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ご注意事項
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・ 携帯電話はマナーモード、または電源オフでお願いします。
マナーモードの場合でも机の上に置くことはご遠慮ください。

・ ノートパソコンやタブレットなどを使ったメモ、セミナー中の私語は
周りの方のご迷惑になりますので、禁止といたします。

・ 写真撮影、録音、録画は禁止といたします。

・ 本資料の無断転載・複製は禁止といたします。

・ SNSへの投稿は、解説内容の開示を除き、制限はありません。



【内容】

１．消費税計算方式の概要

２．インボイス制度の概要

３．不動産オーナーの留意点

４．宅建業者の留意点

５．その他実務上の留意点
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１．消費税計算方式の概要
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【消費税の計算(本則)】
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(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)
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【消費税の計算(簡易課税)】
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(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)

●基準期間(前々年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が
選択可能
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【消費税の計算(簡易課税)】
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(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)

課税売上に
対する納税額

→1%

→2%

→3%

→4%

→5%

→6%



２．インボイス制度の概要
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【ポイント】

● 原則、適格請求書等の保存がなければ仕入税額控除不可
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● 適格請求書等は「適格請求書発行事業者」との取引でしか発行されない

● 「適格請求書発行事業者」になるには税務署長の登録が必要

● 「適格請求書発行事業者」は強制的に消費税の課税事業者になる

● 3万円未満の交通料金、自販機、郵便代など一定の場合には、
適格請求書等の保存は不要

● 適格請求書発行事業者でない業者からの仕入でも、経過措置で
制度開始後3年間は80%、その後3年間は50%の仕入税額控除が
可能(後述)
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(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)
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(出典：国税庁サイト 「インボイス制度申請手続」より)

施行日（令和５年１０月１日）に登録を受けようとする事業者が申請期限
である令和５年３月３１日後に提出する登録申請書の取扱いについては、
この閣議決定に基づき、当該事業者が令和５年４月１日以後に困難な事
情の記載がない登録申請書が提出されたとしても、令和５年９月３０日ま
での申請については、インボイス制度が開始する令和５年１０月１日を登
録開始日として登録されることとなります。

なお、インボイス制度への対応には事業者の皆様において各種準備が
必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなります
ので、登録をお決めの方はお早めの申請をおすすめします。
（注） 免税事業者の方が令和５年１０月２日以後の日の登録を希望する
場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。

★ 申請期限の延長措置
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★ 少額取引に係る事務軽減措置

1万円未満の課税仕入れ（経費等）について、インボイスの保存

がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになり
ます!

【対象者】
２年前（基準期間）の課税売上が1億円以下または１年前の上半期
（個人は１～６月）の課税売上が５千万円以下の事業者

【対象期間】
令和５年10月１日～令和11年９月30日
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★ 免税事業者が発行事業者になった場合の軽減措置

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・
事務負担を軽減するため、売上税額の２割を納税額とすること
ができます

【対象者】
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者（２年前（基
準期間）の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす事業者）

【対象期間】
令和５年10月１日～令和８年９月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和５年10～12月の申告から令和８年分の申告まで対象
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(出典：財務省サイト 「インボイス制度の改正案について」より)



３．不動産オーナーの留意点
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【フローチャート】

オーナーの
課税売上の
有無

不動産
オーナー

借 主 対 策

▼ ▼ ▼ ▼

なし 対策は不要 ①

あり 免税事業者 免税事業者 対策は不要 ②

課税事業者 対策を検討 ③

課税事業者
適格請求書

発行事業者の登録
④
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①オーナーに課税売上がない場合

● インボイス制度の影響はない

● アパートやマンションといった住居系のみを所有するオーナー

⇒ 対策不要
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②オーナーに課税売上があって免税事業者＆借主が
免税事業者の場合

● 免税事業者の借主はそもそも仕入税額控除ができないため、
オーナーに適格請求書を求めてこない

⇒ 対策不要
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③オーナーに課税売上があって免税事業者＆借主が
課税事業者の場合

Ａ 適格請求書発行事業者の登録をし、課税事業者となる

● この場合はオーナーは影響を受けるため、対策が必要

▼

Ｂ 免税事業者を維持し、賃料減額等で対応する

Ｃ 何もせず様子を見る
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Ａ 適格請求書発行事業者の登録をし、課税事業者となる

△ 適格請求書発行事業者の登録 → 課税事業者選択

△ 簡易課税制度の選択を検討する

… ギリギリまで免税事業者のままでいて、メリットを最大限受ける

〇 借主が仕入税額控除を受けられるため、競争力が相対的に
高まる

… 通常、本則よりも税額軽減となるケースが多い

… 大きい事業用物件等の購入や大規模修繕等の際、本則に戻して
おかないと過大納付になる、または還付が受けられないケースも

【影響】

… 簡易課税は選択後2年間は継続適用
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✕ 経理上の手間が増える

✕ 消費税の納税で金銭的負担が増加する

… 簡易課税であれば売上基準での仕入税額控除なので、
手間はほとんど増えない

Ａ 適格請求書発行事業者の登録をし、課税事業者となる

【影響】
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※ 登録と課税事業者選択のタイミング(参考)

(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)

Ａ 適格請求書発行事業者の登録をし、課税事業者となる
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【影響】

● このままだとオーナーの負担は増えないが、借主の消費税負担が
増える

→ 現実的対応として、消費税相当額の賃料引き下げの検討

テナントは賃料が比較的高いため空室の影響が大きい

免税事業者のままだと入居希望者のマインドにマイナスの影響

ただし、いきなり全額引き下げる必要はなく、仕入税額控除が
できない分のみ、段階的に引き下げる等の対応を検討

▼

B 免税事業者を維持し、賃料減額等で対応する
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(出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和4年7月)」)

