
選択する

納付税額の計算方法は？

選択しない

　事業者は、課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額（以下

「仕入控除税額」）を控除した金額を納付しますが、簡易課税制度を適用する事業者とその他の事業者

とでは、仕入控除税額の計算方法が異なります。

控除税額等の計算は？8
この章では、課税売上げに係る消費税額から差し引くことができる

「仕入控除税額」について説明します。

1. 仕入控除税額の計算方法の選択

●「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務

署長に提出する必要があります。

●簡易課税制度では、「みなし仕入率」により納付税額を計算し

ますので、多額に設備投資を行った場合などで一般課税により

計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはで

きません。

●簡易課税制度を選択した事業者は、2年間継続した後でなけれ

ば、選択をやめることはできません。

簡易課税一般課税

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」を選択できます。

課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、

納付する消費税額を計算します。

課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額

を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。

簡易課税制度を選択しますか？

■納付税額の計算方法（概要）

簡易課税

一般課税

＝ －課税売上げに
係る消費税額

課税仕入れ等に係る
消費税額（実額）

消費税の
納付税額

＝ －課税売上げに
係る消費税額

課税売上げに
係る消費税額

消費税の
納付税額

留意事項 留意事項

→P29 →P38

× みなし
仕入率

この部分の
計算が異なります

●一般課税により申告する事業者は、課税仕入

れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方

の保存が必要です（P32参照）。

●帳簿と請求書等の両方の保存がない場合、仕

入れや経費に係る消費税分を控除することが

できませんので、十分ご注意ください。

　簡易課税制度を適用しない事業者の計算方法を説明します。

2－（1）. 一般課税の場合の計算方法

不課税取引、支払手段、特
定の金銭債権及び現先取引
債券（売現先）等の売上高
は分母、分子に含みません。
ただし、現先取引債券（買
現先）等の取引のうち、金
利相当部分は分母に含みま
す。

注2

特定資産の譲渡等（参照→
P45）を除きます。

注3

課税期間が1年に満たない
場合には、1年に満たない課
税期間における課税売上高
を年換算した金額（当該課
税期間で除し、これに12を
乗じて計算した金額）とな
ります。

注1

課税売上割合

■仕入控除税額の計算方法

課税期間中の課税売上高（税抜き）

課税期間中の総売上高（税抜き）
＝

簡易課税制度を
適用しない事業者

全額控除　→P30［2］①
課税売上高が5億円以下
　　　　かつ
課税売上割合が95 ％以上

課税売上高が5億円超
　　　　又は
課税売上割合が95 ％未満

個別対応方式で計算　→P30［2］②（a）

一括比例配分方式で計算　→P31［2］②（b）

仕入控除
税額

［1］課税売上割合の計算方法

　課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額の計算方法

は、その課税期間中の「課税売上高」及び「課税売上割合」によっ

て異なります。課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税

売上割合が95％以上の場合は、次ページの［2］①の方法により、

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％未満の

場合には、［2］②の方法により計算します。（注1）

　課税売上割合は、次の算式により計算します。（注2）

●分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等（注3）の対価の額の合

計額をいいます（課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高

の合計額となります。）。

●分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等（注3）の対価の

額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれま

す。

●それぞれの売上高には、貸倒れになった売上高を含みます。また、売上

げについて返品を受けたり、値引き、割戻し等を行った場合は、それ

らに係る金額を控除します。

●総売上高に加える特定の有価証券等及び貸付金、預金、売掛金その他の

金銭債権（資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。）の譲

渡の対価の額は、その譲渡の対価の額の5％に相当する金額とされます。

課税売上

総売上高

非課税売上免税売上

課税売上 免税売上

課税売上高〈図：課税売上割合〉
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「消費税簡易課税制度選択届出書」を原則として、事前に納税
地の所轄税務署長に提出する必要があります。
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　課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分のみが、仕入控除税額とな
ります。

けようとする課税期間の末日までに承認を受ける必要があります。なお、承認申請書を適用を受けよう
とする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後１月を経過する日までの間に承認を受け
た場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。
　承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。

この制限は、令和2年3月31日
までに締結した契約に基づき
令和2年10月１日以後に行わ
れる居住用賃貸建物の課税仕
入れ等については適用されま
せん｡なお､居住用賃貸建物の取
得等に係る消費税額の調整につ
いては､Ｐ37をご参照ください。

とされません（注5）。

仕入控除税額 ＝

　課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分のみが、仕入控除税額とな
ります。

けようとする課税期間の末日までに承認を受ける必要があります。なお、承認申請書を適用を受けよう
とする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後１月を経過する日までの間に承認を受け
た場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。
　承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。

CC2020_消費税のあらまし.indd   30CC2020_消費税のあらまし.indd   30 2021/06/08   6:46:262021/06/08   6:46:26



