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No 分類 質 問 回 答

1
適格発行事業者
登録番号

適格請求書発行事業者と把握していたメーカー
から受領した請求書に登録番号の記載がありま
せんでした。
メーカーが適格請求書発行事業者であるか、国
税庁のホームページで調べるなど何か方法はあり
ませんか。

メーカーに確認してください。
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、登録番号を検
索キー（「事業者名」、「登録年月日」、「業種」などをキーとした検索
はできない）として確認することのみとなります。
なお、詳細については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイ
ト」をご確認ください。

2
適格発行事業者
登録番号

契約書等にて登録番号を取り交わしている場合、
請求書への登録番号の記載を省略してもよろし
いでしょうか。

契約書等と請求書の相互の関連（事業者名等）により、登録番号
が確認できれば省略できます。

3
適格発行事業者
登録番号

2023年10月適格請求書等保存方式が開始
された以降、初回の請求締め処理に登録番号の
取得が間に合わなかった場合、どのようにしたら
よろしいでしょうか。
また、受領した請求書に適格請求書発行事業者
登録番号の記載がなかった場合、どのようにしたら
よろしいでしょうか。

登録番号の通知を受けた後に適格請求書の記載事項を満たした
請求書を改めて交付する必要がありますが、通知を受けた後に登録
番号などの適格請求書の記載事項として不足する事項を書面等に
て通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の
記載要件を満たすことができます。

（登録番号の記載がなかった場合の対応）
①適格請求書発行事業者の登録がされていない場合
交付元が登録申請し、登録番号の通知を受けたあとに適格請求
書の記載事項を満たした請求書を交付し受領する。若しくは登録
番号を書面等で通知を受けることで、既に受領した請求書と合わせ
て適格請求書の記載事項を満たすようにしてください。もし、未登録
のまま取引を継続した場合は、当該取引における仕入税額控除は
できません。
②適格請求書発行事業者の登録がされている場合
次のいずれかの対応をしてください。
・登録後、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて
受領する。
・登録後、登録番号を書面等で通知を受けるなどして、既に受領
した請求書と一緒に保存する。
・予め適格請求書発行事業者登録番号を記載した売買契約書
等を取り交わし、当該契約書と請求書の相互の関連（事業者
名等にて）を確認できるようにしておく。

なお、2023年10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受ける
には、2023年3月31日までに登録申請書を提出することとされて
おり、取引先に追加的な事務負担を発生させないように期限に間に
合うように登録申請書の提出をしてください。
※《参考資料》⑥P.25問31「登録日から登録の通知を受けるまでの
間の取扱い」参照。

4 インボイス
適格請求書の様式は 、法令又は通達等で定め
られていますか。

適格請求書の様式は、法令等で定められていません。
適格請求書として必要な事項が記載された書類（請求書、納品書、
領収書、レシート等）であれば、その名称を問わず、適格請求書に
該当します。

• 適格発行事業者 登録番号

• インボイス

• 見積りインボイス

• 返還インボイス

• 修正インボイス

• インボイスの保存

• 仕入税額控除

• EDIフォーマット・標準書式等

• その他

: 適格発行事業者及び登録番号に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 適格請求書（インボイス）に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 適格請求書の見積りインボイスに関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 適格返還請求書（返還インボイス）に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・

: 修正した適格請求書（修正インボイス）に関して ・・・・・・・・・・・・・

: 適格請求書（インボイス）の保存に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 仕入税額控除に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: EDIフォーマット・標準書式等に関して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: その他全般 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

No.1~3

No.4~23

No.24

No.25~33

No.34~37

No.38~48

No.49~51

No.52~58

No.59~64

分類
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７．よくある質問（FAQ）

No 分類 質 問 回 答

5 インボイス

2023年10月前に登録番号の通知を受けている
場合、2023年10月の適格請求書等保存方式
の開始を待たずに登録番号を請求書又は支払
書に記載してもよろしいでしょうか。

2023年10月以前に区分記載請求書等に登録番号を記載しても
差し支えありません。
なお、登録番号の効力は、適格請求書発行事業者登録簿に登録
された日（登録日）となります。また、登録日は、2023年10月以
前に登録通知を受けた場合であっても、登録日は2023年10月1日
となります。

6 インボイス

売り手が適格請求書発行事業者登録番号を取
得しているが、請求書に登録番号の記載がなかっ
た場合、「国税庁適格請求書発行事業者公表
サイト」で売り手の登録番号の確認ができれば、
買い手側で追記してもよろしいでしょうか。

買い手による登録番号の追記はできません。
売り手から請求書を再交付してもらう必要があります。
※ 参考No.3参照。

7 インボイス

当社は名称に代えて取引先と共有する取引先
コード（取引先コード表により当社の名称等の
情報を共有）を請求書に記載しています。取引
先コード表の内容に登録番号を追加することに
より、適格請求書の記載事項を満たすことになり
ますか。

