◦  書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

なお、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る請求書
等の保存は電磁的記録の保存によることも認められています
（改正法附則38③、改正消規附則2）。

3.  未登録国外事業者から「消費者向け電気通信利用役務
の提供」を受けた場合

1で述べたように、未登録国外事業者から「消費者向け電気
通信利用役務の提供」を受けた国内事業者は、その「消費者向
け電気通信利用役務の提供」に係る消費税につき仕入税額控除
の適用を受けることができません（改正法附則38①）。
なお、国内事業者が税抜経理方式を採用している場合には、
未登録国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務
の提供」に係る仮払消費税は、その全額が控除対象外消費税等
とされることになります（「消費税法等の施行に伴う法人税の
取扱いについて」（平成元年3月1日付直法2－1）14の2（登録
国外事業者以外の者との取引に係る仮払消費税等の金額））。

Ⅴ 適用開始時期・経過措置

1. 適用開始時期

上記の改正は、2015年10月1日以後に行われる取引につい
て適用されます（改正法附則1三ロ、35）。

2. 経過措置

国外事業者が2015年4月1日前に締結した契約に基づき、
2015年10月1日前から同日以後引き続き行う「電気通信利用
役務の提供」については、改正前の規定が適用されるという経
過措置が設けられています（改正消令附則2）。ただし、2015
年4月1日以後に対価の額の変更が行われた場合には、この経
過措置の適用はなくなります。

法令略称

消法 消費税法 

消基通 消費税法基本通達 

所法 所得税法

法法 法人税法

法令 法人税法施行令 

改正法附則 所得税法等の一部を改正する法律（2015 年度改
正法）の附則

改正消令附則 消費税法施行令等の一部を改正する政令（2015
年度改正政令）の附則

改正消規附則 消費税法施行規則等の一部を改正する省令（2015
年度改正省令）の附則

国税庁 HP にて公表された情報

国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/
cross/01.htm 
◦  「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等につい

て（国内事業者の皆さまへ）」 
◦  「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等につい

て（国外事業者の皆さまへ）」
◦  「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関す

る Q&A」

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたし
ます。

KPMG 税理士法人
タックステクニカルセンター
パートナー・税理士　村田　美雪
TEL: 03-6229-8044
miyuki.murata@jp.kpmg.com

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/01.htm
mailto:miyuki.murata@jp.kpmg.com
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