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Ⅲ 適格請求書発行事業者の義務等 

  

１ 総論 

 

（適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等（注１、２）を行った場合に、相手方

（課税事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています

（新消法 57 の４①）。 

なお、適格請求書発行事業者は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録

を提供することができます（新消法 57 の４⑤）。 

ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付するこ

とが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます（新消令 70 の９②）（適格請求書の交

付義務が免除される取引の詳細については問 41から問 47までをご参照ください。）。 

① ３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送 

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が

卸売の業務として行うものに限ります。） 

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無

条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。） 

④ ３万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限り

ます。）  

（注）１ 課税資産の譲渡等に係る適用税率は問いませんので、標準税率の取引のみを行って

いる場合でも、取引の相手方（課税事業者に限ります。）から交付を求められたときは、

適格請求書の交付義務があることにご留意ください。 

２ 免税取引、非課税取引及び不課税取引のみを行った場合については、適格請求書の

交付義務は課されません。 

 

  

問 24 適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。 

また、交付義務が課されない場合はあるのですか。【令和２年９月改訂】 
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（適格簡易請求書の交付ができる事業） 

【答】 

適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場

合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交

付することができます（新消法 57の４②、新消令 70 の 11）。 

また、適格簡易請求書についても、その交付に代えて、その記載事項に係る電磁的記録を提

供することができます（新消法57の４⑤）。 

 

① 小売業 

② 飲食店業 

③ 写真業 

④ 旅行業 

⑤ タクシー業 

⑥ 駐車場業（不特定かつ多数の者に対するものに限ります。） 

⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業 

 

①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません

ので、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を

交付することができます。 

また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性

質により判断します。例えば、以下のような事業が該当することとなります。 

・ 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、

取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態であ

る事業 

・ 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、

相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業（取引の相手方について

資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手方ごとに個別に行われる

取引であることが常態である事業を除きます。） 

  

問 25 適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか。【令和

４年 11 月改訂】 
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（適格請求書の様式） 

【答】   

適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 

適格請求書として必要な次の事項が記載された書類（請求書、納品書、領収書、レシート等）

であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します（新消法57の４①、インボイス通達３

－１）。 

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 課税資産の譲渡等を行った年月日(※) 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

  ※ 課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて

作成する場合には、当該一定の期間を記載することができます。 

 

（手書きの領収書） 

【答】  

手書きの領収書であっても、適格請求書として必要な次の事項が記載されていれば、適格請

求書に該当します（新消法57の４①、インボイス通達３－１）。 

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 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 

 なお、適格簡易請求書を交付する場合の記載事項については、問 56《適格簡易請求書の

記載事項》をご参照ください。 

 

 

 

 

問 26 適格請求書の様式は、法令又は通達等で定められていますか。【令和４年４月改訂】 

問 27 当店は、現在、顧客に手書きの領収書を交付しています。 

適格請求書等保存方式の開始後においても、その手書きの領収書を適格請求書として交

付することはできますか。【令和４年４月改訂】 
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（適格返還請求書の交付義務） 

【答】  

適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行

う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています（新消法57の４③）。適格返還請求書の記

載事項については、問58から問60までをご参照ください。 

ただし、適格請求書の交付義務が免除される場合と同様、次の場合には、適格返還請求書の

交付義務が免除されます（新消令70の９③）。 

① ３万円未満の公共交通機関（船舶、バス又は鉄道）による旅客の運送 

② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売（出荷者から委託を受けた受託者が

卸売の業務として行うものに限ります。） 

③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売（無

条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。） 

④ ３万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 

⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス（郵便ポストに差し出されたものに限り

ます。） 

上記のほか、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満（注）である場合には、

その適格返還請求書の交付義務が免除されます（新消法57の４③、新消令70の９③二）。 

（注） ここでいう１万円未満の判定単位については、問 29《少額な対価返還等に係る適格返

還請求書の交付義務免除に係る１万円未満の判定単位》をご参照ください。 

  

問 28 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か

対応が必要ですか。【令和５年４月改訂】 
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（少額な対価返還等に係る適格返還請求書の交付義務免除に係る１万円未満の判定単位） 