下記要件を満たすことにより、適格請求書の記載事項を満たすことに
なります。
登録番号と紐付けて管理されている取引先コード表などを適格請求
書発行事業者と相手先の間で共有しており、買い手においても取引
先コードから登録番号が確認できる場合は、取引先コードを記載する
ことにより、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番
号」の記載があると認められます。 なお、売り手が適格請求書発行
事業者でなくなった場合は、速やかに取引先コード表を修正する必要
があるほか、事後的な確認を行うために売り手が適格請求書発行事
業者である期間が確認できる措置を講じておくことをお勧めします。

8 インボイス

メーカーが「適格請求書発行事業者」にも関わら
ず、受領した請求書がインボイスの要件を満たして
いません。
メーカーに問い合わせてインボイスを再交付しても
らう必要はありますか。

適格請求書発行事業者は、販売先から求められたときインボイスを
交付しなければなりません。
従って、メーカーが適格請求書発行事業者である場合、インボイス要
件を満たしたインボイスを再交付してもらう必要があります。
また、区分記載請求書とは異なり、インボイス方式では交付を受けた
事業者が手書きでなどで追記することは認められていません。
また、仮に「軽減税率対象資産である旨」及び「税率ごとに合計した
課税資産の譲渡等の対価の額」の記載が漏れていたり、誤りがあった
場合は、メーカーに修正したインボイスの再交付を依頼してください
（自ら追記や修正を行うことはできません）。

9 インボイス
請求書と支払書を一体としてインボイスとするのは、
どのようなケースでしょうか。
また、この場合の注意点を教えてください。

ご質問のケースは、請求金額等に対し照合結果を加減算して支払う
場合等におけるケースなどです。請求書に記載の税額と支払書の仕
入税額が異なるような場合、請求書と支払書を一体でインボイスとす
ることで、インボイスと仕入税額を一致させます。
注意点としては、支払書についてもインボイス記載要件を満たし、支
払書に該当請求書ナンバー等を記載する又は請求年月日等を記載
することで相互の関連を持たせる必要があります。

10 インボイス

適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額
等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を
計算する際の1円未満の端数処理はどのように
行えばよろしいですか。

一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、
任意となります。

11 インボイス

現在、請求明細書の明細ごとに税額計算し、
その計算した税額を積上げ計算していますが、
適格請求書等保存方式でも同様に税額計算
してもよろしいでしょうか。

一の適格請求書に記載されている明細の個々の商品ごとに消費税
額等を計算し、円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額
等として記載することは認められていません。
適格請求書の税率ごとに対価の額の合計を求め、その税率ごとの合
計額より税額計算を1回行ってください。
（端数処理1回）

12 インボイス

当社は、受発注や納品などの日々の取引につい
て、 取引先と電磁的記録の交換を行っています。
請求書は、税率ごとの請求合計金額、消費税額
、登録番号等の記載を行い、月まとめて書面にて
取引先に交付しようと考えておりますが、取引明
細については、電磁的記録である請求明細にしよ
うと考えています。このような場合であっても、適格
請求書を交付したことになりますか。

交付したこととして差し支えありません。
適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、
書類相互(書類と電磁的記録)の関連が明確であり、適格請求書の
交付対象となる取引内容を正確に認識できる方法で交付されていれ
ば、複数の書類や書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の
記載事項を満たすことになります。
なお、請求明細に係る電磁的記録については、提供した適格請求
書に係る電磁的記録と同様の措置等を行い、保存する必要がありま
す。
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７．よくある質問（FAQ）

No 分類 質 問 回 答

13 インボイス

当社の商品売上げは、請求書を交付することなく、
相手方から交付される支払書に基づき支払いを
受けています。また、返品があった場合には、支払
書にその内容等が記載されていますが、こうした場
合であっても、適格請求書等保存方式において
は、改めて適格返還請求書を交付する必要があ
りますか。
なお、相手方は仕入税額控除の適用を受けるた
めに支払書を保存しています。

改めて適格返還請求書を交付しなくても差し支えありません。
相手方が仕入税額控除のために作成・保存している支払書に、返品
に関する適格返還請求書として必要な事項が記載されていれば、貴
社と相手方の間で、貴社の売上げに係る対価の返還等の内容につ
いて確認されたこととなります。
なお、貴社は支払書を保存する必要があります。

14 インボイス

売り手に代わって買い手が交付する支払書には、
「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対
価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記
載が必要とのことですが、税抜きの仕入金額と消
費税額等を記載することで、必要な記載事項を
満たすことになりますか。

「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」は、税込金
額となりますが、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び
税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるも
のとして取り扱われます。

15 インボイス

当社は、支払書を相手方の確認を受けた上で請
求書等として保存しています。
支払書を保存することによって、仕入税額控除の
ための請求書等の保存要件を満たすそうですが、
相手方への確認は、どのように行えばよろしいです
か。

仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する支払書等
は、相手方の確認を受けたものに限られます。
この相手方の確認を受ける方法として、具体例として、次のものが該
当します。詳しくはP.21,52「相手方への確認方法」参照。
①紙の支払書に「送付後一定期間に連絡がない場合は、
確認済と致します」等を記載し、連絡がない場合は、確認済と
する。

②「支払書送付後一定期間に連絡がない場合は、確認済と
致します」等を記載した売買契約書等を締結しておく。

③EDI、メール、ファックス、WEBダウンロードの場合は、システム的に
確認記録が残るので、これをもって一定期間に連絡がない場合は、
確認済みとする。

16 インボイス
当社は、日用雑貨卸で、軽減税率の適用対象と
なる商品の販売がありませんが、請求書を適格
請求書とするためには何が必要でしょうか。

貴社の対応としては、これまで請求書等の記載事項に加え、適格請
求書として必要な事項（P.14「7-2.適格請求書及び適格簡易請
求書の記載事項等」参照）を記載することが必要です。
販売する商品が軽減税率の適用対象とならないもののみであれば、
「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は不要です。また、これま
でと同様に課税資産の譲渡等の対価の額（税込価格）の記載が
あれば、結果として「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を
税率ごとに区分して合計した金額」の記載があるものとなります。
なお、適用税率（10％）消費税額等の記載が必要となる点には、
ご留意ください。

17 インボイス

不動産賃借料、税理士顧問料等、請求書を受
領せずに契約書に基づき支払を行っているケース
においてもインボイス制度導入後は請求書を貰う
必要がありますか。

課税事業者は「契約書＋取引を行った事実を客観的に示す書類」
を保存しておくことで、仕入税額控除できます。よって請求書を貰う必
要はありません。
例えば、適格請求書の記載事項の一部（課税資産の譲渡等の年
月日以外）が記載された契約書に加え、通帳（課税資産の譲渡
等の年月日の事実を示すもの）や銀行が発行した振込金受取書を
保存することにより、請求書の保存があるものとすることができます。

18 インボイス

商品に紐付かない税率10%のみとなる請求書
(例.データ処理料請求書等)においても、適格請
求書等保存方式に必要な項目記載が必要とな
りますか。

適格請求書等保存方式に必要な項目記載が必要です。
なお、税率10%のみの請求書の場合、税率8%の合計額及び税額
の記載は省略できます。

19 インボイス

請求通りに支払う場合、請求書がインボイスとなり
ますが、振込側（仕入れ側）が銀行手数料を
差し引いて支払う場合、仕入先に支払書として
銀行手数料のインボイスを交付しなければ、
いけませんでしょうか。
またこの場合、銀行手数料のインボイスを交付せ
ずに対応する方法等ありますか。

下記の対応が、考えられます。
①売上に係る対価の返還とする（売上割戻）。
②代金振り込みの役務提供とする（仕入税額控除）。
③買い手側が振込料を立替払いしたとする（銀行振込手数料と同
額の場合のみ）。
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No 分類 質 問 回 答

20 インボイス

「適格請求書」又は「適格簡易請求書」以外の
書類等として、仕入側が作成する仕入明細書、
仕入計算書等（「適格請求書」の記載内容と同
等の内容が記載され、相手方の確認を受けたも
のに限る）とされていますが、相手方の確認を受
けたものとは、どのような運用だと想定すれば良い
のでしょうか？取引契約書等で、相手方との合意
されていれば、相手方の確認を受けたものとして取
扱われるのでしょうか。

『支払書の内容に、訂正・誤り等がありましたら、〇〇日以内にご連
絡をお願いします』等の記載が、支払書に表記され、連絡が無い場
合には、相手方の確認を受けたものとなります。基本契約等において、
仕入明細書の内容について、〇〇日迄に確認の意思表示がなけれ
ば承諾したものとみなすとの合意をしている場合には、現行制度でも
相手方への都度の確認は必要なく、インボイスでも同じ扱いとなります。
本ガイドライン21ページ、国税庁インボイスQ&A問70を参照。

21 インボイス

納品書と請求書の一体型でインボイスとした場合
において、売り手が納品書に適用税率の識別記
号等を印字していなかった場合、どのような影響が
ありますか。

納品書と請求書(集計型)の一体型でインボイスとする場合、納品書
に適用税率の識別記号等の記載が無いと適格請求書等保存方式
における記載要件である｢軽減税率の対象品目である旨｣が満たされ
ませんので、売り手に対して記載事項を満たすよう要請してください。