B 免税事業者を維持し、賃料減額等で対応する
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● テナントの転居にはそれなりのコストがかかる

→ 契約状況によっては、借主に対して強気の姿勢で減額に応じないことも？

→ 強気の姿勢が結果退去に至ることも…？？

● 店舗、駐車場等は立地も重要な要素

▼

状況に応じ、柔軟にＢorＣの対応をとれるように【も】検討？

C 何もせず様子を見る



26©2023 かわぐち税理士事務所

④オーナーが課税事業者の場合

適格請求書発行事業者の登録へ

● オーナーが課税事業者であればインボイス制度が導入されても
デメリットなし

▼



４．宅建業者の留意点
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宅地建物取引業者が免税事業者等から建物を取得
した場合の仕入税額控除
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●宅地建物取引業者が個人や免税事業者から建物を
取得した場合の仕入税額控除の可否

現行
インボイス制度

導入後

転売目的(棚卸資産) 〇 〇

賃貸目的(事業用) 〇 ✕

賃貸目的(居住用) ✕ ✕



宅地建物取引業者が免税事業者等から建物を取得
した場合の仕入税額控除

29

・ 転売目的の建物取得(棚卸資産)については、特例により適格請求書
なしでも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能

・ 自己保有物件として賃貸目的で建物取得の場合は、事業用であっても仕入税額
控除不可
※ 適格請求書発行事業者からの仕入については仕入税額控除可能

【 個人や免税事業者からの仕入 の場合】
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＜帳簿の記載事項＞
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
②課税仕入れを行った年月日
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る支払対価の額
⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨

※宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に
該当するものに限る)の購入



簡易課税制度を選択した場合の留意点
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● 簡易課税制度を選択すると、最低2年度は本則適用不可

▼

その2年の間に
「適格請求書発行事業者」から
「大きな事業用収益物件を購入」した場合に
消費税の控除(税額の軽減または還付)を受けられない

→このような場合には、税の観点からは慎重に計画を立てる
必要がある



口座振替等で家賃等授受する場合
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▼ 適格請求書(インボイス)の記載事項

(出典：国税庁資料)



(出典：国税庁資料)
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口座振替等で家賃等授受する場合

【新規契約における帳簿保存(契約書等)の対応例】
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口座振替等で家賃等授受する場合

【既存契約における帳簿保存(契約書・覚書等)の対応例】

(出典：国税庁資料)



5．その他実務上の留意点

34©2023 かわぐち税理士事務所



インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法
等の考え方(参考)
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(出典：中小企業庁 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方)



インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法
等の考え方(参考)
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(出典：中小企業庁 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方)



インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法
等の考え方(参考)
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(出典：中小企業庁 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方)



居住用賃貸建物に係る高額支出(論点)
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● インボイス制度開始後かつ調整期間に、課税賃貸用に転用した
場合

・ 第３年度の仕入控除税額の調整に際し

→ 制度開始【前】の取得 … 適格請求書等不要？？

→ 制度開始【後】の取得 … 適格請求書等必要？？

● 高額特定資産(1,000万円以上)の、簡易選択不可３年縛り
問題

● 「高額特定資産としての資本的支出」か「修繕費」かの判断



適格請求書発行事業者であるか否かの確認

39©2023 かわぐち税理士事務所

●国税庁ホームページのトップページの下のほう

← クリック
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ありがとうございました

©2023 かわぐち税理士事務所



講師紹介

河口 正剛（かわぐち せいごう）
税理士・宅地建物取引士

S48.5 熊本市生まれ
H4.3 熊本県立熊本高等学校卒業
H8.3 東北大学教育学部卒業
H8.4 株式会社肥後銀行入社
H13.2 久留米市の地場建設会社の経理
H17.4 福岡市の地場中規模税理士法人に入社後、

税理士登録
その後同法人の代表社員等歴任
上場企業をはじめ、あらゆる規模の法人税申告を
行いながら、相続税申告や財産評価等、資産税の
統括業務を担当

H29.8 福岡県久留米市にて、相続・不動産税務専門の
「かわぐち税理士事務所」 開業
不動産を活用した相続対策、法人税・所得税の均衡化、
法人事業承継対策など、不動産をはじめとした資産税業務を
中心に九州一円で活動中

役職等 (公社)福岡県宅地建物取引業協会 顧問税理士
NPO法人九州定期借地借家推進機構 顧問
学校法人中村英数学園 監事

41
©2023 かわぐち税理士事務所


	スライド 1: 不動産業におけるインボイス制度 （適格請求書等保存方式） の留意点
	スライド 2: ご注意事項
	スライド 3: 【内容】
	スライド 4: １．消費税計算方式の概要
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8: ２．インボイス制度の概要
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15: ３．不動産オーナーの留意点
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27: ４．宅建業者の留意点
	スライド 28: 宅地建物取引業者が免税事業者等から建物を取得した場合の仕入税額控除
	スライド 29: 宅地建物取引業者が免税事業者等から建物を取得した場合の仕入税額控除
	スライド 30: 簡易課税制度を選択した場合の留意点
	スライド 31: 口座振替等で家賃等授受する場合
	スライド 32: 口座振替等で家賃等授受する場合
	スライド 33: 口座振替等で家賃等授受する場合
	スライド 34: 5．その他実務上の留意点
	スライド 35: インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(参考)
	スライド 36: インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(参考)
	スライド 37: インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(参考)
	スライド 38: 居住用賃貸建物に係る高額支出(論点)
	スライド 39: 適格請求書発行事業者であるか否かの確認
	スライド 40
	スライド 41: 講師紹介

