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10 月 1 日以後の役務の提供から適用
国境を越えた役務の提供に係る消費税改正
の実務 Q&A
税理士法人トーマツ 税理士 岡田 力
税理士法人トーマツ 税理士 纐纈 明美
税理士法人トーマツ 税理士 中島 礼子
平成 27 年度税制改正により、国境を越えた役

のサービスおよび無形資産の国際取引について、

務の提供に係る消費税課税の見直しが行われ

仕向地原則の適用およびリバースチャージ方式

ている。本稿では、改正の経緯・概要、「電気通

による課税という方針を示した。

信利用役務の提供」の定義・範囲等、および
「電気通信利用役務の提供」に係る申告実務の
3 章に分けて、今回の改正に係る国内事業者
への影響について Q&A 形式で解説する。

サービスの提供について仕向地主義の徹底を図
っている EU は、電子的に提供されるサービスの
内外判定基準について、諸外国に先駆けて平成
22 年に改正を行った。これにより、EU 域外の事
業者が EU 域内の事業者・消費者に対して電子

第 1 章 改正の経緯・趣旨から押さえる
国境を越えた役務の提供に係る消費税課
税の見直しの概要
1.

経緯

的に提供するサービスの内外判定基準は、受益
者の所在地とされている1。また、韓国、マレーシ
ア、オーストラリアなど多くの国が電子商取引に
対する課税を実施または予定しており、電子商
取引の受益地国課税が今後のトレンドになって

Q1

いくことが予想される。

改正までの経緯はどのようなものであったか。

(2)

日本での動向

日本では、平成 24 年 7 月に有識者により構成さ
れる「国境を越えた役務の提供に対する消費税

A1
(1)

国際社会の動向

の課税の在り方に関する研究会」が設置され、デ
ジタルコンテンツの提供に対する消費税課税に

インターネットをはじめとする情報通信技術の急

ついて検討が進められてきた。さらに平成 25 年

速な発展に伴い、電子商取引に対する課税は近

秋には政府税制調査会に国際課税ディスカッシ

年、国際的な課題として浮上してきた。平成 25 年

ョングループが発足し、研究会での議論に基づき

7 月に OECD の発表した「税源浸食と利益移転

具体的な制度設計が開始された。一方、大手国

（BEPS）」行動計画では、電子商取引の課税強
化が、検討すべき課題の 1 つとして挙げられてい
る。平成 26 年 4 月、OECD は国際 VAT／GST

1 本年 1 月 1 日より、EU 域内事業者による電子サー
ビスの提供についても、サービス受領者の所在地によ
り内外判定が行われている。

ガイドラインを承認し、国境を越えた事業者間で

1

外事業者が日本での電子書籍販売を開始する

る者の所在地に転換する改正が平成 27 年度税

なか、国内の出版業界においては、国内事業者

制改正に盛り込まれることとなった。

と国外事業者との消費税適用の違いをめぐり不
満の声が高まっていた。平成 25 年 8 月、出版業
界 9 団体から構成される「海外事業者に公平な
課税適用を求める対策会議」は、政府に対し、国
外事業者への消費税課税を求める要望書を提

3.

概要

Q3
改正の概要はどのようなものか。

出した。
このような動きを受け、国際課税ディスカッション
グループは、制度導入に向けて平成 26 年 4 月よ
り本格的な検討を開始した。6 月には、事業者向
け取引についてはリバースチャージ方式を適用
し、消費者向け取引については国外事業者に申
告納税義務を課すという制度の枠組みが固まり、

A3
平成 27 年 10 月 1 日以後に行われる課税資産
の譲渡等および課税仕入れにつき、以下の改正
が適用される。
(1)

12 月の税制改正大綱に盛り込まれることになっ

電気通信利用役務の内外判定基準の見直
し

た。
インターネット等の電気通信回線を通じて行われ
2.

