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図表１　2019年10月１日からの消費税・地方税消費税の税率

適用時期
区分

2019年 10月 1日−
（経過措置）

2019年 10月 1日−（軽減税率制度実施）

軽減税率

6.24％ 7.8％6.3％

8％ 8％ 10％

1.7％
（消費税額の 17/63）

1.76％
（消費税額の 22/78）

2.2％
（消費税額の 22/78）

　 消 費 税 率

　地 方 消 費 税 率　

　 合 計

標準税率

※ 軽減税率の国税分と地方税分を合計した消費税等の税率は8％であり、経過措置と同様だが、上記の通り、国　税分である消費税率（6.3％
→6.24％）と地方税分である地方消費税率（1.7％→1.76％）の割合が異なっているため注意が必要である。

10 月１日以降の税率と今後のスケジュール
―10％と８％の複数税率に―

2019年10月1日からの消費税及び地方税消費

税の税率は、軽減税率制度の実施に伴い、図表１

のとおり、軽減税率（８％）と標準税率（10％）の

複数税率となる。また、消費税率引上げ等の今後

のスケジュールは、図表２のとおりである。

消費増税がいよいよ半年後に迫ってきた。

今回は税率の引上げと同時に軽減税率制度が導入され、標準税率の10％と軽減税率の8％の複数税率と

なる。その複雑さゆえに、事業者には入念な事前準備が求められる。

本稿では、軽減税率の概要や前回の税率引上げ時にも定められた経過措置、新たに導入される適格請求書

保存方式（インボイス制度）、中小企業を対象とした補助金制度について、そのポイントを解説する。

軽減税率の適用範囲
―区分のわかりにくい品目も―

今回の消費増税では、図表３に掲げる飲食料品

（食品表示法に規定する食品）や新聞（定期購読契

約に基づくもの）については、軽減税率が適用さ

れる。軽減税率適用品目と標準税率適用品目の具

体例は、図表３の下段「品目（例）」のとおりであ
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区分記載請求書等保存方式

消費税率10％引上げ（※）
軽減税率制度導入

総額表示義務（税込価格の表示）の開始

適格請求書等保存方式

適格請求書
登録申請開始

80％控除 50％控除

図表２　消費税率引上げに伴う今後のスケジュール

図表３　軽減税率の適用範囲と具体例

※消費税率の 10％への引上げに伴い、軽減税率（8％）が導入されたほか、経過措置（8％）が規定されている。

2019年 2021年 2026年 2029年2023年
4月１日 10月１日4月１日 10月１日 10月１日 10月１日 10月１日

指定日

税　率

請求書

飲食料品
（食品表示法に
　規定する食品）

新聞
（定期購読契約に
　基づくもの）

免税事業者
からの仕入
税額控除の
特例

軽減税率８％の品目（例） 標準税率10％の品目（例）

・酒税法に規定する酒類を除く
・外食等を除く
・医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く
・食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもので、当該一の資産に係る価格のみ
が提示されているもの（一体資産）のうち、一定の要件を満たすものを含む

・食品衛生法に規定する添加物を含む

・一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載しているもの
・週２回以上発行されるもの
・インターネットを通じて配信する電子版を除く

・肉用牛、食用豚等の生きた家畜、観賞用の熱帯魚、栽培用の果物の苗木、
食用に供しない種籾

・家畜の飼料およびペットフード
・清掃用の重曹（炭酸水素ナトリウム）
・贈答用の包装など別途対価を定めている包装材料等
・水道水、ドライアイスや保冷用の氷
・アルコール分１度以上９０度未満の飲料、食品の原材料となるワイン、
みりんや料理酒（酒税法に規定する酒類）

・廃棄するための賞味期限切れの食品
・医薬品、医薬部外品、および再生医療等製品
・イートイン、フードコート、およびケータリング

・米穀、野菜、果実などの農作物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、
魚類や貝類、海藻類などの水産物

・麺類、パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造または加工された食品
・添加物（指定・特定・天然香料・一般飲食物）
・一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
・ミネラルウォーターなどの飲料水、かき氷や飲料用の氷
・ノンアルコールビールや甘酒
・医薬部外品ではない栄養ドリンク
・特定保健用食品、栄養機能食品
・テイクアウト、出前、飲食設備のない屋台

[注]
消費税法では、飲食料品の定義等を食品表示法や食品衛生法の規定に
委ねているため、これらの法の規定を確認しなければならない。

[注]
「消費税の軽減税率制度に関するQ＆A（個別事例編）平成 28年４月
（国税庁）」において具体的な飲食料品・外食・新聞の範囲が記載されている。

る。たとえば、テイクアウトや出前は８％、イー

トインでの飲食は10％が適用される。

留 意 点 新制度はすべての課税事業者に影響

売上取引では軽減税率の適用対象取引がない事

業者においても、仕入取引や経費取引にかかる課

税仕入等については軽減税率の対象となる取引が

生じる可能性があるため、複数税率への対応が必

要となってくる。軽減税率制度に関するＱ＆Ａが

国税庁ホームページ※1で公開されており、個別取

引の適用関係の確認ができる（順次改訂中）。 

※１　国税庁ＨＰ：URL：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm
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経過措置について
―８％の旧消費税率が適用されるケース―

