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さあ、 ぐ！
います

インボイスの
登録申請をしよう

記事内容のお問い合わせは…

TIS税理士法人

税理士

飯田聡一郎

TEL:03-5363-5958 FAX:03-5363-5449

！
いますぐ
さあ、

登録申請の流れ

松浦政幸さん

Q.2

「インボイス制度」

令和5年10月から

何が変わるの？

って何？

A

売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税
額を伝えるための新たな制度です

A

消費税の仕入税額控除を受けるためには
インボイスが必須になります

現在、消費税率は8％の軽減税率と10％が混在しており、的確な納税額

現在は、売り手が発行する請求書や領収書を保存し、帳簿に記載すれば

の計算には商品ごとに適用税率の把握が不可欠です。インボイス制度は、

消費税の仕入税額控除が可能です。しかし、制度が開始される令和5年

正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、この税額計算に必要な適

10月1日から、従来の請求書や領収書では原則として仕入税額控除を受

用税率や消費税額が明記された「適格請求書（インボイス）
」を採用し、

けられなくなります。インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」

取引の透明性を高めて消費税額を正確に把握するための新制度です。

となるには、事前に所轄税務署へ登録申請書を提出する必要があります。

❶スマホ・PC・マイナンバーカードを準備
法人番号（国税庁法人番号公表サイトから検
索）
、e-Tax の利用者識別番号も事前に把握

❷「マイナポータル」をダウンロード

まずは、事前準備

最近よく耳にする「インボイス」
という言葉の意味を皆さんご存じでしょうか？
これは、新たに始まる消費税制度で、普段から私たちが手にしている、請求書や領収書に関わるものです。
今回はこのインボイスの内容と必要な準備についてご紹介していきます。

Q.1

必用書類が揃えば
PCとスマホで
簡単に申請できる！

玉川法人会 副会長

スマホからアプリをダウンロードしてお
くとこの後の流れがスムーズに

インボイスの登録申請
をしよう

やってみたのは……

❸PCからe-Taxソフト
（WEB版）へ

❹スマートフォンでQRコードを読み取る

手順に沿って初期設定を行い、利用者情報を
入力する

マイナポータルアプリから、PCの画面に映
るQRコードを読み取れば、事前準備完了

❸申請手続き画面へ

❹マニュアルの入手完了

＜操作マニュアル＞項目の「適格請求書発行
事業者の登録申請データ作成マニュアル（eTax ソフト（WEB版）
）
」をクリック

ここから先は、マニュアルの手順
にそって進めるだけ。ゴールまで
あと少し！

次にマニュアルを入手

❶国税庁HPへ移動

Q.3

Q.4

始まるとどうなるの？

発行するには

どうしたらいいの？

制度への対応ができない事業者は取引上
不利益を被る可能性があります

適格請求書発行事業者はインボイスの発行が義務となり、対応した請求
書を発行する会計システムなどの整備が必要です。仮にインボイスを発
行できない場合、買い手は売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控
除できなくなり、負担する納税額が増えます。結果、買い手からその分
の値引きを迫られたり、取引自体を断られるなど、取引上の不利益を被
ることが想定されます。

A

課税事業者は早急に事前登録申請を！
免税事業者でも任意での選択が可能です

インボイスには適格請求書発行事業者の登録番号の記載が必須であり、
この番号は登録申請後に所轄税務署から交付されます。インボイスの発
行は消費税の課税事業者に限られます。現在、免税事業者でも課税事業
を任意に選択することで申請が可能です。ただし、登録を受けた後は、
課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要になります。

インボイス制度について知っておきたい点
インボイス制度は令和5年10月から始まります。
令和5年10月からインボイスを発行するには、
令和5年3月末までに登録が必要です。
e-Taxでの登録がスムーズです（書面の場合1カ月程度、
e-Taxの場合2週間程度）
。
令和5年3月に近づくにつれて混雑する見込みです。早めのご登録をお願いします。
登録がギリギリの場合はお得意先に迷惑をかける可能性があります。
インボイスがないと、
買い手は消費税の仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行しないと、
値引きの強要や取引から排除される可能性があります。
インボイスを発行するには、
課税事業者が事前に登録する必要があります。
登録は関与税理士でも可能です。
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❷インボイス制度公表サイトへ
「申請手続」をクリック

