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まえがき

　税理士が加入する「税理士職業賠償責任保険」の保険事故のうち、支払われた件数

及び支払金額は、次頁の表（「税理士職業賠償責任保険事故の税目別内訳と主な事故原

因」）にあるとおり毎年消費税がトップです。

　その保険事故となった原因は、①簡易課税制度の選択適用届出書・不適用届出書の

提出失念、②課税事業者選択届出書・不適用届出書の提出失念、③簡易課税／原則課

税（一般課税）の誤選択、④仕入税額控除計算の個別対応方式／一括比例配分方式の

誤選択などが主なものとなっています。

　消費税は、様々なルールがあり、それに応じた手続きが必要となるケースが多々あ

ることから、上記保険事故の原因で見るように、手続を失念することがあったり、選

択の判断を誤ったりといった税務過誤が生じていると考えられます。

　このような過誤は、将来の予測、シミュレーションを十分に行い、それらに備えた

手続を対策すれば、多くは防げたものではないでしょうか。

　本書は、消費税の手続面を中心に、将来予測、シミュレーションをフローチャート

によりビジュアルに示し、そこからどのような手続を採るべきなのか、何が有利なの

かの判断のお役に立てるような情報を提供しようとするものです。

　消費税の課否判定や課税仕入れの範囲など、解釈面での手引き書は確かに重要です

が、それらは別書とすることで手続面での視点に絞り込んだ対策本として書き上げま

した。

　いくらかでも納税者の方々又は実務家の方々の転ばぬ先の杖となれば、望外の喜び

です。

　本書の出版に当たり、法令出版編集部の下島克仁氏にはひとかたならぬお世話にな

りました。この場をお借りして御礼申し上げます。

　令和４年10月

消費税
件数 282 件 48.5％ 261 件 51.9％ 252 件 49.3％

金額 77,000 万円 43.5％ 109,500万円 48.6％ 96,700 万円 42.8％

法人税
件数 130 件 22.4％ 110 件 21.9％ 131 件 25.6％

金額 43,000 万円 22.8％ 79,900 万円 35.4％ 68,500 万円 30.3％

所得税
件数 115 件 19.8％ 83 件 16.5％ 72 件 14.1％

金額 44,000 万円 24.9％ 21,500 万円 9.5 ％ 25,500 万円 11.3％

相続税
件数 40 件 6.9 ％ 24 件 4.7 ％ 31 件 6.1 ％

金額 14,200 万円 8.0 ％ 6,800 万円 3.0 ％ 18,700 万円 8.3 ％

贈与税
件数 5 件 0.5 ％ 16 件 3.2 ％ 17 件 3.3 ％

金額 1,100 万円 0.6 ％ 5,400 万円 2.4 ％ 14,800 万円 6.5 ％

その他
件数 9 件 1.5 ％ 9 件 1.8 ％ 8 件 1.6 ％

金額 400 万円 0.2 ％ 2,500 万円 1.1 ％ 1,700 万円 0.8 ％

2019年
構成比 構成比 構成比

2021年 2020年

52 件

88 件

38 件

15 件

17 件

6 件

24 件

42 件

282 件

④ 課税事業者選択不適用届出書・提出失念

2021年度　消費税の事故原因 件　数
① 簡易課税選択届出書・提出失念
② 簡易課税不適用届出書・提出失念
③ 課税事業者選択届出書・提出失念

⑤ 簡易課税／原則課税（一般課税）誤選択
⑥ 課税事業者・誤選択
⑦ 課税仕入れ税額　一括比例／個別対応　誤選択
⑧ その他

合　　　　計

〇　税理士職業賠償責任保険事故の税目別内訳と主な事故原因

（以上「税理士職業賠償責任保険事故事例」（株）日税連保険サービスより）

内川　毅彦　
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第Ⅰ部
フローチャートによる消費税の課税関係

凡　例

法 消費税法
新法 平成28年度税制改正（所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律

第15号））による改正法（令和５年10月１日から施行）
令 消費税法施行令
措置法 租税特別措置法
輸徴法 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
ウイーン条約 外交関係に関するウイーン条約
基通 消費税法基本通達
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はじめに
　実務における消費税の納税義務の判定を時系列で見てみると、ある課税期間に次の
ような事象が発生した場合には、それによって消費税の課税事業者になる・ならない
という効果が発生することがあります。