【答】 

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その適格返還請求

書の交付義務が免除されます（新消法57の４③、新消令70の９③二）。 

また、売上げに係る対価の返還等とは、事業者の行った課税資産の譲渡等に関し、返品を受

け又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上金額の全部若しくは一部の返還又は当該

売上げに係る売掛金等の債権の額の全部若しくは一部の減額を行うことをいいます（消法38①）。 

したがって、このような売上金額の返還や債権の減額の金額が１万円未満であれば、適格返

還請求書の交付義務が免除されることとなります。 

   具体的には、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額に

より判定することとなります。 

  例：① 500,000円の請求に対し、買手は振込手数料相当額440円減額した499,560円を支払 

      （売手は、440円を対価の返還等として処理） 

     ⇒ １万円未満の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除される 

    ② 400,000円の請求に関し、１商品当たり100円のリベートを後日支払（合計20,000円） 

     ⇒ １万円以上の対価返還等であり、適格返還請求書の交付義務は免除されない 

（注） この１万円かどうかの判定は、値引き等の金額に標準税率が適用されたものと軽減税

率が適用されたものが含まれている場合であったとしても、適用税率ごとの値引き等の

金額により判定するものではなく、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の

単位ごとの減額金額により判定することとなります。 

  

問 29 売上げに係る対価の返還等に係る税込金額が１万円未満である場合には、当該対価返還等

に関し適格返還請求書を交付する義務が免除されるとのことですが、１万円未満の対価返還

等とは、どのような単位となりますか。【令和５年４月追加】 
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（売手が負担する振込手数料相当額） 

【答】 

ご質問の場合、取引当事者間の契約関係等により、次のように対応が分けられます。 

１ 売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合 

売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を

行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要

がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は１万円未満となると考えられます

ので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります（新消法 57 の４

③、新消令 70 の９③二）。 

ご質問の場合は、売上値引きの金額が 440 円であるため、当該売上値引きに係る適格返還

請求書の交付は必要ありません。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げ

に係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税

率（８％）対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減

税率（８％）が適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金

額から差し引いて支払うことで売手が負担する商慣行があります。この売手が負担する振込

手数料相当額について、適格請求書等保存方式の開始後、売手が代金請求の際に既に適格請

求書を交付している場合に、必要となる対応を教えてください。【令和５年４月追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売手 買手 

金融機関 

①10,000 円請求 

②9,560 円振込 

②振込手数料 

440 円 

売手 買手 

金融機関 

①10,000 円請求 

②9,560 円振込 

②振込手数料 

440 円 

③適格返還請求書の交付（不要） 

▲440 円     

課税売上げ  10,000 円 

売上対価の返還▲440 円 

課税仕入れ  10,000 円 

仕入対価の返還▲440 円 
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２ 振込手数料相当額について、売手が買手から「代金決済上の役務提供（支払方法の指定に

係る便宜）」を受けた対価とする場合 

 売手の買手に対する課税資産の譲渡等と、買手の売手に対する代金決済上の役務の提供は、

それぞれ異なる課税資産の譲渡等となります。 

したがって、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入税額控

除の適用を受けるためには、買手から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。 

 なお、売手は、請求金額から差し引かれた振込手数料相当額について、仕入明細書等を作

成し、買手の確認を受けて仕入税額控除を行うこともできます（新消法 30⑨三）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   （注） 一定規模以下の事業者については、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日ま

での間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額

が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該

課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられて

います（28 年改正法附則 53 の２、改正令附則 24 の２①）。 

       詳しくは、問 108《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照

ください。 

  

売手 買手 

金融機関 

①10,000 円請求 

 

②9,560 円振込 

②振込手数料 

440 円 

③適格請求書の交付 

440 円 

課税売上げ   440 円 

課税仕入れ 10,000 円 
課税売上げ 10,000 円 

課税仕入れ    440 円 
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３ 買手が売手のために金融機関に対して振込手数料を立替払したものとする場合 

