
　2016 年度の税制改正で創設された
インボイス制度が、2023 年 10 月 1
日から施行される。2月 28 日開催の
役員学習会から、インボイス制度につ
いての要旨をまとめた。
　「インボイス制度」とは正式には「適
格請求書等保存方式」のことを指し、
取引内容や消費税率、消費税額などの
記載要件を満たした請求書などを発
行・保存しておくという制度。施行後
は要件を満たした請求書を保存してい
ないと、仕入れ側は消費税の仕入額控
除を受けることができなくなる。
　2019年10月の消費税増税に伴い軽
減税率が導入され、現在は２種類の税
率が並行して運用されている状態。従
来の「請求書等保存方式」は、仕入先
から何をいくらで購入したかが分かる
請求書を保存しておくことを求められ
ていたが、複数税率により正確な取引
を把握できなくなった。現在は従来の
請求書に「軽減税率対象品目である旨」
と「税率ごとの合計額」の記載が追加
された「区分記載請求書等保存方式」
が導入されている。インボイス制度は
複数税率制度に対応した仕入税控除の
方式という名目で導入が決定した。適

格請求書（以下インボイス）と従来の
請求書の記載事項は下表の通り。
　インボイスを発行する事業者は、「適
格請求書発行事業者」として登録申請
を行う必要があり、2021 年 10 月か
ら登録申請の受け付けが開始されてい
る。制度導入の 2023 年 10 月 1日か
ら発行事業者として登録されるために
は、原則として 2023 年 3月 31 日ま
でに申請を行う必要がある。消費税の
課税売上が 1000 万円以下の免税事業
者がインボイス制度への登録を行う場
合は、登録後から課税事業者とされ、
消費税の申告・納税等が必要となるの
で注意が必要だ。
医療機関への影響
　医療機関で行われる保険診療は消費
税がかからないが、いわゆる自費診療
等については消費税がかかる。インボ
イス制度が導入されることにより、医
療機関にどのような影響が予想される
かを、消費税の課税売上（自費診療収
入等）の額ごとに考えてみたい。
（課税売上 5000 万円超）

　課税売上が 5000 万円超の医療機関
は原則課税となるので、仕入先がイン
ボイス発行事業者か否かが大きく関係

してくる。材料などの仕入はもちろん
だが、例えば矯正歯科などでは、歯科
技工所が発行事業者かどうかで納付す
る消費税の額が異なってくる。飲食等
の経費について、所得税や法人税の経
費になったとしても、その事業者が登
録事業者でないと消費税の仕入税額控
除ができないことになる。
（課税売上1000万円超5000万円以下）

　課税売上 1000 万円超 5000 万円以
下の簡易課税を選択している医療機関
において、消費税の仕入税額控除につ
いては「みなし仕入れ率」を適用する
ため仕入先がインボイス発行事業者か
否かは関係ない。
（課税売上 1000 万円以下）

　課税売上が 1000 万円以下のいわゆ
る免税事業者の場合、消費税の納付は
生じないため基本的にはインボイス制
度の影響はない。しかし、免税事業者
であっても、インボイス制度と完全に
無関係とは言えず、影響を受けるケー
スがある。例えば原則課税で消費税を
申告している事業者の従業員の健診を
行い、事業者から健診費用の本体価格

30 万円と消費税 3万円を受け取る場
合。医療機関がインボイス発行事業者
であれば、事業者は消費税 3万円を
仕入税額控除できるが、発行事業者で
ない医療機関ならば仕入税額控除がで
きないたいため、インボイス発行事業
者になることを求めてくる可能性があ
る。上述した通り免税事業者が発行事
業者になると消費税の納税義務発生す
るため、これを断ると値下げの要求や、
発行事業者の医療機関へ健診を移行す
るといったことも考えられる。
　もし、インボイス発行事業者への登
録を検討される場合は各医療機関の顧
問税理士へ相談されたい。
導入後の経過措置
　インボイス制度導入後は、免税事業
者などのインボイス発行事業者以外の
者から行った課税仕入にかかる消費税
額を控除することはできないが、経過
措置として、2023 年 10 月１日から
2026 年９月 30 日までは仕入税額相
当額の 80％を、2026 年 10 月１日か
ら 2029 年９月 30 日までは仕入税額
相当額の 50％を仕入税額とみなして
控除できる。
税理士会では導入延期を提言
　インボイス制度の導入は、消費税増
税に伴う軽減税率の導入となっている
が、現在の「区分記載請求書等保存方
式」で有効に機能している。インボイ
ス制度が導入されれば、事務負担の増
加なども含め中小企業等への影響は計
り知れない。全国 15の税理士会で構
成されている日本税理士会連合会で
は、「適格請求書等保存方式（インボ
イス）制度を見直すとともに、その導
入時期の延期」を提言している。

請求書等保存方式

（～ 2019 年 9月）

区分記載請求書等保存方式

（2019 年 10 月～）

適格請求書等保存方式

（2023 年 10 月～）

仕入税額控除
を受けるための要件

帳簿及び請求書等の保存
※ 免税事業者からの仕入税額控
除可

帳簿及び区分記載請求書等の
保存
※ 免税事業者からの仕入税
額控除可

帳簿及び適格請求書等の保存※ 免税
事業者からの仕入税額控除不可（経過
措置あり）

発行義務
交付義務なし
※ 免税事業者も発行可

交付義務なし
※ 免税事業者も発行可

交付義務あり
※ 免税事業者は発行不可

請求書等の記載事項

･発行者の氏名又は名称
･取引年月日
･取引の内容
･対価の額（税込み）
･受領者の氏名又は名称

左記に加え
①軽減対象資産の譲渡等であ
る旨
②税率ごとに区分して合計し
た課税資産の譲渡等の対価の
額（税込み）

左記に加え
①適格請求書発行事業者の登録番号
②税率ごとの消費税額及び適用税率
※「税率ごとに区分して合計した課税
資産の譲渡等の対価の額 」は税抜価
額又は税込価額

インボイス制度 2023 年 10 月施行

　　　　　　　　医療機関への影響は

現行の請求書（左）とインボイス制度導入後の請求書（右）

表．記載事項等の要件

　2月 20 日に第 27 回
長野県社会保障推進協
議会（社保協）の総会
がオンラインで開催さ
れた。開会挨拶に立っ
た松丸代表（県推協）
は、「2年前から続くコ
ロナ禍で、生活への不
安が深刻になっている
が、コロナ感染症は、
改めて日本の医療・公
衆衛生、介護や社会保
障全般の脆弱性を明ら
かにした」とし、社会
保障が抑制されている
現状を指摘し、「生ま
れてきて良かったと言

える社会を一緒につくりましよう」と
訴えた。
　事務局長から活動方針の報告があ
り、地域社保協、加盟団体からの報告・
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討論がされ、来年度活動方針、予算が
承認された。また、新役員体制も承認
され、保険医協会からは引き続き宮沢
会長が代表委員に再任した。
　午後には、「人権としての社会保障
を展望する」をテーマに、京都府立大
学準教授の村田隆史氏による記念講演
が開催された。
　現在の社会保障改革は「世代間対立」
をあおる形で巧妙にすすめられている
といった特徴を指摘。本来、社会保障
は資本主義社会の構造が激しい貧富の
格差と社会の不安定を生む中で、社会
の安定を実現するためにできたものだ
といった発展過程と基本原理を説明し
た。こうした原理を無視して、自助・
共助・公助の名の下で社会保障の市場
化・営利化と負担増と給付削減が行わ
れていることに最大の問題があると
し、国の公的責任により社会保障を充
実することこそが必要だと強調した。
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