趣旨

る電子書籍・音楽・広告の配信等の役務の提供
を「電気通信利用役務の提供」と位置づけ、この

Q2

ような役務の提供に係る内外判定基準を、役務

改正の趣旨は何か。

の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の
所在地から、役務の提供を受ける者の住所等に
改正する。

A2

(2)

課税方式の見直し

従来、インターネット等を通じたデジタルコンテン
ツの提供（電子書籍や音楽の配信等）は、消費

電気通信利用役務の提供を事業者向けとそれ

税法上、著作権等の貸付けまたは役務の提供の

以外のもの（消費者向け）に区分し、前者につい

いずれに該当するかが不明確であった。なお、そ

ては、申告納税義務を役務の提供を受ける国内

れぞれの場合の内外判定基準は次のとおりであ

事業者に転換する（リバースチャージ方式）。

る。
(3)
(1)

(2)

著作権の貸付けの場合：著作権の貸付け

国外事業者が行う消費者向け電気通信利
用役務の提供に係る仕入税額控除の制限

を行う者の住所地（消令 6①七）

消費者向け電気通信利用役務については役務

役務の提供の場合：役務の提供を行う者

の提供を行った事業者が申告納税義務を負うこ

の事務所等の所在地（役務の提供が行

とになるが、国内事業者は、国外事業者からの

われた場所が明らかでない取引）（消令 6

消費者向け電気通信利用役務の仕入れについ

②七）

ては、当分の間、仕入税額控除の対象とすること
ができない。ただし、登録国外事業者制度に基づ

したがって、いずれの立場を取っても国内事業者

き国税庁長官の登録を受けた国外事業者からの

が行う取引については消費税が課税される一方、

消費者向け電気通信利用役務の仕入れについ

国外事業者が国境を越えて行う取引については

ては、登録番号等が記載された請求書等の保存

消費税が課税されず、課税の不公平が生じる結

を要件に仕入税額控除が認められる。

果となっていた。これを解消するため、デジタルコ
ンテンツの提供を消費税法上「役務の提供」と定
義するとともに、その内外判定基準を役務を受け

第 2 章 該当する取引、しない取引の具体
例は？
「電気通信利用役務の提供」の定義・範囲
等
1.

対象となる「電気通信利用役務の提供」の

①

籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア（ゲ
ームなどのさまざまなアプリケーションを含
む）の配信
②

範囲

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

③

Q4

インターネット等を介して行われる電子書

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

今回の税制改正において、「電気通信利用役
務の提供」に係る内外判定基準が見直される
ということだが、この場合の「電気通信利用役

④

インターネット等を通じた広告の配信・掲載

⑤

インターネット上のショッピングサイト・オー

務の提供」とは、具体的にどのような取引が該

クションサイトを利用させるサービス（商品

当するのか。

の掲載料金等）
⑥

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

A4

⑦

インターネットを介して行う宿泊予約、飲食

平成 27 年度税制改正において、「電気通信利用

店予約サイト（宿泊施設、飲食店等を経営

役務の提供」に係る内外判定基準が見直され、

する事業者から掲載料等を徴するもの）

従来役務の提供を行う者の役務の提供に係る事

⑧

インターネットを介して行う英会話教室

務所等の所在地で内外判定を行っていたが、平
成 27 年 10 月 1 日以後に行われる取引から、役
務の提供を受ける者の住所または本店所在地等
により内外判定を行うこととされた。この場合の
「電気通信利用役務の提供」とは、次のような役
務の提供をいう。
(1)

「電気通信利用役務の提供」の定義

「電気通信利用役務の提供」とは、電気通信回線

「電気通信利用役務の提供」に該当する場合に
．．．
は、従来は、役務の提供を行う者の役務の提供
に係る事務所等の所在地で内外判定を行ってい
たが、平成 27 年 10 月 1 日以後に行われる取引
．．．．
からは役務の提供を受ける者 の住所等（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）により内外判定が行われる（消法 4③三）。