2019年10月1日（施行日）以後に事業者が行う

資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、経過措

置が適用されるものについては、８％の旧消費税

率が適用されることになる。工事請負等や通信販

売なども対象となる。主な経過措置の概要は、図

表４のとおりである。

留 意 点 軽減税率適用には経過措置なし

上記の経過措置の各規定により、８％の消費税

率が適用される各事業者が行う資産の譲渡等及び

課税仕入れについては、選択適用ではなく必ず経

過措置を適用しなければならない。

取引対象となる商品が軽減税率適用対象である

場合には、経過措置の適用はなく（旧税率の８％

ではなく）、軽減税率の８％が適用されるので注

意が必要である。

適格請求書等保存方式（インボイス制度）とは
―規定された請求書保存が控除要件に―

複数税率に対応した仕入税額控除の方式とし

て、2023年10月1日から適格請求書等保存方式

（いわゆる「インボイス制度」）が導入される。

なお、2019年10月1日の軽減税率の実施から

2023年9月30日までは、現行の請求書等保存方

式を維持しながら、税率ごとの区分経理に対応す

るための区分記載請求書等保存方式となる。

適格請求書等保存方式等の導入スケジュール及

びそれぞれの制度の概要は、図表５、６のとおり

である。

留 意 点 ４年後は免税事業者からの控除不可に

一定の経過措置が設けられるが、2023年10月

1日以後に開始される適格請求書等保存方式の下

では、免税事業者からの仕入れについては、その

仕入れに係る税額控除の適用を受けることができ
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図表４　経過措置の概要（８％の旧消費税率が適用されるケース）

内　容

① 旅客運賃等

適用関係

　2019年10月1日（以下、「2019年施行日」）以後に行う旅客運送
の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等
への入場料金等のうち、2014年4月1日（以下、「2014年施行日」）
から2019年施行日の前日までの間に領収しているもの

② 電気料金等
　継続供給契約に基づき、2019年施行日前から継続して供給してい
る電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、2019年施行日か
ら2019年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定す
るもの

③ 請負工事等
　2013年10月1日（以下、「2014年指定日」）から2019年4月1日（以下、
「2019年指定日」）の前日までの間に締結した工事（製造を含みます。）
に係る請負契約（一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエア
の開発等に係る請負契約を含みます。）に基づき、2019年施行日以後
に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

④ 資産の貸付け
　2014年指定日から2019年指定日の前日までの間に締結した資産の
貸付けに係る契約に基づき、2019年施行日前から同日以後引き続き
貸付けを行っている場合（一定の要件に該当するものに限ります。）
における、2019年施行日以後に行う当該資産の貸付け

⑤ 予約販売に係る書籍等
　2019年指定日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契
約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を2019年施行日前に
領収している場合で、その譲渡が2019年施行日以後に行われるもの
（軽減税率対象資産の譲渡等を除く。）

⑥ 通信販売
　通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年指定日前
にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合
において、2019年施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って
2019年施行日以後に行われる商品の販売
（軽減税率対象資産の譲渡等を除く。）

⑦ 特定新聞
　不特定多数の者に週、月その他一定の期間を周期として定期的に発
行される新聞で、発行者が指定する発売日が2019年施行日前である
もののうち、その譲渡が2019年施行日以後に行われるもの
（軽減税率対象資産の譲渡等を除く。）

⑧ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に
　 規定する再商品化等

　家電リサイクル法に規定する製造業者等が、同法に規定する特定家
庭用機器廃棄物の再商品化等に係る対価を2019年施行日前に領収し
ている場合（同法の規定に基づき小売業者が領収している場合も含み
ます。）で、当該対価の領収に係る再商品化等が2019年施行日以後に
行われるもの

2014年施行日
（2014.4.1）

2014年指定日
（2013.10.1）

2019年指定日
（2019.4.1）

2019年施行日
（2019.10.1）

2019.10.31

対価受領 入場等

対価受領 再商品化等

指定販売日 譲渡

継続供給 権利確定

契約 譲渡等

契約 貸付け

契約 定期供給対価受領

条件提示 譲渡申込

出所：「2019 年 10月 1日以後適用する消費税率等に関する経過措置（国税庁）」をもとに作成
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2021.10.1 2022.10.1 2023.10.1 2024.10.1 2025.10.1 2026.10.1 2027.10.1 2028.10.1 2029.10.1