買手が売手に代わって振込手数料を立替払したものとする場合、売手は、買手が金融機関

から受け取った振込手数料に係る適格請求書及び買手が作成した立替金精算書等の交付を受

け、振込手数料に係る仕入税額控除を行うことになります（この場合、買手が請求金額から

差し引く金額が金融機関の振込手数料と同額である必要があります。）。 

なお、買手が金融機関のＡＴＭを使って振込手続を行った場合、当該ＡＴＭ手数料は自動

販売機特例の対象となりますので、買手が金融機関から受け取った適格請求書及び買手が作

成した立替金精算書等の保存は不要となります（売手は、買手が差し引いた金額が振込手数

料であること及び立替えでの支払が金融機関のＡＴＭでの振込みであることを確認した上で、

一定の要件の下で帳簿のみの保存により仕入税額控除を行うことが可能となります。）。 

立替金については、問 92《立替金》を、自動販売機特例については、問 41《適格請求書の

交付義務が免除される取引》及び問 47《自動販売機及び自動サービス機の範囲》を、帳簿の

みの保存で仕入税額控除が認められる場合の要件については、問 107《帳簿のみの保存で仕

入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》を、それぞれご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 一定規模以下の事業者については、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日ま

での間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額

が１万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該

課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられて

います（28 年改正法附則 53 の２、改正令附則 24 の２①）。 

       詳しくは、問 108《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照

ください。 

  

売手 買手 

金融機関 

①10,000 円請求 

 

②9,560 円振込 

②振込手数料 

440 円 

③買手が金融機関から受け取っ

た適格請求書及び買手が作成

した立替金精算書等の交付 

440 円 

立替金の精算 
課税売上げ 10,000 円 

金融機関からの 

課税仕入れ 440 円 課税仕入れ 10,000 円 
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（売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理の変更） 

【答】 

 売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理については、当該振込手数料相当額を売上

げに係る対価の返還等として処理する場合又は支払手数料として処理する場合（立替金とする

場合も含みます。）があります（詳細については、問30《売手が負担する振込手数料相当額》を

ご参照ください。）。 

 ご質問のように、支払手数料としての経理処理を適格請求書等保存方式の開始後、売上げに

係る対価の返還等としての経理処理に変更することは問題ありません。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売上げに

係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従います。そのため、軽減税率（８％）

対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率（８％）

が適用されます。 

 また、経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上げに係る対価の返還等とすること

もできますが、この場合であっても、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った

場合の適用税率は、売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従う

ことから、適用税率に応じた区分のほか、帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載

する必要があります。 

 この点、支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するとい

った、通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。 

 

  

問 31 売手からの代金請求について、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金

額から差し引いて支払うことで売手が当該振込手数料相当額を負担する場合について、当社

は、当該負担額を支払手数料として経理処理していましたが、適格請求書等保存方式の開始

後においては、売上げに係る対価の返還等として経理処理することを考えています。この場

合、どのような対応が必要となりますか。【令和５年４月追加】 
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（適格請求書に係る電磁的記録による提供） 

【答】  

適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税事

業者に限ります。）から求められたときは、適格請求書を交付する必要がありますが、交付に代

えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供することができます（新消法57の４①⑤）。 

したがって、貴社は、請求書データに適格請求書の記載事項を記録して提供することにより、

適格請求書の交付に代えることができます。 

ただし、適格請求書発行事業者が提供した電子データを電磁的に保存しようとする場合には

一定の要件を満たした状態で保存する必要がありますが、その具体的な内容については、問79

《適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法》をご参照ください。 

  （参考） 電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体に

よる提供のほか、例えば、次の方法があります（インボイス通達３－２）。 

      ① ＥＤＩ取引（注）における電子データの提供 

      ② 電子メールによる電子データの提供  

      ③ インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供 

（注） ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）取引とは、異なる企業・組織間で商

取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等を

いいます。 

 

 

（交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応） 

【答】  

売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請

求書（電磁的記録により提供を行った場合も含みます。）の記載事項に誤りがあったときは、買

手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交

付しなければなりません（新消法57の４④⑤）。 

なお、買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手

である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保

存が必要な請求書等に該当しますので（新消法30⑨三）、買手において適格請求書の記載事項の

誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めること

も考えられます。この場合は、売手である適格請求書発行事業者は、改めて修正した適格請求

書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。 

買手である課税事業者の対応は、問90《交付を受けた適格請求書に誤りがあった場合の対応》

をご参照ください。 

 

  