22 インボイス
税率10%のみとなる請求書(例.データ処理料請
求書等)においても、適格請求書等保存方式に
必要な項目記載が必要となりますか。

適格請求書等保存方式に必要な項目記載が必要です。
なお、税率10%のみの請求書の場合、税率8%の対価の額の合計
額及び税額の記載は省略できます。

23 インボイス
請求書の鑑の表記において、前回請求額や前回
請求残高に対する消費税額の表記は必要です
か。

今回の請求分に対してのみ消費税額の記載が必要です。
前回締めまでの請求残高や、今回締め分までの入金額などに対する
税額表記は不要です。

24 見積りインボイス

当社では、 水道光熱費など検針等に一定期間
を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日
までに支払対価の額が確定しない課税仕入れに
ついては、対価の額を見積もることにより仕入税額
控除を行っています。適格請求書等保存方式の
下において、このような見積額による仕入税額控
除の取扱いはどのようになりますか。

課税期間の末日までにその支払対価の額が確定せず、見積額で仕
入税額控除を行う場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。
なお、以下①②のいずれの場合も、その後確定した対価の額が見積
額と異なるときは、その差額を、その確定した日の属する課税期間に
おける課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、又は当該課税仕
入れに係る支払対価の額から控除することとなります 。
①見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合
取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受け
る場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認め
られます。

②見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合
見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合であっ
ても、電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者
から継続して行われる取引については、見積額が記載された適格
請求書や支払書の保存がなくとも、その後、金額が確定したと
きに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入
れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった
金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。

25 返還インボイス

返品の適格返還請求書を交付する場合、｢売上
げに係る対価の返還等の基になった課税資産の
譲渡等を行った年月日又は年月｣とありますが、そ
の返品商品がいつ販売したものか分らない場合、
記載しなくてよいでしょうか。
また、記載する場合、｢年月日｣の具体的記載方
法を教えてください。

記載は必要となります。
適格返還請求書は、「売上げに係る対価の返還等を行う年月日及
びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産の譲渡等を
行った年月日」が記載事項とされています。
この場合の年月日は、課税期間の範囲で一定の期間の記載でも差
し支えありません。
なお、「返品の起因となった売上げの年月日」を正確に特定することが
困難な場合等は、厳密性は問いませんので、販売実績又は仕入
実績より、実績（直近・過去等）のあった正確な年月日を記載して
ください。
例えば「月単位」、「〇月～△月分」などの記載や、また、返品等の
処理を継続的に行っているのであれば、「前月末日」や「最終販売年
月日」を記載することもできます。

例. （正）2023年10月 （誤）2023年度
2023年10月～11月

７．よくある質問（FAQ）
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７．よくある質問（FAQ）

No 分類 質 問 回 答

26 返還インボイス

「当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資
産の譲渡等を行った年月日」記載について。
①返品等において、課税期間外の返品等があっ
た場合、年月日記載は、いつの年月日を記載
すればよいですか。
（前年度の課税期間に販売した返品に対する
年月日の記載）
例えば、以下の場合の記載。
・課税期間 : 2024年4月～2025年3月
・販売日 : 2024年1月
・返品発生日 : 2025年2月
②継続取引等を条件に「前月末日」の記載が認
められていますが、例えば「2024年10月」の場
合、一律「前月末日」の記載でもよろしいでしょ
うか。
③年月日記載を取引明細ごとに記載せず、請求
書の摘要などに、取引明細中の直近「最終販
売年月日」等の記載でも、よろしいでしょうか。

①前年度の課税期間であっても、実際の販売日の記載で結構です。
②継続取引等を条件に「前月末日」（前月末日の日付）の記載が
認められています。
そのため、実際に前月末日に課税資産の譲渡等が行われていれば、
「前月末日」と記載することも、認められます。
なお、実際に毎月の末日に取引が行われているかは定かではない
場合には、一定の幅を持った記載（＝「前月分」）といった形で記
載することも一案です。
③認められます。

27 返還インボイス

当社は、一定の商品を対象として、取引高に応じ
て、取引先に販売奨励金を支払うこととしています
。また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分
の請求書において、当月分の請求金額から前月
分の販売奨励金の金額を控除する形式で行って
います。適格請求書等保存方式においては、
請求書の記載についてどのような対応が必要です
か。

販売奨励金は、貴社の売上げに係る対価の返還等に該当します。
従って、貴社は取引先に対し課税資産の譲渡等と売上げに係る対
価の返還等を行っていることから取引先に対し、適格請求書と適格
返還請求書を交付する義務があります。
当月販売した商品について適格請求書として必要な事項を記載する
とともに、前月分の販売奨励金について適格返還請求書として必要
な事項を記載すれば、1枚の請求書で交付することができます。
また、継続して、課税資産の譲渡等の対価の額から売上げに係る対
価の返還等の金額を控除した金額及びその金額に基づき計算した
消費税額等を税率ごとに請求書等に記載することで、適格請求書に
記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ご
とに区分して合計した金額 」及び「税率ごとに区分した消費税額等」
と適格返還請求書に記載すべき「売上げに係る対価の返還等の税
抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「売
上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を満た
します。

28 返還インボイス

取引先の売上高に応じて、販売奨励金を支払っ
ていますが、この販売奨励金について、請求書に
記載するケースもあれば、先方より請求書を受領
するケースもあります。これに対し、全て当社からの
請求書交付に切り替える必要はあるでしょうか？