を介して行われる著作物の提供その他の電気通

「電気通信利用役務の提供」を受ける者の住所

信回線を介して行われる役務の提供であって、

等が国内にあるか否かの判定は、「電気通信利

他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の

用役務の提供」を行う事業者が、たとえば、インタ

資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以

ーネットを通じて申し出た住所地と顧客が決済で

外のものとされている（消法 2①八の三、消基通

利用するクレジットカードの発行国情報とを照合

5-8-3）。

して確認する等、各取引の性質等に応じて、客観

(2)

「電気通信利用役務の提供」に該当する取
引の具体例

「電気通信利用役務の提供」に該当する取引の
具体例としては、対価を得て行われる次のような

的かつ合理的な基準に基づいて行うこととされて
いる（消基通 5-7-15 の 2、国税庁 Q&A 問 9）。
(3)

「電気通信利用役務の提供」に該当しない
取引の具体例

取引が挙げられる（消基通 5-8-3、「国境を越えた

「電気通信利用役務の提供」に該当しないものと

役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に

しては、通信そのもの、または、その電気通信回

関する Q&A」（以下、「国税庁 Q&A」という）問

線を介する行為が他の資産の譲渡等に付随して

2）。

行われるもので、たとえば次のようなものとされ
ている（消基通 5-8-3、国税庁 Q&A 問 2）。

①

電話、FAX、電報、データ伝送、インター

「電気通信利用役務の提供」に係る内外判

2.

定基準見直しの国内事業者への影響

ネット回線の利用など、他者間の情報の
伝達を単に媒介するもの（いわゆる通信）
②

Q5

国外に所在する資産の管理・運用等で、
依頼を受けた事業者が、その管理等の状

「電気通信利用役務の提供」に係る内外判定

況をインターネットや電子メール等を利用

基準が見直されたことにより、平成 27 年 10

して依頼者に報告するもの（資産の管理・

月 1 日以後、国内事業者はどのような影響を

運用等という他の資産の譲渡等に付随し

受けるか。

てインターネット等が利用されるもの）
③

国外におけるソフトウエアの開発で、ソフ
トウエア開発の依頼を受けた事業者が、
完成したソフトウエアを、インターネット等
を利用して依頼者に送信するもの（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るもの）

④

国外事業者に依頼する情報の収集・分析
等で、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るもの（情

A5
「電気通信利用役務の提供」に該当する場合に
は、前述のとおり役務の提供を受ける者の住所
等（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）により内外判定が行われる。当
該内外判定基準の見直しに係る国内事業者へ
の影響は、次のとおりである。
(1)

報の収集・分析等という他の資産の譲渡

．．．
「電気通信利用役務の提供」を受ける国内
事業者への影響

等に付随してインターネット等が利用され
るもの）
⑤

国外の法務専門家等が行う国外での訴
訟遂行等で、訴訟の状況報告、それに伴
う指示等について、インターネットを介して
行われるもの（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るもの）

⑥

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、その著作物の著作権等の譲渡・
貸付けを行う場合に、その著作物の受渡
しがインターネット等を介して行われるも

平成 27 年 10 月 1 日以後に「電気通信利用役務
の提供」を受ける国内事業者への影響としては、
従来国外取引として消費税の課税対象外だった
国外事業者から受ける「電気通信利用役務の提
供」が国内取引として課税対象となることが挙げ
られる。この場合、その「電気通信利用役務の提
供」が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」
と「消費者向け電気通信利用役務の提供」のい
ずれに該当するかで、次のように取扱いが異な
る（「電気通信利用役務の提供」に係る申告実務
については、第 3 章参照のこと）。
①

の（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
利用されるもの）
「電気通信利用役務の提供」に該当しない場合
には、従来どおり、原則として役務の提供を行う
者の役務の提供に係る事務所等の所在地で内
外判定を行うことになる。