問 32 当社は、請求書を取引先にインターネットを通じて電子データにより提供していますが、

この請求書データを適格請求書とすることができますか。【令和３年７月改訂】 

問 33 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。【令和３年

７月改訂】 
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（修正した適格請求書の交付方法） 

【答】   

適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合

（電磁的記録により提供を行った場合を含みます。）において、これらの書類の記載事項に誤り

があったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易

請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません（新消法57の４④⑤）。 

これらの交付方法は、例えば、 

・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 

・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方

法 

などが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問34 交付した適格請求書等に誤りがあった場合に交付する修正した適格請求書等の交付方法に

ついて教えてください。【令和３年７月追加】 

請求書《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

100,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

10,000円

請求書《修正》《４月分》 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

登録番号：T123456… 

 

月 日 商品

4 ３ 菓子 ※ 5,900

４ 酒 30,000

7 菓子 ※ 30,000

・・・

売上額

100,000円

110,000円

※は軽減税率対象

10％対象

合計

売上金額

（税抜き）

８％対象

消費税額等

8,000円

11,000円

請求書 
〇年〇月〇日 

●●(株)御中 
(株)△△ 

 

〇年〇月〇日付４月分請求書について、
下記のとおり誤りがありましたので、修
正いたします。 

 

正

売上額

110,000円

売上額

100,000円

（注）当初の適格請求書と合わせて保存願います。

合計 消費税額等

10％対象

誤

10％対象 10,000円

11,000円

合計 消費税額等
修正箇所 

修正箇所 

①改めて記載事項の全てを記載したものを交付する場合 

関連性の明確化 

②修正した事項を明示したものを交付する場合 

誤り箇所 

修正した適格請求書等を交付した事業者は、当初交付

した適格請求書の写し及び修正した適格請求書等（①

又は②）の写しの保存が必要です。 

当初交付した適格請求書 

…

…
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（継続した取引における修正した適格請求書等の交付方法） 

問 35 当社は機械用部品の卸売業者です。販売先の小売業者に対しては、１月ごとに請求書を交

付しており、単価や数量誤りなどにより当月の請求金額が変わる場合には、以下のとおり、

継続的に翌月の請求書において前月の過少請求又は過大請求分を加減算し調整しています。 

以下の請求書について登録番号等を追加することで適格請求書の記載事項を満たす場合に

おいて、現在と同様に当月分の請求書で前月分の過少請求等を調整する記載は認められます

か。【令和４年 11 月追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○㈱御中 

請求書 

Ｘ年６月請求 

税抜合計 消費税（10％） 総計 

1,200,000 120,000 1,320,000 

≪請求金額明細≫ 

行 商品名 数量 単価 税抜価格 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｂ部品 200 300 60,000 

３ Ｃ部品 100 400 40,000 

…

26 Ｚ部品 100 500 50,000 

△△商事㈱ 

○○㈱御中 

請求書 

Ｘ年７月請求（翌月分の請求） 

税抜合計 消費税（10％） 総計 

1,320,000 132,000 1,452,000 

≪請求金額明細≫ 

行 商品名 数量 単価 税抜価格 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｂ部品 200 300 60,000 

３ Ｃ部品 100 400 40,000 

…
 

26 Ｚ部品 100 500 50,000 

前月修正 

１ Ａ部品 100 200 20,000 

２ Ｃ部品 100 -100 －10,000 

△△商事㈱ 

※Ｘ年６月請求の変更事項 

 Ａ部品（数量変更） 

 誤 100 ⇒ 正 200 

 Ｃ部品（単価変更） 

 誤 400 ⇒ 正 300 
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【答】   

適格請求書発行事業者が、適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した場合

（電磁的記録により提供を行った場合を含みます。）において、これらの書類の記載事項に誤り

があったときには、これらの書類を交付した相手方に対して、修正した適格請求書、適格簡易

請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません（新消法57の４④⑤）。 

これらの交付方法として、 

・ 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法 

・ 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方

法 

などが考えられます（具体的な記載方法については、問34《修正した適格請求書の交付方法》

をご参照ください。）。 

一方で、ご質問における過少請求等の調整に関しては、単に誤りを修正するもののほか、売

上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれるものと考えられます。当該対価の返還等に

ついては、適格返還請求書を交付することとなりますが、適格返還請求書と適格請求書は一の

書類で交付することができます（具体的な方法については、問60《適格請求書と適格返還請求

書を一の書類で交付する場合》をご参照ください。）。 

したがって、ご質問のような過少請求等について、翌月の請求書において継続的に調整して

いる場合には、当該調整（翌月の請求書において、過少請求等に関する金額を当該請求書にお

ける課税資産の譲渡等の対価の額から直接加減算した金額及びその金額に基づき計算した消費

税額等を記載する方法）により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱って差し

支えありません。 

 この場合における当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税

込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月

分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。 
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（値増金に係る適格請求書の交付） 