販売奨励金等に係る請求書は「適格返還請求書」に該当し、買い
手となる取引先より求められた場合、売り手は交付する義務がありま
すが、買い手が請求書を交付する場合は対価の返還に関する内容
が共有されることから、改めて売り手から交付する必要はありません。

29 返還インボイス

メーカーとの割戻し（リベート類）において、同一
商品で複数の条件（契約）がある場合も多く、
請求書に各契約の内容に沿って明細単位(商品、
日付、条件)でインボイスを発行すると、品代の取
引を上回る大量の明細行が発生します。現状で
は、請求明細や支払明細といった明細単位での
やり取りを実施していない事から、メーカー、月、消
費税率の単位で集計した結果を請求書に記載
（「〇月〇日～〇月〇日 合計△△△ 税率
8% 消費税額（税率単位）」し、インボイスとす
る事は可能ですか。
なお、請求書と帳簿との紐付けが可能となる様に
整備する等、認められる場合の前提条件はありま
すか。

一定期間を纏めて記載したインボイスを交付することは可能なため、
この記載方法も認められます。
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No 分類 質 問 回 答

30 返還インボイス
返還インボイス（適格返還請求書）とは何を指
すのでしょうか。

返還インボイスとは、売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書
発行事業者が、自己の登録番号等、一定の事項を記載した書類を、
当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して交付
するものです。
よって、メーカー（売り手）の品代に対する返品や割戻しの場合は、
メーカーの登録番号を記載することになります。

31 返還インボイス

返品や割戻し等の返還インボイスに記載する登
録番号は、卸とメーカーのいずれの番号を記載す
ることになりますか。

返還インボイス本来の交付の向きは、メーカーから卸であり、よって、返
還インボイスに記載する「登録番号」はメーカーの登録番号となります。

32 返還インボイス
販促金等の控除費目を請求（支払）データで
対応することは可能ですか。

ＥＤＩに実装する場合には、販促金-請求データもしくは、販促金-
案内・支払データをご利用ください。
項目の設定は、ｅ-お菓子ねっとのフォーマット集を参考に定義してくだ
さい。

33 返還インボイス
集計型の請求書（支払書）でも、販促金等の
運用が可能ですか。

運用は可能ですが、以下の点にご注意ください。
集計型の請求書（支払書）に関連付けた販促金等の明細書を用
意する必要があります。
（集計型の請求書（支払書）と販促金等の明細書で一つのインボ
イスとする）

34 修正インボイス
交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった
場合、何か対応が必要ですか。

記載事項に誤りがあった場合は、これらの書類を交付した相手方
（課税事業者に限る）に対して、修正した適格請求書又は適格
返還請求書を交付しなければなりません。
なお、自ら追記や修正を行うことはできませんが、買い手が売り手に
代わって、修正インボイスを交付するができます。
また、このような場合に売り手、買い手側でどのような対応とするか、
事前に運用ルールを決めておくことをお勧めします。

35 修正インボイス

当社は適格請求書と適格請求明細データを一
体として、相手方に交付していますが、適格請求
書を出力ならびに適格請求データ作成後に間
違っていた場合の対処方法について教えてください。
①交付前であれば訂正し、再作成し交付しなけ
ればなりませんか。

②交付後、間違いに気づいた場合、次月請求書
にて訂正箇所を記載し、交付することでもよい
でしょうか。

①交付前であれば、正しい適格請求書並びに適格請求データを
再作成し、交付してください。
②次月分に訂正分を含めてもかまいません。
なお、先に交付した適格請求書と関連づけられており、訂正箇所が
特定できるようしておく必要があります。
例えば、赤黒の訂正記載するのも一つの方法です。

36 修正インボイス
買い手が修正インボイスを交付する際、修正内容
のみの記載で問題ないでしょうか。

修正元となる請求書があり、それに対しての修正であることを明確にす
る必要があり、修正のみの記載は認められません。
修正インボイスの元となる請求書の請求ナンバーや請求額などを記載
し、関連性を明示する必要があります。



７．よくある質問（FAQ）

No 分類 質 問 回 答

37 修正インボイス

日々仕入を行っている商品のうち、一部の商品で
単価相違があった場合、修正インボイスを卸が発
行する場合、「〇月〇日～〇月〇日 商品
××× 単価相違 バラ100円 → バラ120円
合計△△△ 税率8% 消費税額」といった様に、
100円の赤を記載せずに、1行まとめての記載で
もよろしいでしょうか。

1行まとめての記載でも結構です。

38 インボイスの保存
交付した適格請求書の写しや提供した適格請求
書に係る電磁的記録は、何年間の保存が必要
ですか。

交付した日又は提供した日の属する課税期間末日の翌日から2月を
経過した日から7年間となります。

39 インボイスの保存

適格請求書発行事業者は、交付した適格請求
書の写しの保存が義務付けられるとのことですが、
「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書
類を複写したものでなければならないのですか。