第1章

課税事業者・
免税事業者の判定

　これらは将来の一定の時期に、課税事業者になるかならないかに影響を及ぼし得る
事象ですが、いずれもその事象が発生した後に課税事業者になる・ならないという効
果がついて来ることになります。
　このことは、消費税法の規定が、ある課税期間が課税事業者に該当するか否かの判
定（以下、この本では便宜的に「課・免判定」と称することにします。）を過去（多くの

場合２年前）の事象の発生に係らしめていることによります。
　このため、実務で消費税の課・免判定を行う場合には、すでに将来の消費税の課税
関係は決まっているので、それを事前予測していなかったときには、その期に至って
課税事業者であると気付いたり、あるいは免税事業者であるため消費税の還付を受け
られないといった過誤が散見されるところです。
　本章では、税法の建て付け（その課税期間について過去の事象を見にいって課・免判

定する流れ）に沿った解説ではなく、実務において、上記事象のような行為を行う際
に、将来の効果を予測し、それに基づいて必要な対応を決定する判断材料としての情
報を提供するものです。
　時系列に沿って将来を予測する――。これが実務で行っている、あるいは行う必要
のある課・免判定です。以下、その流れに沿ってフローチャート（以下「ＦＣ」とい

います。）を示し、解説することにします。

　①　課税売上げが1,000万円を超えてしまった。
　②　資本金の額を1,000万円以上とする会社を設立した。
　③　100万円以上の事業用資産を購入した。
　④　合併や相続により事業を承継した。
　⑤　1,000万円以上の設備投資をした。
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第1章　課税事業者・免税事業者の判定第Ⅰ部　フローチャートによる消費税の課税関係

　実務での課・免判定は、前述のように、それぞれの事象があって将来の課税関係が
決まることになるため、その事象ごとに将来を予測しておく必要があります。
　そして、そのような予測を基にすると、状況によっては事前に各種届出書などの提
出手続をとらなければならない場合があり、そのようなときに、その事前の手続を失
念すると不利な結果になってしまうこともありますので、注意が必要です。
　課・免判定の視点は、次の５つの事象に基づくものです。

　1　課税売上高による将来予測【納税義務判定の基本】　⇨　FC1-1
　2　課税事業者を選択した場合の将来予測　⇨　FC1-2
　3…　新設法人又は特定新規設立法人の将来予測　⇨　…FC1-3
　4　特定の資産を取得する場合の将来予測　⇨　FC1-4
　5　期末棚卸資産の税額調整をした場合の将来予測　⇨　FC1-5

課・免判定フローチャート
　～免税事業者か課税事業者かを事前予測する

　まず、1が課・免判定の基本となりますが、課税事業者を選択したり、あるいは新
設法人に該当することなどで2又は3における例外が発生します。また、設備投資な
どで一定の資産を取得することにより将来の課税関係が変わることもあり、この資産
の取得による課税関係の変化を事前予測するのが4です。
　更に5は、一定の場合には期末棚卸資産について仕入税額控除の調整が必要となる
ときもあり、それによって将来の課・免判定に影響が出ることもあります。
　これら1から5の各視点で課・免判定のＦＣは構成されていますが、それぞれの視
点から事前にチェックを行うことで、より正確に将来の課税関係を予測することが可
能になると考えます。

課・免判定フローチャートの使用にあたっての基本

　１　基本的には事前判断であること
　２　1のフローで免税非該当の場合でも必ず他のフローを確認すること
　３　判定後においても事情の変更など判断の基準となる事実を再確認すること
　４　免税該当の場合でも課税選択する場合のシミュレーションと比較すること

　なお、ＦＣでは概要を把握することとし、それぞれに関係する要件・用語は、巻末
の「用語解説」の各項を参照することで深掘りし、より正確な判定を行うようにして
ください。
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第1章　課税事業者・免税事業者の判定第Ⅰ部　フローチャートによる消費税の課税関係

1　課税売上高による将来予測……

　消費税では、中小事業者の事務負担への配慮から、事業者免税点制度があります。
　「その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者につ
いては」（法９①）、消費税の納税義務が免除されるというものです。