「事業者向け電気通信利用役務の提供」で
ある場合

「電気通信利用役務の提供」を受ける国内事
業者にリバースチャージ方式での申告義務が
課される。
②

「消費者向け電気通信利用役務の提供」で
ある場合

「電気通信利用役務の提供」を行った国外事業
者に申告義務が課される。「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
事業者が登録事業者である場合に限り、仕入
税額控除を行うことができる。

なお、国内事業者から受ける「電気通信利用役

向け電気通信利用役務の提供」に係る申告実務

務の提供」は従来どおり国内取引として消費税

については、第 3 章参照のこと）。

の課税対象となる。
(2)

．．
「電気通信利用役務の提供」を行う 国内事
業者への影響

(2)

「事業者向け電気通信利用役務の提供」の
内容

「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国

平成 27 年 10 月 1 日以後に「電気通信利用役務

外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のう

の提供」を行う国内事業者への影響としては、非

ち、その「電気通信利用役務の提供」に係る役務

居住者に対する「電気通信利用役務の提供」が

の性質またはその役務の提供に係る取引条件

国外取引（課税対象外）となることが挙げられる。

等から、その役務の提供を受ける者が通常事業

従来は、非居住者に対する「電気通信利用役務

者に限られるものをいう（消法 2①八の四）。いい

の提供」は国内取引とされたうえで、所定の書類

換えると、「事業者向け電気通信利用役務の提

の保存等の要件を満たすことにより輸出免税とし

供」に該当する「その役務の提供を受ける者が通

て取り扱っていたものと考えられる。しかし、平成

常事業者に限られるもの」か否かは、1)役務の性

27 年 10 月 1 日以後に非居住者に対して「電気

質、または 2)取引条件等のいずれかで判定する

通信利用役務の提供」を行った場合には、国外

ことになり、たとえば次のようなものがある（消基

取引（課税対象外）となるため、課税売上割合計

通 5-8-4、国税庁 Q&A 問 3）。

算上、分母・分子に算入できなくなる点につき注
意を要する。

1)

「役務の性質」からの判定

「役務の性質」から「事業者向け電気通信利用役
なお、国内事業者に対する「電気通信利用役務

務の提供」に該当するものとは、次のように、そ

の提供」は従来どおり国内取引として消費税の

の役務の性質から通常事業者向けであることが

課税対象となる。

客観的に明らかなものをいう。

3.

「事業者向け電気通信利用役務の提供」の
範囲

 インターネットのウェブサイト上への広告の
掲載
 インターネット上でのゲームやソフトウエア

Q6

の販売場所を提供するサービス

「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」とは、具体的

2)

「取引条件等」からの判定

にどのような取引が該当するか。
「取引条件等」から「事業者向け電気通信利用役
務の提供」に該当するものとは、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

A6
(1)

「事業者向け電気通信利用役務の提供」に

取引内容を取り決めて締結した契約に基づき行

係る課税方式

われる「電気通信利用役務の提供」で、その契約
で役務の提供を受ける事業者が事業として利用

「電気通信利用役務の提供」について、その役務

することが明らかなものをいう。

の提供を行った者が国外事業者である場合、「事
業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者

なお、インターネットのウェブサイト上に掲載した

向け電気通信利用役務の提供」のいずれに該当

規約等で事業者のみを対象とする旨を明示して

するかによって、課税方式および申告納税義務

いても、消費者からの申込みを事実上制限でき

者が異なる。「事業者向け電気通信利用役務の

ないものは、「事業者向け電気通信利用役務の

提供」に係る課税方式はいわゆるリバースチャー

提供」に該当せず、「消費者向け電気通信利用

ジ方式であり、その役務の提供を受けた国内事

役務の提供」となる。

業者が申告納税義務を負う方式である（「事業者

4.

