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消費税インボイス制度移行に伴う独占禁止法・下請法上の留意点 

 
1. はじめに 

2023 年 10 月 1 日から、消費税のインボイス制度が導入され、各企業の財務・経理部門においては、移行に向けた準備が

進められている。移行に際しては、消費税法や、受領することになる適格請求書の保存の効率化のための電子帳簿保存法

の観点からの対応が中心となるが、それに加えて、現在は免税事業者である小規模な仕入先との移行後の仕入条件の交

渉において、独占禁止法や下請法にも留意する必要がある。 

 

2. インボイス制度導入と独占禁止法等の関係 

(1) 消費税と独占禁止法等 

1) 付加価値税としての消費税の負担者 

消費税は付加価値税であり、商品やサービスの流通の過程の各事業者がそれぞれ創出した付加価値の合計に係る税額を、

最終消費者が負担する。一方で、納税義務者は各事業者であり、各事業者は、販売先から受領した販売代金に係る消費

税額から、仕入先へ支払った仕入代金に係る消費税額を控除（仕入税額控除）し、その差額を納税する。したがって、税

率が引き上げられた時は、各事業者は、自らの商品やサービスの本体価格を維持するには、消費税込みの価格を引き上げる

ことになり、そのような引上げ分の合計が最終消費者に転嫁され、最終消費者の負担額もその分増加することになる。 

例 1（税率 8%） 

 税込購入（仕入）価格 税額 利益 納税する税額 

最終消費者 10,800 800 N/A N/A 

事業者 A 8,640 640 2,000 160 

事業者 B 5,400 400 3,000 240 

Executive Summary 

◼ 2023 年 10 月 1 日から、消費税の適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」）が導入され、各企業の財

務・経理部門においては、移行に向けた準備が進められている 

◼ 移行に際しては、消費税法や、受領することになる適格請求書の保存の効率化のための電子帳簿保存法の観点

からの対応が中心となるが、それに加えて、法務の観点から独占禁止法や下請法も併せて問題となり得る 

◼ 具体的には、以下の 2 点に留意する必要がある 

➢自社の消費税額への影響を可能な限り抑えるべく、現在は免税事業者である小規模な仕入先に、移行に際し

て適格請求書発行事業者の登録を行ってもらうよう交渉することが求められる 

➢移行に応じない免税事業者仕入先との移行後の仕入条件の交渉においては、独占禁止法等に基づく取引拒

絶や買いたたき等と認定されるような行為を避ける必要がある 
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例 2（税率 10%） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 11,000 1,000 N/A N/A 

事業者 A 8,800 800 2,000 200 

事業者 B 5,500 500 3,000 300 

もっとも、最終消費者の負担額が増加すると、商品やサービスの売れ行きに悪影響が生じることから、消費者に直接商品やサ

ービスを販売する最終事業者としては、税率引上げ後も引上げ前の消費税込みの価格を据え置くという方針を採用する場

合がある。その場合、消費税率は上がっているため、商品やサービスの本体価格は下落することになる。 

商品やサービスの価格をどのように設定するかは、事業者の自由であり、消費税法は関知しないため、消費者に直接商品や

サービスを販売する最終事業者、又はその川上にいる事業者が、商品やサービスの本体価格の下落分を自ら任意に負担し

て、最終消費者段階での消費税込みの販売価格を据え置く、又は増加分を抑えることも自由である。 

例 3（税率 10%、最終事業者 A のみが負担） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 10,800 981 N/A N/A 

事業者 A 8,800 800 1,819 (-181) 181 

事業者 B 5,500 500 3,000 (±0) 300 

しかしながら、前記のような消費税の仕組みからすると、税率の引上げの前と後では、消費税率の引上げ分だけ消費税込み

の販売価格も上昇するのが原則であり、各事業者が任意に消費税込みの販売価格を据え置くのであればともかく、自らの仕

入先に対しても仕入価格の据え置きを求め、商品やサービスの本体価格の下落分の一部を仕入先に負担させた場合、その

ような行為は仕入先が納入する商品やサービスの本体価格の不当な減額や買いたたきとなる。そして、前記の例 2 のように、

本来あるべき価格が明確なため、それとの比較でこれらの減額や買いたたき行為の認定も、執行機関である公正取引委員

会にとって容易なものとなる。 

例 4（税率 10%、事業者 B にも負担を強制） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 10,800 981 N/A N/A 

事業者 A 8,640 785 1,979 (-21) 181 

事業者 B 5,500 500 2,855 (-145) 285 

 

2) 消費税転嫁拒否対策特別措置法 

2014 年 4 月及び 2019 年 10 月の消費税率引上げに際しては、事業者が自らの仕入先に対して、このような消費税込み

の仕入価格の据え置きを求め、その結果消費税の負担が最終消費者に適切に転嫁されないことを防止するため、消費税の

円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（以下「消費税転嫁拒

否対策特別措置法」）が制定された。 

消費税転嫁拒否対策特別措置法は、独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法（下請法）の特別法として位置づけ