適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写し及び提
供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写し
たものに限らず、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記
載がされているものもこれに含まれます。
例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求
書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば足りること
となります。自己が一貫して電子計算機を使用して作成した適格請
求書については、その写しを電磁的記録により保存することも認められ
ます。

40 インボイスの保存

既存の自社発行の紙の請求書を所轄税務署長
の承認を受け、電子帳簿保存法に準拠し、電子
保存する場合、
①インボイス対応で、再度、所轄税務署長の
承認は必要ですか。

②インボイス対応した適格請求書データをEDIに
て交付した場合のデータ保存は必要ですか。

①再度、税務署長の承認は必要はありません（再申請不要）。
なお、令和4年1月1日（2022年1月1日）以降に保存を行う
国税関係書類について承認自体が不要です。
②適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書の保存義務が
ありますので、控えを保存してください。
なお、適格請求書をEDI等により交付した場合の控えデータの
保存は、税務署長の承認を受ける必要はありません。
（詳しくはP.27～33参照）

※令和3年度（2021年度）電子帳簿保存制度の見直しに
ご留意ください。

41 インボイスの保存

インボイスの保存については「納税地又はその取
引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるも
のの所在地に保存しなければなりません」とありま
すが、電磁的記録の記録では、所在地はどの様
に考えればよろしいでしょうか。

所在地は、本店等においてディスプレイによる閲覧や印刷ができる
環境であれば問題ありません。

42 インボイスの保存

当社の場合、請求書を売掛データ⇒外部VAN
業者にて変換処理⇒請求データにして送信して
おり、仕組み上売掛データがシステムに保存されま
す。
この場合、売掛データが保存されていれば、請求
データ控えの保存と認めらえるのでしょうか。

売掛データが以下のすべての条件を満たしていれば認められます。
①売掛データが適格請求書等保存方式の記載要件を満たしている。
②相手方に交付した請求データと互換関係にある状態である。
③電磁的記録による保存方法に準じている。

43 インボイスの保存

EDI取引データにおいては、訂正加除後の最終
的な取引データの保存が可能とあります。その場
合、確定データは自社システムに取り込まれた計
上データになるため、その計上データを保存するこ
とでもよいでしょうか。
（EDI取引データそのものの保存ではなく、確定さ
れた計上データの保存。なお、EDI取引データから
計上データまでは、正確性等が担保され、電磁的
記録の記録事項に係る訂正又は削除について、
物理的にできない仕様とされているシステムで、シ
ステム仕様書等が完備されている）

左記条件をもとに最終確定した計上データの保存も認められます。
（EDIデータそのままを保存しなくとも、各社のフォーマットに変換した
後のデータでもよい）
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No 分類 質 問 回 答

44 インボイスの保存

請求書を電磁的記録による提供を受けた場合は、
消費税基本通達11-6-3(5)の｢その他、これらに
準ずる理由により、請求書等の交付を受けられな
かった場合｣に該当することとされていましたが、適
格請求書等保存方式でも同様ですか。

消費税法施行令第49条第1項第2号が改正されていることから、
消費税基本通達11-6-3(5) は、適用できず、相手から適格請求
書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録による提供を受
けた場合、仕入税額控除の要件として、その電磁的記録を保存しな
ければなりません。

45 インボイスの保存

現状、データによる請求を受けており、この請求
データを仕入税額控除のために保存することを
考えていますが、電磁的記録をどのような方法で
保存すればよいですか。

電磁的記録の保存方法は、P.27～33「11.適格請求書等の
保存」を参照し、保存してください。

46 インボイスの保存
同じ内容について紙とデータの両方受け取った場
合、その両方について保存をしておく必要はありま
すか。

電子取引データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱
うことを取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。
ただし、電子取引データに書面で受領した取引情報（取引内容
等）を補完するような取引情報が含まれている場合等には、いずれに
ついても保存が必要になります。

47 インボイスの保存
受領したデータを一旦紙に出力し、それについてス
キャナ保存を行うことにより保存することは認められ
ますか。

消費税におけるインボイスの保存は、認められています。
一方、申告所得税及び法人税においては、他者から受領した電子
データとの同一性が十分に確保できないことから、真実性確保のため
の要件（改ざん防止要件）が課されていない出力書面等による保
存措置が廃止されたところであり、この出力書面による保存自体が認
められないこととなったため、その出力書面をスキャナ保存することも認
められていません。
しかしながら、「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への
円滑な移行のための宥恕措置の整備」により、2022年1月1日から
2023年12月31日の間は、電磁的記録の保存をすることができるこ
ととする経過措置が設けられています（P.30参照）