「消費者向け電気通信利用役務の提供」の

ただし、このような役務の提供であっても、インタ

範囲

ーネット上のデータベース等を企業内で広く活用
するために、その役務の提供を受けている事業

Q7

者と個別に交渉を行い、一般の取引条件とは別

「電気通信利用役務の提供」のうち、「消費者向

に、事業者間で固有の契約を締結しているような

け電気通信利用役務の提供」とは、具体的にど

場合で、その取引条件等から事業者間取引であ

のような取引が該当するか。

ることが明らかなときには、「事業者向け電気通
信利用役務の提供」に該当するものとされる。

A7
(1)

「消費者向け電気通信利用役務の提供」に

第 3 章 リバースチャージ方式の導入
「電気通信利用役務の提供」を受けた場合
の申告実務

係る課税方式
1.

はじめに

「電気通信利用役務の提供」について、その役務

本改正により、消費税法上、国外事業者が行う

の提供を行った者が国外事業者である場合、「事

「電気通信利用役務の提供」については、「事業

業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者

者向け電気通信利用役務の提供」とそれ以外の

向け電気通信利用役務の提供」のいずれに該当

もの（「消費者向け電気通信利用役務の提供」）

するかによって、課税方式および申告納税義務

に区分され、役務の提供を受けた側においては、

者が異なる。「消費者向け電気通信利用役務の

それぞれ異なる税務の取扱いをすることとなった。

提供」に係る課税方式は、その役務の提供を行

本章では、国内事業者が、国外事業者から「電

った国外事業者に申告納税義務を課す方式であ

気通信利用役務の提供」を受けた場合の、消費

る。

税の申告実務について解説を行う。

(2)

「消費者向け電気通信利用役務の提供」の

2.

税務処理の概要

内容

Q8
「消費者向け電気通信利用役務の提供」とは、
「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向

国内事業者が国外事業者から「電気通信利

け電気通信利用役務の提供」に該当しないもの

用役務の提供」を受けた場合の消費税法上の

をいう。

税務処理方法はどのようなものか。

具体的には、対価を得て行われるもので、消費
者を含め広く提供される次のような取引が該当
する（国税庁 Q&A 問 4）。
①

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
ームなどのさまざまなアプリケーションを含
む）の配信

②

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

③

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

④

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）

A8
その「電気通信利用役務の提供」が「事業者向け
電気通信利用役務の提供」であるか、「消費者向
け電気通信利用役務の提供」であるかの区分に
従い、およそ図表 1 のように取り扱われることに
なる。

（図表 1） 国内事業者が国外事業者から「電気通信利用役務の提供」を受けた場合の消費税の取扱い
役務の提供を受ける側の取扱い
•
下記以外
「事業者向け電気
通信利用役務の
提供」

国外事業者（注1）
から国内事業者
に対する電気通
信利用役務の提
供（注2）（注3）

課税売上割
合95％以上
or
簡易課税

下記以外
上記以外
（消費者向け電気
通信利用役務の
提供

登録国外事
業者からの
役務提供

•

•
•

リバースチャージ方式によ
る申告が必要
当該役務の提供の対価に
係る仕入税額控除可

リバースチャージ方式によ
る申告不要
当該役務の提供の対価に
係る仕入税額控除不可

•

当該役務の提供の対価に
係る仕入税額控除不可

•

当該役務の提供の対価に
係る仕入税額控除可
（登録番号の保存必要）

（注 1） 国外事業者：非居住者である個人事業者および外国法人（消去 2 四の二）。国内に支店を有する外国法人も国外事
業者に該当する（消費通 1-6-1）。
（注 2） 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供を受ける者の住所・居所、本店・主たる事務
所が国内にあるかどうかにより行う（消去 4③三）。
（注 3） 課税資産の譲渡等を前提とする。

3.