インボイスを

インボイス制度が

A

「消費税のインボイス制度」をクリック

あとはマニュアル通りに進めるだけ
1

国税庁HPトップページへ

2

インボイス制度公表サイトへ

3

e-Taxソフト
（Web版）
へ

4

ログイン

5

申告・申請・納税
［新規作成］

6 「適格請求書発行事業者の登録申請書

（国内事業者用）
（令和3年10月1日～令和5年9月30日）
」
を選択

氏名・フリガナ等の必須項目と法人番号を入力

7
8

電子署名の付与
（カードタイプの電子証明書を選択）

9

送信

10

受信通知の確認

不明点があった場合の問合せ先

e-Taxの操作関係

e-Tax作成コーナー
ヘルプデスク
0570-01-5901
インボイス制度全般

思っていたよりも簡単にできました
登録申請をした
感想
仕事でパソコンを使う機会も少なく
ないという松浦さん。
「普段は税務
関係を税理士さんに任せているので、
やる前は難しいのかなと思っていま
した。スマホを使った電子証明書の
読み取りに少し苦労する方もいるか
もしれませんが、そこが済めば後は
画面に表示される必要事項を入力す
るだけです。作業としては15分も
かからないし、何よりも書類にいろ
いろと書いて送るという手間がない
点が嬉しいですね」

軽減、インボイス
コールセンター
0120-205-553
国税庁HP
インボイス制度の
インボイス公表サイト 対応に関するQ&A

5

別添１

知っていますか︖インボイス制度
適格請求書発⾏事業者の登録申請を受付中︕

登録を予定されている方

もう
始まってます︕

多くの事業者の方が登録申請をされ
てます︕
早めの登録を受けることで、取引先
へのお知らせがスムーズに︕

インボイス制度が
始まったら
どう変わるの︖

インボイス制度説明会
申込受付中︕

その疑問に
お答えします︕

オンライン説明会を開催中!
職員が制度の説明をいたします。
毎週開催︕随時、申込受付中︕質問もチャットで受付︕

全国の国税局・税務署でも説明会を開催︕

説明会に
関する情報

オンラインが苦⼿な方も安⼼︕
各国税局HP又は最寄りの税務署までお問合せください。

令和５年10⽉１⽇から、消費税の仕⼊税額控除の
●
方式としてインボイス制度が始まります。
●

インボイスを発⾏するためには、登録申請が
必要です。

●

登録を受けると、税務署から登録年⽉⽇
や登録番号などが通知されます。
登録申請⼿続は、

をご利⽤ください︕

e-Taxで申請した場合、電⼦データで登録通知を受け取れます︕
電⼦データで受け取れば紛失のリスクがありません︕
個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。
e-Taxのご利⽤には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。
国税庁（法人番号 7000012050002）

説明会に参加できない方は、動画で確認︕
スマートフォンやパソコンから過去の説明会の動画をご覧
いただけます。

e-Taxで登録申請⼿続を⾏っていただくと、書⾯で申請された場合
に⽐べて早期に登録通知を受けることができます︕
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※各国税局HP内の「税に関する情報」のインボイス制度説明会をご参照ください。

（令和３年12月）

インボイス制度について詳しく知りたい
国税庁HPの「インボイス制度特設サイト」に制度の概要、Q&Aや申請⼿続
に関する情報を掲載しています。

インボイス制度
特設サイト

※インボイス制度に関する申請書等を書⾯で提出される場合は、「インボイス制度特
設サイト」から所轄のインボイス登録センターを確認し、送付してください。

インボイス制度についての⼀般的なお問い合わせ
軽減・インボイス
コールセンター

電話番号
受付時間

0120 - 205 - 553（無料）
9:00 〜17:00 （⼟⽇祝除く）

国税庁（法人番号 7000012050002）

（令和３年12月）
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坂東会長と、玉川税務署・吉田署長とともに賞状を手に記念撮影

令和3年度

納税表彰式
去 の納税表彰贈呈式が挙行され、当会より4名の
る11月22日、玉川税務署において令和3年度

方々が受賞されました。受賞された方々は、納税意識

ゴルフコ
フコン
ンペ

の高揚と税務知識の普及に貢献されるなど、永年にわ
たり税務行政に積極的に協力してこられた功績が高く
評価され、栄えある表彰を受けられました。皆様、誠
におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
（玉川法人会事務局）

健康セ
健康
セミナー

[ ゴルフ同好会 ]

[ 10支部 ]

3月1日、ゴルフ同好会のコンペが、名門・東京よみうりカントリーク
ラブで20名の参加者たちとともに新ぺリア方式で実施されました。吉
田幹夫様がエージシュート85歳でOUT44、IN41でした。おめでとう
ございます。年内にあと一回開催予定なのでご参加ください。