48 インボイスの保存

請求書を伝票集計型で運用する対応を想定した
場合、請求書には、伝票毎の税率別の金額、消
費税額を表記しますが、該当する行明細について
は、納品書、もしくは、データで管理したく思います。
該当する納品書の行明細に関する伝票（もしく
は、データ）の管理で注意すべき事を教えてくださ
い。伝票行明細の金額/消費税率が請求書と関
連した記録として、保存されていれば良いのでしょ
うか？データで管理をする場合には、該当データは、
各社で管理され、証明出来る状態で保存されて
いれば、良いのでしょうか。

データにて保存する場合は、電子帳簿保存法に準じた方法により保
存します。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引データ保存
また、検索要件として、下記の条件をすべて満たす形で、充足すること
が必要です。
条件① : 取引等の「日付・金額・相手方」で検索できる
条件② : 「日付・金額」について範囲を指定して検索できる
条件③ : 「日付・金額・相手方」を組み合わせて検索できる
※詳しくは、「3-11-5. 電子帳簿等保存制度」参照。

49 仕入税額控除

適格請求書発行事業者ではないと把握していた
メーカーから受領した請求書に登録番号の記載が
あり、当時は気づかず誤ってそのまま仕入税額控
除を行いましたが、後日国税庁ホームページで検
索・確認したところ、当該メーカーは適格請求書
発行事業者に該当しませんでした。どのように対
応すべきでしょうか。

免税事業者など適格請求書を交付できない事業者から受けた仕入
れに係る消費税は仕入税額控除することができません。
適格請求書発行事業者でないメーカーから受け取った請求書を適格
請求書と誤認して処理した場合、交付を受けた側に罰則はありませ
んが、仕入税額控除の対象金額から外す必要があります。
つまり、支払った消費税は控除できないため、費用として処理すること
になります。

50 仕入税額控除

3月決算企業において3月31日に仕入れを行っ
た商品は、事業年度内に適格請求書を取得する
ことは困難なため、従来どおり、消費税を計上し、
仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。

消費税の申告期限までに請求書を受領していれば問題ありません。
しかし受領できなかった場合は、電気・ガス・水道水の供給のような継
続して行われる取引については、インボイスの保存がなくとも、その後、
金額が確定した時に交付される適格請求書を保存することを条件と
して、見積額（仕入税額）での仕入税額控除を認めることとして取
り扱うことができます。もし仕入税額控除を行った金額と確定した金額
とが異なるときには、その差額を確定した日の属する課税期間におい
て調整してください。

51 仕入税額控除
適格請求書（インボイス）は、どのような事業者
からも受け取り、保存しなければ仕入税額控除を
受けることはできませんか。

一定の取引については、インボイスを入手しなくても帳簿のみの保存で
仕入税額控除を行うことができます。
詳しくは、P.35｢12-4.帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められ
る場合｣を参照。
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７．よくある質問（FAQ）

No 分類 質 問 回 答

52
EDIフォーマット・標

準書式等
インボイス制度導入に伴い、菓子統一伝票の様
式は変更になるのか。

菓子統一伝票の様式変更はありませんが、従来どおり、明細部の商
品コード欄の上段に、標準税率商品に“＊”を印字してください。
また、伝票の下段部に「軽減税率：無印、標準税率：＊」と表記し
ます。
なお、必要に応じて「資産譲渡日付」を記載します。
詳しくは、「5-3 菓子統一伝票」を確認してください。

53
EDIフォーマット・標

準書式等

菓子業界では、ほとんどの商品が軽減税率対象
であり、納品書には、標準税率の該当明細に識
別表記（※）を付けたいと思いますが、良いで
しょうか。

軽減税率/標準税率の識別を行う為、菓子業界では標準税率に
“*”の表記を行う事とします。また、軽減税率：無印、標準税率：*
と表記します。
詳しくは、「5-3 菓子統一伝票」を確認してください。

54
EDIフォーマット・標

準書式等
入荷予定データもインボイス制度対応として改修
にして欲しい。

今回の改修計画では、物流の用途で使用している入荷予定データは
対象外となります。e-お菓子ねっとでの従来の用途は、メーカーから卸
に商品の入荷情報を事前に伝えるアナウンス的な意味合いの為です。

55
EDIフォーマット・標

準書式等
インボイス制度対応するには、Ｖ２しかダメ、という
ことでしょうか。

発注、出荷報告はV1でも継続可能ですが、請求、支払については、
Ｖ２のみの為、変更する必要があります。出荷報告については、V1
に資産譲渡日付を追加しますので、改修する事でＶ１を継続する事
が出来ます。
詳しくは、「6-1 e-お菓子ねっとEDI標準フォーマットの対応内容」を
確認してください。

56
EDIフォーマット・標

準書式等

現在、菓子の請求書を利用しています。
インボイス制度施行後もこの用紙の継続利用は
可能ですか。

現行の請求書レイアウトの継続利用が可能です。
ガイドライン）6.標準書式と標準EDIフォーマット等に現行レイアウト
の対応例を記載していますので、参考にしてください。