「事業者向け電気通信利用役務の提供」

る。しかしながら、国外事業者による「事業者向

Q9

け電気通信利用役務の提供」については、役務
．．．．
の提供を受けた側である国内事業者が消費税の

国内事業者が、国外事業者から「事業者向け

申告納税義務を負うこととしたのである（リバース

電気通信利用役務の提供」を受けた場合、提

チャージ方式）。これは、国外事業者に対して日

供を受けた側の課税売上割合により、消費税

本の消費税の申告納税義務を課すことの、適正

の取扱いが異なると聞いた。具体的にはどの

申告・徴税面での困難さを考慮した取扱いである

ような取扱いとなるのか？

と思われる。その意味では、この「リバースチャー
ジ」とは一種の源泉徴収のようなものして捉える
と理解しやすいだろう2 3。
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(1)

課税売上割合 95％未満（一般課税方式）

2 「リバースチャージ方式」の対象である旨の表示

の場合

国外事業者が国内事業者に対して「事業者向け電気
通信利用役務」の提供を行う場合、あらかじめ当該取

平成 27 年度税制改正により、事業者が平成 27
年 10 月 1 日以後に行った課税仕入れのうち、国
外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用
役務の提供」については、その役務の提供を受

引が「リバースチャージ方式」の対象である旨を表示し
なければならないとされている（消法 62）。ただし、国外
事業者が当該表示義務を履行しなかったとしても、国
内事業者側では当該「事業者電気通信利用役務の提
供」に係る消費税の納税義務を負う（消基通 5-8-2）。

けた事業者が、消費税等の申告納税義務を負う
こととされた（消法 5①、28②、45①一）。

3 国税庁 Q&A では、輸入消費税につき輸入者（仕入
を行った者等）が納税を行うことを示し、これを確定申

消費税法上、役務の提供については、その提供
．．．．
を行った側が申告納税義務を負うのが原則であ

告の際に行っていると考えるとわかりやすいのではな
いか、という説明を加えている（国税庁 Q&A 問 17（参
考））

同時に、役務の提供を受けた事業者においては、

る消費税額が、納税と控除の両面で登場するこ

当該役務の提供に係る消費税につき、仕入税額

ととなるのである（図表 2 参照）

控除を行うこととなる。このため、1 つの取引に係
（図表 2） 課税売上割合 95％未満（一般課税方式）の国内事業者が「事業者向け電気通信利用役務の提供」
を受けた場合
【前提】
 国内事業者 A 社は、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた
 支払対価 1,000 円、消費税 80 円
 課税売上割合＝70％、一括比例配分方式を採用
 単純化のため、下記の申告書イメージの記載上は上記以外の課税売上・仕入はないものとする
【仕訳イメージ】
借 方
仕入

貸 方
1,000

仮払消費税

80

現預金

1,000

仮受消費税

80

通常の仕入税額控除の対象

リバースチャージ方

控除税額＝80×課税売上割合 70％＝56
控除対象外消費税＝80－56＝24

式による消費税の申
告納付

【消費税申告書イメージ】（注）
① 課税資産の譲渡等の対価の額

0

② 特定課税仕入れに係る支払対価の額

1,000

③ 課税標準額（①＋②）

1,000

④ 消費税額（③×8％）
⑤ 課税仕入れに係る消費税額

80

課税標準額に、特定課税
仕入れに係る支払対価の
額（国外事業者から受け
た役務の提供に対する支
払対価の額）が含まれる

0

⑥ 特定課税仕入れに係る消費税額

80

⑦ 課税仕入れ等の税額の合計額（⑥+⑦）

80

⑧ 控除対象仕入税額（⑦×課税売上割合）

56

⑨ 差引税額（④－⑧）

24

特定課 税仕入 れに係 る
消費税は、納税と控除の
両面で登場

（注）説明のため、地方消費税分も一括して記載するなど、実際の申告書の計算の流れとは異なっている（申告書サンプル
は図表 3、図表 4 参照）

（図表 3） 特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書（第 27－（3）号様式）抜粋

（図表 4） 付表 2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（第 28－（1）号様式）抜粋

1)