られ、下請法で規制される下請代金の減額や買いたたき等と同様の行為類型により、消費税の転嫁を拒否した場合には、

公正取引委員会等による勧告及びその公表の対象となる（消費税転嫁拒否対策特別措置法第 6 条第 1 項）。 

◼ 代金の減額（消費税転嫁拒否対策特別措置法第 3 条第 1 号、下請法第 4 条第 1 項第 3 号） 

➢ 契約上は前記例 2 のように定めたにもかかわらず、例 4 のようにしか実際には支払わないこと 

◼ 買いたたき（消費税転嫁拒否対策特別措置法第 3 条第 1 号、下請法第 4 条第 1 項第 5 号） 

➢ 例 4 のように当初から契約上定めること 

◼ 購入強制等（消費税転嫁拒否対策特別措置法第 3 条第 3 号、下請法第 4 条第 1 項第 6 号） 

◼ 通報等による不利益取扱い（消費税転嫁拒否対策特別措置法第 3 条第 4 号、下請法第 4 条第 1 項第 7 号） 

実際にも、複数の事例で事業者が公正取引委員会から勧告を受け、事業者名も公表されている。 

2019 年 10 月の消費税率 10 ％への引上げが完了し、消費税率の更なる引上げは今のところ予定されていないことから、消

費税転嫁拒否対策特別措置法は 2021 年 3 月 31 日限りで失効しているが、消費税の転嫁拒否につながる行為は、引き

続き一般法としての独占禁止法等による規制の対象となる。 
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(2) インボイス制度導入の免税事業者への影響 

1) 現在の免税事業者の取扱い 

免税事業者は、販売先から受領した販売代金に係る消費税の納税義務を負わず、その代わり仕入先に支払った仕入代金

に係る消費税額の控除を受けられない。その結果、課税事業者であれば納税すべきその差額分を、いわゆる益税として収受

することができるものの、当該差額がマイナスであっても還付を受けることは認められない。なお、「免税」という用語は、およそ消

費税とは無縁で、商品やサービスの本体価格への消費税額加算もできないような誤解を生じさせるものであり、特に自社の経

理・財務以外の部門の人と話す際には、相手が誤解に陥っていないか確認しながら進めることが望ましい。 

このような、免税事業者が益税を収受できるという帰結は、消費税の導入時に政治的に求められた、小規模な事業者の事

務負担の軽減の副産物として生じたものであり、1 事業者当たりの金額が大きくないことから許容されているが、付加価値税

の仕組みとは整合しておらず、インボイス制度の導入は、この益税の解消をその目的の一つとしている。 

例 5（税率 10%、事業者 B が免税事業者） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 11,000 1,000 N/A N/A 

事業者 A 8,800 800 2,000 200 

事業者 B 5,500 500 3,300 (+300) 0 

2) インボイス制度導入後の免税事業者の取扱い 

インボイス制度導入後は、経過措置が適用される場合を除き、事業者が自らの仕入れの仕入代金に係る消費税の仕入税

額控除を受けるには、当該仕入先が発行する適格請求書が必要となる（平成 28 年法律第 15 号による改正後の消費税

法（新消費税法）第 30 条第 1 項柱書、新消費税法施行令第 46 条第 1 項第 1 号）。そして、適格請求書発行事業

者として登録した事業者のみが適格請求書を発行することができ（新消費税法第 30 条第 1 項柱書）、かつ適格請求書

発行事業者として登録するには課税事業者を選択する必要がある（新消費税法第 57 条の 2 第 1 項）。 

その結果、現在免税事業者である事業者は、以下の選択肢のいずれかを選択することになる。 

◼ 課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者としての登録を行う 

◼ 免税事業者にとどまる 

前者は、仕入先の免税事業者がこちらを選択した場合は、既に課税事業者である他の仕入先と同様に取り扱えば足りる。

もっとも、免税事業者として現在得ている、いわゆる益税は得られなくなり、かつ当該仕入先自身の消費税の税額計算や申

告の事務も新たに発生する。 

後者は、仕入先の免税事業者は基本的に現在と同じ税務処理をすれば足りるが、当該免税事業者から受領する請求書

は適格請求書ではないため、自社の消費税の税額計算上、当該仕入先からの仕入代金に係る消費税額を控除することは

できなくなる。そのため、仕入先が納入する商品やサービスの本体価格を変更しない場合、自社の損益の額に大きな影響が

生じることになる。 

例 6（税率 10%、事業者 B が免税事業者のままインボイス制度導入） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 11,000 1,000 N/A N/A 

事業者 A 8,800 800 1,200 (-800) 1,000 (+800) 