57
EDIフォーマット・標

準書式等

Ｖ２の請求データで「控除金額」も利用予定です。
項目設定時の、符号の考え方(設定方法)を教え
てください。

ｅ-お菓子ねっとでは、以下を推奨します。
※相対にてご確認ください

＜データ設定＞
・メーカーの請求額（売上）：“＋”を設定
・メーカーの控除額（減額(相殺))：“－”を設定
※区分等で符号反転せずに加算すると合計になる

＜帳票印字＞
・メーカーの請求額（売上）：“＋”を設定
・メーカーの控除額（減額(相殺))：“＋”を設定

当月売上が全て“返品” (納品が無く)で、かつ、
控除金額に“返品のマイナス値引き”が発生する
場合、符号の考え方(設定方法)を教えてください。

＜データ設定＞
・メーカーの請求額（返品）：“－”を設定
・メーカーの控除額（マイナス値引）：“＋”を設定

＜帳票印字＞
・メーカーの請求額（返品）：“－”を設定
・メーカーの控除額（マイナス値引）：“－”を設定

58
EDIフォーマット・標

準書式等
Ｖ２フォーマットでの対応で留意事項はありますか。

受信する場合、Ｖ２には明細型、集約型があり、設定内容は送信
企業の設定内容のまま連携されますので、明細型と集計型の両方に
対応できる様にしてください。

59 その他
小売の意見が聞きたいとの意見がある。メーカー、
卸、小売の三者合同のガイドラインも企画してもら
えるとありがたい。

e-お菓子ねっとでは、小売業と合同でインボイス制度対応のガイドライ
ンは作成しません。各社で確認のうえ、対応をお願い致します。
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No 分類 質 問 回 答

60 その他

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措
置が終了後、免税事業者が消費税分を上乗せ
して区分記載請求書の提供があった場合の対応
として、優越的地位の乱用につながらない対処方
法をご教示願います。
例えば、「消費税を請求しない様に申し入れ、請
求書の再発行を依頼する」等の対処方法など。

①免税事業者と交渉することは問題ない。
②売り手・買い手双方が合意することが必要です。

61 その他
インボイス制度に対応するためにシステム改修等を
予定していますが、中小企業を対象とした補助金
制度等はありますでしょうか。

令和３年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT
導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられていますの
で、ご検討ください。
詳しくは、中小企業庁HPを参照。
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/12
24/003_seisansei.pdf

62 その他

インボイス制度への対応は、事業遂行上、課税
事業者はインボイスの交付及び保存等をしなけれ
ばならなくなったために、必要な修正を行うもので
あり、新たな機能の追加、機能の向上等には該
当しないことから、当該改修に要する費用は修繕
費（損金算入）として取り扱うこととして差し支え
ないでしょうか。

各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制
度（インボイス制度）の実施に対してなされているものに限定されて
いることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、修繕費
（損金算入）として取り扱って差し支えありません。
※国税庁HP Q&A 法人税 質疑応答事例「消費税の軽減税率
制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」参照。
https://www.nta.go.jp/law/joho-
zeikaishaku/hojin/shouhizei.htm

63 その他

適格請求書発行事業者でないメーカーからの仕
入れは仕入税額控除することができません。
インボイス制度導入後は当該メーカーに消費税抜
きでの請求を依頼してもいいですか。

メーカーに消費税相当を請求しないよう要求することはできません。
メーカーとしては原材料を税込みで仕入れているため、卸売業への請
求については、その分も価格に転嫁する必要があります。
メーカーより仕入れることで発生した控除できない消費税額は卸売業
が損失として負担することになります。
この場合卸売業はメーカーに値下げを要求しなければ採算が悪化す
ることとなり取引が困難となります。
上記の場合、免税事業者であるメーカーは以下の選択を迫られること
になります。
① 販売先が仕入税額控除ができるよう適格請求書発行事業者
（課税事業者）を選択し、インボイスの発行を行う。

② 販売先（卸売）からの値下げ交渉に応じる。
①の場合、インボイス対応や納税に伴う事務負担の増加が懸念され
ます。
その点に配慮して免税事業者からの仕入税額控除不可への移行は
段階的に行われます。
免税事業者は最長６年をかけて事務負担の増加などに対応していく
必要があります。
一方で②の場合、独占禁止法上問題となる可能性があるため、行う
べきではありません。
価格交渉に応じないため取引をやめるなどの行為はすべきではありま
せんが、取引量は減少することが考えられるので ①の選択を行う免税
事業者は増えるものと考えられます。

64 その他
適格請求書等保存方式（インボイス制度）につ
いて、学ぶ教材などありますでしょうか。

資料としては、P.5《参考資料》を参照ください。
また、YouTube「国税庁動画チャネル:消費税インボイス制度特集」
にて、動画で学ぶことができます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9kixYOfBRI
QFM6xcSFzcGmx_jc031qc

７．よくある質問（FAQ）
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