免税事業者は「適格請求書発行事業者」の登録を行うことができないため、適格請求書等保存方式
（2023年10月1日以後開始）の下では、免税事業者から仕入れを行う事業者はその仕入れに係る
税額控除の適用を受けることができない。【経過措置、下記参照】

免税事業者以外の事業者は、税務署長に申請書を提出し（申請受付は2021年10月1日から開始）
適格請求書の交付が認められる「適格請求書発行事業者」として登録することができる。適格請求書
発行事業者には適格請求書等の交付が義務付けられ、インターネットを通じて氏名又は名称及び
登録番号等が公表される。
【登録番号の構成】
法人番号を有する課税事業者は「T」＋その法人番号（税務当局から付与）

ない。適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａが国

税庁ホームページ※2で公開されており、適用関係

を確認できる（順次改訂中）。

補助金制度のポイント
―複数税率対応のレジ導入などが対象―

軽減税率の導入に伴い、複数税率への対応が必

要となる中小企業支援法に規定する中小企業者

が、複数税率対応のレジ導入や、受発注システム

の改修などを行う場合には、その費用の一部につ

いて補助金が交付される。中小企業支援法に規定

する中小企業者とは、図表７のとおりである。

軽減税率対策補助金には、次の３種類があり、

交付手続き等の概要を図表８に示した。

（ア） 複数税率対応のレジの導入等に対する支援

を行うＡ型

（イ） 受発注システムの改修等に対する支援を行

うＢ型

（ウ） 請求書管理システムの改修等に対する支援

を行うＣ型

留 意 点 申請期限が６月末に迫る補助金も

各補助金制度それぞれ申請期限が異なるため留

意が必要である。

軽減税率対策補助金の詳細や申請に当たっての

注意点等については、「軽減税率対策補助金事務

局ホームページ」（URL：http：//kzt-hojo.jp）で

確認することができる。

※２　国税庁ＨＰ：URL：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
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図表８　軽減税率対策補助金交付手続き等の概要

出所：「軽減税率対策補助金（中小企業庁、軽減税率対策補助金事務局）」をもとに作成

A型：複数税率対応のレジの導入・改修支援

B型：受発注システムの改修等支援

C型：請求書管理システムの対応支援

複数税率に対応するレジの新規導入（入替）や、複数税率対応のための既存レジの改修をする場合に使用で
きる補助金（レジには、POS機能のないレジ、モバイルPOSレジシステム、POSレジシステムなどを含む）

・導入・改修費用：原則3/4
・導入費用が3万円未満の機器を1台のみ導入する場合：4/5
・タブレット等の汎用機器を導入する場合：1/2

レジ本体、券売機、レジ付属機器、機器設置に要する経費、商品マスタの設定費用
※リースの場合も対象

2016年3月29日から2019年9月30日までに導入・改修し、支払いが完了したレジ等が対象
2019年12月16日（消印有効）までに軽減税率対策補助金事務局に対して補助金の交付申請する必要あり

電子的受発注システム（EDI ／ EOS等）を利用する事業者が、複数税率に対応するために必要となるシス
テムの改修（区分記載請求等保存方式に対応する請求管理機能の改修を含む。）・入替をする場合に使用でき
る補助金 ※既に電子的受発注システムを利用している事業者が対象

・小売事業者等の発注システムの場合：1,000万円
・卸売事業者等の受注システムの場合：150万円
・発注システム・受注システム両方の場合：1,000万円

・電子的受発注データのフォーマットやコード等の改修

・現在利用している電子的受発注システムから複数税率に対応したシステムへの入替

・電子的受発注システムに必須となる商品マスタ、発注・購買管理、受注管理機能のうち、

複数税率対応に伴い必要となる改修・入替

※リースの場合も対象

システム改修・入替に着手する前に補助金の交付申請を2019年6月28日までに行い、
交付決定後、2019年9月30日までにシステム改修・入替を完了させること
2019年12月16日（消印有効）までに軽減税率対策補助金事務局に対して事業完了報告書を提出する必要あり

区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行うシステム等の開発・改修等
※リースの場合も対象

システム改修等に着手する前に補助金の交付申請を2019年6月28日までに行い、
交付決定後、2019年9月30日までにシステム改修等を完了させること
2019年12月16日（消印有効）までに軽減税率対策補助金事務局に対して事業完了報告書を提出する必要あり

複数税率に対応するために必要となる請求書管理システムの改修等をする場合に使用できる補助金

レジ・券売機1台あたり20万円。1事業者あたり200万円。

原則3/4

原則3/4

1事業者あたり150万円以内

概要

補助額の上限
補助対象

申請の期限等

概要

補助率

補助額の上限

補助対象

申請の期限等

概要
補助率
補助額の上限
補助対象

申請の期限等

補助率