【答】  

建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するも

のですが、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定す

るものではありません。 

そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収

入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしています（基通

９－１－７）。 

このように、ご質問の値増金は、相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の

属する課税期間の課税標準額に算入することとしているため、当該値増金が建設工事等の対価

の一部を構成するものであったとしても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に

係る適格請求書を交付することとなります。 

この場合における適格請求書の次の記載事項は、当該値増金に係る金額を基礎として記載す

ることとなります。 

① 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

② 税率ごとに区分した消費税額等 

  （参考） 協同組合等において農産物の買取販売に係る販売代金の価格修正として組合員が受

け取る事業分量配当金についても同様です。 

  

問 36 当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の

請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増

金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付し

た請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している

請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。【令和４年 11月追加】 
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（登録日から登録の通知を受けるまでの間の取扱い） 

【答】  

ご質問の場合、登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した

請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなく適格請求書の記載事項を満

たしていません。 

この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、適格請求

書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要がありますが、通知を受けた後

に登録番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を相手方に書面等（注）で通知する

ことで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます（イン

ボイス通達２－４）。 

（注） 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者が適格

請求書の記載事項を適正に認識できるものに限ります。 

 

（参考） 現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間については、

「インボイス制度特設サイト」に掲載していますのでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

（令和５年10月１日前後の取引に係る適用関係） 

【答】 

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者である売手は、国内において課税資

産の譲渡等を行った場合、取引の相手方（課税事業者に限ります。）の求めに応じ、適格請求書

を交付する義務が課されています（新消法57の４①）。 

また、課税事業者である買手は、仕入税額控除の要件として、原則として、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存を要することとなります（新消法30⑦⑧⑨）。 

これらについては、令和５年10月１日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課

問 37 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそ

うですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書（区分記載請求

書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、

「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はありません。）を交付しています。改めて、適格

請求書の記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか。【令和５年４月改訂】 

問 38 適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等に

係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことですが、令和５年 10 月

１日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期

が異なる場合、適格請求書等の保存の要否についてどのように考えればよいでしょうか。【令

和５年４月追加】 

「インボイス制度特設サイト」 

（登録申請書等に係る通知までの期間の目安） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
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税仕入れについて適用されることとなります（28年改正法附則46①）。 

