
とは

　適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた
「適格請求書発行事業者」に限られます。この登録は、課税事業者
であれば受けることができます。

（注１）

注1
適格請求書の交付に代えて、
電磁的記録（適格請求書の記
載事項を記録した電子データ、
いわゆる電子インボイス）を
提供することも可能です。
参照→登録についてはP72

「適格請求書発行事業者」が交付する
保存方式
現行の

　税抜経理方式を採用する事業者で、
●その課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満である場合
●居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限（参照→P31）の適用を受けた場合
●課税事業者が、免税事業者となる場合の調整（参照→P38）の適用を受けた場合
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（注3） 注3

等
税額計算の方法

令和元年10月1日

軽減税率制度の実施

区分記載請求書等保存方式

※　この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事
　項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨（80％控除・50％控除の特例を受ける課税仕入
　れである旨）を記載した帳簿の保存が必要です。

全額控除可能
免税事業者等からの課税仕入れにつき 免税事業者等からの課税仕入れにつき 免税事業者等からの課税仕入れにつき

80％控除可能※ 50％控除可能※ 控除不可

令和5年10月1日
令和8年10月1日 令和11年10月1日

適格請求書等保存方法の導入

4年
3年

3年

適格請求書発行事業者の義務 注2

2

の義務等（売手の留意点）
注3

適格請求書等保存方式の開始

開始

開

開始

始
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登録日が上記の課税期間以降の場合（上記経過措置の適用を受けない場合）

登録日が令和５年10月１日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間の場合（経過措置の適用を受ける場合）

登録申請書を提出します。
※　この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

【例②】  個人事業者や12月決算の法人が、課税事業者となる課税期間の初日である
　　　 令和12年1月1日から登録を受ける場合
⇒　消費税課税事業者選択届出書を提出するとともに、登録申請書を令和11年11月30日※までに
　　提出する。

※　課税事業者となる課税期間の初日（令和12年1月1日）の前日（令和11年12月31日）から起算して1月前の日

　「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期
間の初日の前日から起算して１月前の日までに登録申請書を提出します。

【例①】  個人事業者や12月決算の法人が、令和5年10月1日から登録を受ける場合

◎登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

免税事業者の登録手続

注5

登録日
（令和5年10月1日）

令和6年12月期令和5年12月期

登録申請書の提出期限
（令和5年3月31日）

令和4年12月期

免税事業者 免税事業者 適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録日以降は課税事業者となるため、
消費税の申告が必要

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

　詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」に掲載しているパ
ンフレット「適格請求書等保存方式の概要～インボイス制度の理解のために～」をご
参照ください。
　そのほか、特設サイトでは、各種リーフレットやQ&Aを掲載しています。

　経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合、登
録を受けた日から２年を経過する日の属する課税期間の末日まで
は、免税事業者になることはできません（登録を受けた日が令和５
年 10 月１日の属する課税期間である場合を除きます。）。

（注5） から令和 11 年 9 月 30 日
までの日

登録日が令和５年10月１日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

登録日が令和５年10月１日の属する課税期間の場合（経過措置の適用を受ける場合）

登録申請書を提出します。
※　この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

【例①】  個人事業者や12月決算の法人が、課税事業者となる課税期間の初日である
　　　 令和6年1月1日から登録を受ける場合
⇒　消費税課税事業者選択届出書を提出するとともに、登録申請書を令和5年11月30日※までに提
　　出する。

※　課税事業者となる課税期間の初日（令和6年1月1日）の前日（令和5年12月31日）から起算して1月前の日

　「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期
間の初日の前日から起算して１月前の日までに登録申請書を提出します。

【例②】  個人事業者や12月決算の法人が、令和5年10月1日から登録を受ける場合

◎登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

免税事業者の登録手続

（注5）

注5

登録日
（令和5年10月1日）

令和6年12月期令和5年12月期

登録申請書の提出期限
（令和5年3月31日）

令和4年12月期

免税事業者 免税事業者 適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録日以降は課税事業者となるため、
消費税の申告が必要

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

　詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」に掲載しているパ
ンフレット「適格請求書等保存方式の概要～インボイス制度の理解のために～」をご
参照ください。
　そのほか、特設サイトでは、各種リーフレットやQ&Aを掲載しています。

適格請求書発行事業者の登録申請

申請から登録までの流れ

登録申請のスケジュール

登録は課税事業者であれば
受けることができます。

注4

（注4）

登録申請書は
令和3年10月1日
から提出が可能です。

登録申請書は、ｅ－Ｔａｘにより提出ができます。

登録申請書の
受付開始

適格請求書等
保存方式の導入

令和3年10月1日 令和5年3月31日 令和5年10月1日

令和5年10月1日から登録を受けるためには、
原則として令和5年3月31日までに登録申請書
を提出する必要があります。

登録申請書 通知書

登録申請書は、ｅ－Ｔａｘにより提出ができます。

登録申請書の
受付開始

適格請求書等
保存方式の開始

令和3年10月1日 令和5年3月31日 令和5年10月1日

令和5年10月1日から登録を受けるためには、
原則として、令和5年3月31日までに登録申請
書を提出する必要があります。

受付を開始しています。 開始
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