　このように、消費税の課・免判定の基本は「課税売上高」による判断であり、しか
も、それはその「課税期間」【⇒用語１】について過去の「基準期間」【⇒用語２】（個人事業者

の場合は２年前、法人の場合は前々事業年度（１年決算の場合））が判定の基礎となるこ
とから、将来予測のために、ある課税期間の課税売上高【⇒用語３】が1,000万円を超え
ることになった場合には、その年の２年後は課税事業者になる、と予測することが必
要であり、それが実務での判断です。
　もっとも、そもそもの基本は、この「基準期間」による判定ですが、現在では改正を
経て、この２年後の予測の前に、１年後を予測すべき「特定期間」による判定が必要と
なっています。
　次の FC1-1  以下のとおりです。

その課税期間
X

上半期

翌課税期間
Y

翌々課税期間
Z

FC1-1-2

FC1-1-1

α

FC1-1

　時系列に沿った予測では、まず、次頁の図中Ⅹの期間の上半期（α、「特定期間」【⇒用語４】）

を基に翌課税期間（Ｙ）の予測を行い（FC1-1-1  ）、次に同じⅩの全期間（「基準期間」）

を基に翌々課税期間🄩の予測を行うことになります（FC1-1-2  ）。

FC1-1-1　特定期間による判定
　⇨　その課税期間Ⅹの上半期（α）において翌課税期間（Ｙ）を予測する
　　 　次の図中、Ⅹの期間の上半期（α、「特定期間」）の課税売上高又は給与等の金

額【⇒用語５】による判定を行います。

FC1-1-2　基準期間による判定
　⇨　その課税期間Ⅹにおいて翌々課税期間🄩を予測する
　　　次の図中、Ⅹの期間（「基準期間」）の課税売上高による判定を行います。

　　〔課・免判定の基本〕
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第1章　課税事業者・免税事業者の判定第Ⅰ部　フローチャートによる消費税の課税関係

　図中の丸付き数字は、それぞれに該当した場合に必要な届出などの手続があること
を示しています（次頁参照）。

ＦＣ1-1 課税売上高による課・免判定ＦＣ（将来予測）

Yes Yes

翌課税期間（Y）を
免税事業者と判定することも
課税事業者と判定することも

できる

Yes

No

「
特
定
期
間
」
に
よ
る
判
定

⇨【用語４】参照。

※１　ここでは「上半期」と便宜的に分かりやすい言葉にしていますが、「特定期間」のことです。

※２　その課税期間（X）が免税事業者であるときは、売上高を税抜にする必要はありません。

【②】

その課税期間（Ｘ）
の上半期※1における
課税売上高は

その課税期間（Ｘ）
の上半期※1における
給与等の金額は
１千万円以下
である

その課税期間（Ｘ）
の上半期※1における
給与等の金額は
１千万円以下
である

No No Ｙの課税期間は課税

翌課税期間（Ｙ）は
課税事業者となる

Ｙの課税期間は免税

翌課税期間（Ｙ）は
免税事業者となる

Ｚの課税期間は免税

翌々課税期間（Ｚ）は
免税事業者となる

【①】
１千万円（税抜）※2
以下である

特定期間による判定～その課税期間Xの上半期　において翌課税期間Yを予測する

Ｚの課税期間は課税

翌々課税期間（Ｚ）は
課税事業者となる

Yes

「
基
準
期
間
」
に
よ
る
判
定

【④】

No

【③】

基準期間による判定～その課税期間Xにおいて翌々課税期間Zを予測する

その課税期間（Ｘ）
の上半期※1における
課税売上高は
１千万円（税抜）※2
以下である

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２

ＦＣ１-１-1ＦＣ１-１-1

ＦＣ１-１-1ＦＣ１-１-2

その課税期間（X）の上半期（　）における
課税売上高
又は

給与等の額は

翌課税期間（Ｙ）及び
翌々課税期間（Ｚ）は
免税事業者となる

No
１千万円（税抜）以下である

１千万円（税抜）以下である

Yes

Yes

ＦＣ１-１-1 へ

ＦＣ１-１-2 へ

その課税期間（X）における
課税売上高は

α