課税売上割合の計算

が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に
係るものについては、帳簿記載のみで足りること

図表 2 のように、「特定課税仕入れに係る支払対
価の額」は課税標準額に含められるが、課税売
上割合の計算上、分母に含められることはない
（消法 30⑥）。
2)

とされた。ただし、帳簿記載事項として、他の課
税仕入れと同様の記載事項のほかに、「特定課
税仕入れに係るものである旨の記載」が加えら
れた。この「特定課税仕入れに係るものである旨
の記載」とは、事後にその課税仕入れが特定課

帳簿記載要件

税仕入れに該当することが確認できる表示であ
消費税法上、仕入税額控除に際しては、一般に、

ればよく、たとえば帳簿に「特定」と付記するとい

請求書保存および帳簿記載が必要とされている

った方法も認められる（国税庁 Q&A 問 28）。

（図表 5） 参考 1：関連用語
事業者向け電気通信

国外事業者が行う電気通信利用役務の提供 （注）のうち、当該電気通信利用役務の

利用役務の提供

提供に係る役務の性質または当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の
提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう（消法 2①八の四）

特定資産の譲渡等

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をいう（消法 2①八の
二）

特定仕入れ

事業者として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう（消法 4①）

特定課税仕入れ

課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう（消法 5①）

（注）電気通信利用役務の提供の定義については、第 2 章を参照のこと）。

（図表 6） 参考 2：日本法人の外国支店・駐在員事務所も「リバースチャージ」対象
消費税法上、「国内事業者」には日本法人の外国支店・駐在員事務所も含まれるため、これら支店等が、現地
で現地事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、これは国内取引に該当し、当該日
本法人はリバースチャージ方式による申告納税義務を負うこととなる（課税売上割合 95%未満、一般課税方
式の場合）。
当該日本法人が個別対応方式を採用しており、かつ、当該役務の提供が課税売上にのみ対応するものであ
れば、控除対象外消費税が生じないので損益計算書へのインパクトは生じないが、それ以外の場合、損益計
算書へのインパクトが生ずることとなる。
さらに、実務上、国外支店における「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る支払対価の額について把
握、集計することについて、困難さを伴うケースが多いのではないかと想定される。

（図表 7） 課税売上割合 95％以上または簡易課税制度を適用する国内事業者が「事業者向け電気通信利用
役務の提供」を受けた場合
【前提】
 国内事業者 B 社は、事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた
 支払対価 1,000 円、消費税 80 円
 課税売上割合＝98％
【仕訳イメージ】
借 方
仕入

貸 方
1,000

仮払消費税

80

現預金

1,000

仮受消費税

認識不要

80

申告不要

（注）仮受消費税・仮払消費税ともに計上を省略することも可。

(2)