この制限は、令和2年3月31日
までに締結した契約に基づき
令和2年10月１日以後に行わ
れる居住用賃貸建物の課税仕
入れ等については適用されま
せん｡なお､居住用賃貸建物の取
得等に係る消費税額の調整につ
いては､Ｐ37をご参照ください。

とされません（注5）。

仕入控除税額 ＝

　課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分のみが、仕入控除税額とな
ります。

けようとする課税期間の末日までに承認を受ける必要があります。なお、承認申請書を適用を受けよう
とする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後１月を経過する日までの間に承認を受け
た場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。
　承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。

この制限は、令和2年3月31日
までに締結した契約に基づき
令和2年10月１日以後に行わ
れる居住用賃貸建物の課税仕
入れ等については適用されま
せん｡なお､居住用賃貸建物の取
得等に係る消費税額の調整につ
いては､Ｐ37をご参照ください。

とされません（注5）。

仕入控除税額 ＝

　課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上げに対応する部分のみが、仕入控除税額とな
ります。

けようとする課税期間の末日までに承認を受ける必要があります。なお、承認申請書を適用を受けよう
とする課税期間の末日までに提出し、同日の翌日から同日以後１月を経過する日までの間に承認を受け
た場合は、当該課税期間の末日においてその承認があったものとみなされます。
　承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余裕を持って申請書を提出してください。

CC2020_消費税のあらまし.indd   30CC2020_消費税のあらまし.indd   30 2021/06/08   6:46:262021/06/08   6:46:26



（注11）

（注11）

（注12）

（注13）

（注14）

注11

注12注12

注13注13

注14

消費税の申告期限の特例（参
照→P53）の適用を受けて
いる法人は、その適用によ
り延長された申告期限の翌
日から７年間となります。

　消費税等の税率は標準税率（10％）と
軽減税率（8％）の複数税率ですので、事
業者の方は、消費税等の申告等を行う
ために、取引等を税率の異なるごとに
区分して記帳するなどの経理（区分経
理）を行う必要があります。
　課税仕入れ等に係る消費税額を控除
（仕入税額控除）するには、課税仕入れ
等の事実を記録し、区分経理に対応し
た帳簿及び事実を証する区分記載請求書等の両方の保存が必要とな
ります（注６）。これらの両方が保存されていない場合（注７）（注８）は、保存
されていない課税仕入れ等に係る消費税額は控除の対象となりませ
ん（区分記載請求書等保存方式）。

注6

注7

注8

注9

簡易課税制度（参照→P38）
を選択している場合、課税売
上高から納付する消費税額を
計算することから、区分記載
請求書等の請求書等の保存は、
仕入税額控除の要件ではあり
ません。

注10
小売業、飲食店業、タクシー
業等不特定多数の者に対し資
産の譲渡等を行う事業者から
交付を受ける書類で、これら
の事業に係るものについては
⑤の記載が省略されていても
差し支えありません。

詳しくは、国税庁ホームペー
ジの「消費税法改正のお知ら
せ（平成31年４月）（令和３
年４月改訂）」をご参照くださ
い。

（注９）

（注10）
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［5］区分記載請求書等の記載について

区分して

の異なる

税込

15
（注15）

（××年11月２日取引分）
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［4］課税事業者が免税事業者となる場合の調整

　課税事業者が免税事業者となる課税期間の直前の課税期間に仕入れた課税仕入れ等に係

る棚卸資産を、その直前の課税期間の末日において所有している場合
　→　その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、その直前の課税期間における仕入控除税額

　　の計算の対象にすることはできません。

［5］免税事業者が課税事業者となった場合の調整

　免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、納税義務が

免除されていた期間中の課税仕入れ等に係るものがある場合
　→　その棚卸資産についての課税仕入れ等の税額は、課税事業者となった課税期間の課税仕入れ

　　等に係る消費税額とみなして仕入控除税額の計算の対象となります。
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課税仕入れ等に
係る棚卸資産

免税事業者 課税事業者

●その棚卸資産が、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に該当すること。

●その棚卸資産の明細を記載した書類を、事業者が保存していること。

仕入税額控除の対象になります

課税期間の初日の前日に所有している場合

〈
要
件
〉

課税仕入れ等に
係る棚卸資産

3. 簡易課税制度による計算方法

［1］必要な条件

　簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制

度です。

　具体的には、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、み

なし仕入率を掛けて計算した金額が仕入控除税額となります。

　したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要は

なく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。

　簡易課税制度の適用を受けるには、次の要件を全て満たす必要
があります。
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　　　以下であること。
　②　「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとす

る課税期間の初日の前日までに納税地の所轄税務署長に提
出していること。

参照→みなし仕入率は
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