昨年12月28日、もつ焼き芝浦にて健康セミナーが行われました。なご
み鍼灸接骨院代表の三田竜治さんによる『肩こり・腰痛・膝痛のメカニ
ズムと改善方法』の講演は、自身の身体と向き合う良い機会となりまし
た。ストレッチやトレーニング方法も教わることができました。

（ゴルフ同好会代表幹事 鈴木準之助）

署長表彰
8支部長

上平亮さん

署長表彰
10支部長

鈴木康二さん

署長感謝状

署長感謝状

12支部長

女性部会 副部会長

橋本文子さん

松野京子さん

献血活動

（広報委員 笹木靖司）

創立70周年記念
新春講演会
＆懇親会
1月18日、二子玉川エク
セルホテル東急にて、創立

インボイスセミナー

70 周年記念新春講演会が
行われました。180名が参

[ 7支部 ]

加したこの日は、ジャーナ
リスト · 国家基本問題研究

昨年12月3日に行ったセミナーは15名が参加されました。鈴木上席国
税調査官が講師となり、インボイスについての専門的な内容のお話を聞
くことができ、とても良い時間となりました。お土産に『甘吉』特性の
サンドウィッチをいただき、皆様が笑顔で帰られました。

所理事長の櫻井よしこ氏を
お招きし、
『激動する世界
と日本の進路』と題したご
講演をいただきました。

創立70周年記念新春講演会のあ
とに行われた、懇親会の様子。終
始楽しい時間となった

（広報委員 齊藤浩司）

青年部トップランナー
研修会

支部・部会・同好会の活動

委員会活動報告

[ 青年部会 ]

2月25日、総合格闘家である中井祐樹先生を講師にお招きし「揺れな
い心で生きる」をテーマに、世田谷区民会館とオンライン配信にて研修
会を行いました。中井先生の考え方や実戦での取り組みを通じて、コロ
ナ禍でも前向きに捉えることや実行することの大切さを再認識しました。
（青年部会長 豊嶋啓聡）

「税を考える週間」講演会
「税 会会館にて、玉川法人会主催の献血活動が行われました。社会貢
を考える週間」の昨年11月15日、二子玉川バーズモール内の町

献活動として、日本赤十字社ご協力のもと実施致しました。税務署職員
の皆様をはじめ、多くの会員の皆様などにご協力いただいたおかげで、
無事に終了することができました。皆様、お忙しい中活動にご協力いた
だき、誠にありがとうございました。
（社会貢献・公益事業推進委員長 村田宣政）
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昨 Zoomによる配信を併用する形式で無事に開催できました。
年度はコロナ禍のため中止となった講演会ですが、今年度は

「税を考える週間」講演会は昨年11月12日、いであ（株）GEカレ
ッジホールにて130名が参加し、
『今後の日本経済、
景気を読み解く』
と題して経済評論家の上念司氏にご講演いただきました。ご指導と
ご協力をいただいた関係者の方々に深く感謝申し上げます。

（研修委員会 尾沼明）

事務局からのお知らせ

会費納付ご請求について

会報誌の配布先募集

令和4年2月1日付にて、事務局に高瀬参子（タカ
セミツコ）が入社しました。当面週3日（基本月・
水・金）の勤務です。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
鈴木幸枝が33年間の勤務満了となり、令和3年11
月をもって退職いたしました。

玉川法人会の会費納付ご請求は4月及び10月の2
回となっております。4月22日（金）が口座引落
日になりますので、よろしくお願いいたします。

玉川法人会の会報誌を置いていただける企業様を募
集しております。詳しくは事務局までお問い合わせ
ください。よろしくお願いいたします。

※ご指定の金融機関により口座引落日は異なる場合が
ございます。
※年払いの会員様は4月のみの引落しとなっております。
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別添２
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お問い合わせ
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今後のスケジュール

4
5

月

28日（木）
決算法人説明会
13日（金）
新設法人説明会
18日（水）
決算法人説明会
13:30 玉川税務署

13:30 玉川税務署

月

13:30 玉川税務署

※上記は2022年3月1日現在のものです。 ※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または変更になる場合があります。
※最新情報は、
玉川法人会ホームページをご確認ください。

公益社団法人 玉川法人会の
発展をお祈り申し上げます
玉川間税会
会
玉川間税会へのご入会を
お待ちしております。

長

大 塚 繁 夫

〒158-0095 世田谷区瀬田5-19-3
（株）
大塚園内
TEL / FAX 03−3708− 0 6 3 6