この点、同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上

時期が必ずしも一致しない場合があります。 

例えば、機械装置の販売において、売手が出荷基準により令和５年９月に課税売上げを計上

し、買手が検収基準により令和５年10月に課税仕入れを計上するといったことも生じます。こ

の場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引（課税資産の譲渡等）

であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取

引に係る適格請求書の交付義務はありません。 

このため、買手においては、原則として、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の

譲渡等の時期）が令和５年10月１日以後のものとなる取引から、仕入税額控除の適用を受ける

ために適格請求書等を保存する必要があります。 

なお、上記の例のように、売手における課税売上げの計上時期（課税資産の譲渡等の時期）

が令和５年９月となる取引については、買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除

の適用を受けることができます。 

  （注）１ 令和５年10月１日前であっても、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を交付

することとしても問題ありません。詳細は、問74《令和５年９月30日以前の請求書へ

の登録番号の記載》をご参照ください。 

２ 電気料金等のように検針日基準で売上げ及び仕入れを計上している場合であって、

当該検針した期間に令和５年10月１日を含んでいたとしても、検針日により売上げ及

び仕入れを計上している限り、令和５年10月１日前後の取引を厳密に区分する必要は

ありません。 

     ３ 未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期について、建設工事等

の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができます

（基通11－３－５、11－３－６）。この場合、当該引渡し等の日（課税仕入れを計上す

る日）が令和５年10月１日以後であったとしても、当該未成工事支出金等の基礎とな

る課税仕入れに含まれる令和５年10月１日前の取引については、区分記載請求書等保

存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。 

     ４ 短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期について、その支出した日の属する課税

期間の課税仕入れとすることができます（基通11－３－８）。この場合、当該短期前払

費用に係る取引に係る売手における課税売上げの計上時期（課税資産の譲渡等の時期）

が令和５年10月１日以後になるものであっても、買手において同日前までに課税仕入

れを計上しているものについては、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の

適用を受けることができます（短期前払費用について、買手における課税仕入れの計

上時期が令和５年10月１日以後になる場合の取扱いに関しては、問96《短期前払費用》

をご参照ください。）。 

 

 

  



 

- 41 - 

 

（対価を前受けした場合の適格請求書の交付時期） 

【答】 

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方（課税

事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています（新消法

57の４①）が、課税資産の譲渡等を行う前であっても、適格請求書を交付することは可能です。 

したがって、貴社は、現状交付している定期保守に係る代金請求時における請求書について

適格請求書として必要な事項を記載することにより、当該請求書を適格請求書とすることがで

きます。 

なお、課税資産の譲渡等を行った時において、交付した適格請求書の記載事項に変更が生じ

ることとなった場合には、修正した適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求

書の修正方法等の詳細については、問34《修正した適格請求書の交付方法》をご参照ください。 

 

 

  

問 39 当社はシステム保守を業としています。この点、定期保守については、月額 22,000 円（税 

込み）であるところ、１年間分を保守開始前に相手方から支払ってもらうこととしており、 

当該代金請求時において請求書を交付しています。 

適格請求書等保存方式の下では、この請求書を適格請求書とする予定ですが、問題ありま 

せんか。【令和５年４月追加】 



 

- 42 - 

 

（資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務） 

【答】 

工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）（消法17）など、資産の譲渡等

の時期の特例により、資産の譲渡等を行ったものとみなされるものについては、適格請求書の交

付を要しないこととされています（新消法57の４①、新消令70の９①）。 

   これは、当該資産の譲渡等の時期の特例により、原則的な資産の譲渡等の時期よりも前に課税

売上げを計上した際、当該特例により資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分について、適

格請求書の交付を要しないこととしているものです。 

したがって、原則的な資産の譲渡等の時期において、当該資産の譲渡等に係る適格請求書の交

付を要しないこととしているものではありません。 

   このため、例えば、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）の適用を受

ける工事の請負工事については、適格請求書発行事業者は、工事完成（引渡し）時に相手方（課

税事業者に限ります。）からの求めに応じて適格請求書の交付義務が生じることとなります。 

   また、リース譲渡（所得税法第 65 条第１項又は法人税法第 63 条第１項に規定するリース譲

渡に係る資産の譲渡等をいいます。）については、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例

（延払基準）により、リース資産の譲渡（引渡し）時ではなく、支払期日ごとに当該支払期日に

係るリース料部分について、課税売上げを計上することができます（消法 16）。 

この点、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例（延払基準）により、資産の譲渡等を行

ったものとみなされるものについては、適格請求書の交付を要しないこととされていませんが、

これは、リース資産の譲渡（引渡し）を行った時に当該リース資産の譲渡に対して、適格請求書

の交付義務が生じるためであり、支払期日ごとに当該支払期日に係るリース料部分について、課

税売上げを計上したものに対して適格請求書の交付義務が課されているものではありません。 

  《参考》資産の譲渡等の時期の特例と適格請求書の交付義務の関係 

資産の譲渡等の時期の

特例 

資産の譲渡等の時期 
適格請求書の交付 

原則 特例 

リース譲渡（消法 16） リース譲渡時 延払基準 リース譲渡時 

工事の請負（長期大規模

工事等）（消法 17） 
工事完成（引渡）時 工事進行基準 工事完成（引渡）時 

現金主義（消法 18） 役務提供完了時等 現金の収受時 役務提供完了時等 

国等の特例（消法 60②、

消令 74②） 
役務提供完了時等 

収納すべき会計年度

の末日 
役務提供完了時等 

 

  

問 40 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例（工事進行基準）など、資産の譲渡等の時期

の特例を適用した場合、適格請求書の交付義務はどのようになるでしょうか。【令和５年４

月追加】 