課税売上割合 95％以上の場合または簡易
課税制度を適用する場合

A10
平成 27 年度税制改正では、国外事業者から受

前述のように、平成 27 年度税制改正により、「事

けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に

業者向け電気通信利用役務提供」については、
．．．
原則として、役務の提供を受けた側に消費税の

係る消費税については、当分の間、「登録国外事

申告納税義務を課すこととされた。

税額控除の対象とし、これ以外については仕入

しかしながら、事務処理上の煩雑さを考慮して、
（a）当該役務の提供を受けた国内事業者の課税

業者」に該当する者から受けたもののみを仕入
税額控除の対象とはしないこととされた（平成 27
年改正法附則 38①）。（図表 8）

売上割合が 95％以上である場合、（b）当該国内

また、「登録国外事業者」からの課税仕入れに係

事業者が簡易課税制度の適用を受けている場

る仕入税額控除に際しては、帳簿・請求書に、他

合については、当分の間、当該「特定課税仕入

の課税仕入れと同様の記載事項に加えて、図表

れ」は「なかったもの」として取り扱うこととされた。

9 の事項の記載が必要とされた（消法 30⑧・⑨、

つまり、当該課税期間の課税売上が 95％以上で

平成 27 年改正附則 38②）。

ある場合、あるいは簡易課税方式を採用してい
る場合には、当該国内事業者は、その提供を受

実務上は、「消費者向け電気通信利用役務の提

けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」に

供」を受けた場合、請求書における「登録番号」、

係る消費税につき、リバースチャージ方式による

「課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納め

申告納税義務を負わないとともに、課税仕入れも

る義務がある旨」の記載の有無を確認し、記載が

認識しないということになる（平成 27 年改正法附

ある場合に限って、帳簿に登録番号を含めた法

則 42、44②）。（図表 7）

定記載事項を記載したうえで、仕入税額控除の

4.

対象とするという処理が必要となろう4。

「消費者向け電気通信利用役務の提供」

Q10

4 登録国外事業者が、請求書に登録番号を含めた法

国内事業者が、国外事業者から「消費者向け

修正・再交付を受けることにより、仕入税額控除の対象

電気通信利用役務の提供」を受けた場合、仕

とすることが可能となる（平成 27 年改正法附則 38④・

入税額控除の対象とできないケースがあると

⑤）。

聞いたが本当か。また、仕入税額控除の対象
とするための要件とは何か。

定記載事項を記載していなかった場合には、請求書の

（図表 8） 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
【前提】
 国内事業者 C 社は、消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた
 支払対価 1,000 円、消費税 80 円
 ケース 1：登録国外事業者からの役務の提供
 ケース 2：登録国外事業者以外の者からの役務の提供
【仕訳イメージ】
ケース 1
借 方
仕入

貸 方
1,000

仮払消費税

現預金

1,080

80

仕入税額控除可
ケース 2
借 方
仕入

貸 方
1,000

仮払消費税

現預金

1,080

80

仕入税額控除不可

（図表 9） 帳簿・請求書の追加的記載事項
書

類

追加的記載事項

帳 簿

・課税仕入相手方の登録番号

請求書

・書類の作成者の登録番号
・課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨

岡田 力（おかだ ちから）
税理士法人トーマツ
間接税サービス パートナー
税理士
大手物流会社にて通関士として勤務後、税理士法人トーマツに入所。日系企業および外資系企業の国内
および海外取引に関する関税および消費税の税務アドバイス業務に従事。著書に「M&A を成功に導く 税
務デューデリジェンスの実務」（共著、中央経済社）、「Transfer Pricing and Customs Valuation」（共著、
IBFD）、「消費税率 UP 対応 実務の難問を解決するブック」（共著、中央経済社）がある。
纐纈 明美（こうけつ あけみ）
税理士法人トーマツ
間接税サービス シニアマネジャー
税理士
日系企業および外資系企業の国内および海外取引に関する消費税の税務アドバイス業務、および国内の
グループ内再編に係る税務を含む総合税務サービスに従事。著書に、「組織再編・グループ内取引におけ
る消費税の実務 Q&A」（共著、中央経済社）、「Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続税対策」
（共著、清文社）がある。
中島 礼子（なかじま れいこ）
税理士法人トーマツ
シニアマネジャー
税理士
国内外の M&A のストラクチャリング、税務 DD、国内外のグループ内再編に係る税務を含む総合税務サー
ビスに従事。主著に「税法条文の読み方」、「税効果会計における「税率差異」の実務」、「消費税率 UP 対応
実務の難問を解決するブック」、「税務申告でミスしないための組織再編の申告調整ケース 50」（いずれも
共著、中央経済社）がある。

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファーム
およびそのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアド
バイザリー合同会社、税理士法人トーマツおよび DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネス
プロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアド
バイザリー等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,500 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国
籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサ
ービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワー
クを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質
なサービスを提供しています。デロイトの約 220,000 名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワー
ク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独
立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファー
ムについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

© 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