事業者 B 5,500 500 3,300 (+300) 0 

一方、自社の損益に影響が生じないよう、当該仕入先の免税事業者からの仕入代金を減額すると、仕入先は、インボイス

制度導入の趣旨の一つである益税部分の徴収を超えて、損益の額に大きな影響を受けることになる。 

例 7（税率 10%、事業者 B からの仕入価格を減額した場合） 

 税込購入（仕入）価格 （仕入）税額 利益 納税する税額 

最終消費者 11,000 1,000 N/A N/A 

事業者 A 8,000 727 2,000 1,000 

事業者 B 5,500 500 2,500 (-500) 0 
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3. インボイス制度導入に際しての免税事業者の仕入先対応 

(1) 自社の事業内容を踏まえた独占禁止法等上の問題点の検討 

前記 2.(2) 2)のとおり、仕入先の免税事業者に対しては、自社と当該仕入先のいずれかの損益に大きく影響することを防ぐ

べく、課税事業者の選択及び適格請求書発行事業者としての登録を要請し、促していくことが基本的な方針といえる。仕入

先がそれに応じるかどうかはさておき、強制とならない程度の態様で要請すること自体は、独占禁止法等の観点からも問題が

ないものと考えられる。 

もっとも、仕入先の免税事業者がこれに任意に応じない場合、放置すると前記 2.(2) 2)のとおり、自社の損益が一方的に影

響を受けてしまうことから、どのような対応をとることが可能かが問題となる。具体的には、以下のような対応が考えられるとこ

ろ、それぞれの対応について、独占禁止法等の行為規制が以下のとおり設けられているため、これらに抵触しない形で進める

必要がある。 

◼ 当該免税事業者仕入先との取引の停止 

➢ 拘束条件付取引、取引拒絶（独占禁止法第 2 条第 9 項、不公正な取引方法告示第 2 項、第 12 項） 

◼ 仕入代金の減額等（仕入代金は据え置き、商品やサービスの数量を減少させることも含む。） 

➢ 減額、買いたたき（下請法第 4 条第 1 項第 3 号、第 5 号） 

独占禁止法等においては、どのような場合に取引停止が許容されるか、どこまで仕入代金を減額できるか、といった点について

明確な指針は示されていないが、一般的にはこれらの措置が取引の相手方の自由かつ自主的な判断を阻害するものでない

ことや、相手方と十分な協議が行われたかどうか、差別的であるかどうか、減額による従前の価格との乖離状況等、から総合

的に判断される。 

この点、インボイス制度導入との関係では、前記 2.(2) 1)のとおり、その目的の一つが免税事業者における益税の解消にあ

り、当該目的は独占禁止法等に基づく規制によっても否定されるものではない。したがって、適格請求書発行事業者の登録

を推進すべく、登録をした事業者が却って不利にならないように、登録を行わない免税事業者仕入先に対しては、当該仕入

先が従来収受してきた益税分を少し上回る程度の代金減額は許容されると考えても、特段不合理とはいえない。 

ただ、免税事業者仕入先が従来収受してきた益税分の代金を減額したとしても、それで自社の損益への影響が全て補填さ

れるとは限らないことから、各免税事業者仕入先との関係で、インボイス制度導入後の仕入価格をどのように設定していくか

の事業上の判断が求められる。そして、前記のとおり独占禁止法等の観点からは総合的な判断となることから、自社の事業

類型ごとに、各免税事業者仕入先の自社への取引依存度、自社が属する業界や事業セグメントの需給の状況等といった

事業の情報を十分に収集、分析することが必要となる。 

(2) 各免税事業者仕入先との交渉方針の確定及び実際の交渉 

各免税事業者仕入先との交渉は、事業部門において行われるが、実際の交渉に際して独占禁止法等からは問題のある対

応を、意図せずとってしまうことのないよう、税務・法務の専門家も交えて、事前に自社内での交渉方針を確定し、インボイス

制度の概要や独占禁止法等に基づく交渉上の留意事項と併せて、事業部門に十分に説明する機会を設けることが重要と

なる。また、実際に交渉が開始した後に、事業部門からの税務・法務の照会事項が寄せられ、これらへの適時の対応も同様

に想定されるところ、外部専門家への委託はそのような需要を満たす上でも有用といえる。 

4. おわりに 

インボイス制度は、課税事業者間では、適格請求書の発行、受領といったプロセス面での対応が中心となり、実際の税額へ

の影響はあまり生じない。一方、免税事業者の仕入先に関しては、仕入先の方針によって自社の税額が増加し、損益が大

きな影響を受けるおそれがあり、それを最小限に抑えるための交渉が必要となるが、その際も、独占禁止法等に留意しながら

丁寧に進めることが求められる。 

（DT 弁護士法人 大阪事務所長 柿平 宏明） 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 
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