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消費税法における簡易課税制度 
 

 

河 野 惟 隆 

 

 

１ はじめに 

 

 本稿では、消費税法における簡易課税制度に

ついて、全体を解説するのではなく、筆者が論

ずべきと考える点について、検討する。次のよ

うな順序で述べる（「 」の部分は、法律から

の引用部分を表す）。 

 ２では、「貸倒れとなった売掛金等に係る消

費税額」は、「仕入控除税額とみなされる金額」

を計算する際に、控除する消費税額には算入す

べきか否かを検討する。 

 ３では、「仕入れに係る消費税額とみなす」

金額を計算するために、「課税標準額に対する

消費税額から、売上げに係る対価の返還等の金

額に係る消費税額の合計額を控除した」ものに

対して、（「当該各号に掲げる金額の合計額」／

「次の各号に規定する残額の合計額（「売上げに

係る消費税額」という。）」）という「割合」を

乗ずることの是非について検討する。 

 ４では、消費税法施行令の第五十七条第 3 項

では、第 2 項を採用せず、第 3 項を採用「でき

る」と規定していてが、その際に、「仕入れに

係る消費税額とみなす」金額が、増加するか否

かについて検討する。 

 ５では、本稿の結論を、簡単に述べる。 

 本稿では、条文を引用する際に、本稿の課題

と関係ない部分は割愛するが、煩瑣を極めるの

で、割愛部分について、一々断らないことにす

る。 

 

 

２－１ 

 本節の課題は、消費税法の簡易課税制度にお

ける貸倒れの取り扱いを検討することである。

具体的に言えば、「貸倒れとなった売掛金等に

係る消費税額」は、「仕入控除税額とみなされ

る金額」を計算する際に、控除する消費税額に

は算入すべきか否かを検討することである。２

－２では、後の議論のために、予め、「売上げ

に係る対価の返還等」は、対価の返還と債権の

減額の二つを含むこと、特に、後者の債権の減

額を含むことを明らかにしておく。２－３では、

「貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額」を、

「回収した売掛金等に係る消費税額」との対比

で、検討し、２－４では、「貸倒れとなった売

掛金等に係る消費税額」を、債権の減額に係る

消費税額との対比で、検討する。２－５では結

論を述べる。 

 

２－２ 「売上げに係る対価の返還等」とは対

価の返還と債権の減額の二つ 

 

消費税法 

（中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除

の特例） 

第三十七条 事業者が、その納税地を所轄す

る税務署長にその基準期間における課税売上

高が五千万円以下である課税期間についてこ

の項の規定の適用を受ける旨を記載した届出

書を提出した場合には、当該届出書を提出し

た日の属する課税期間の翌課税期間以後の課

税期間については、第三十条から前条までの
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規定により課税標準額に対する消費税額から

控除することができる課税仕入れ等の税額の

合計額は、これらの規定にかかわらず、当該

事業者の当該課税期間の課税標準額に対する

消費税額から当該課税期間における第三十八

条第一項に規定する売上げに係る対価の返還

等の金額に係る消費税額の合計額を控除した

残額の百分の六十に相当する金額とする。こ

の場合において、当該金額は、当該課税期間

における仕入れに係る消費税額とみなす。 

 

 この条文中において、「仕入れに係る消費税

額とみなす」「金額」は、「課税標準額に対する

消費税額から」「売上げに係る対価の返還等の

金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の

百分の六十に相当する金額とする」、となって

いる。 

 この条文中の、「当該課税期間における第三

十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返

還等の金額に係る消費税額」とは、直ぐ後で見

るように、次の二つである。 

 

・「当該返還をした税込価額に百五分の四を乗

じて算出した金額」 

・「当該減額をした債権の額に百五分の四を乗

じて算出した金額」 

 

 「百五分の四を乗」ずる対象は、「返還をした

税込価額」だけでなく、「減額をした債権の

額」もそうである。 

 

消費税法 

（売上げに係る対価の返還等をした場合の消

費税額の控除）  

第三十八条 事業者が、国内において行つた

課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は

値引き若しくは割戻しをしたことにより、当

該課税資産の譲渡等の対価の額と当該対価の

額に百分の五を乗じて算出した金額との合計

額（以下「税込価額」という。）の全部若し

くは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の

税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全

部若しくは一部の減額（以下「売上げに係る

対価の返還等」という。）をした場合には、

当該売上げに係る対価の返還等をした日の属

する課税期間の課税標準額に対する消費税額

から当該課税期間において行つた売上げに係

る対価の返還等の金額に係る消費税額（当該

返還をした税込価額又は当該減額をした債権

の額に百五分の四を乗じて算出した金額をい

う。）の合計額を控除する。 

 

 この条文において、「売上げに係る対価の返

還等」とは次の二つである。 

 

・「事業者が、国内において行つた課税資産の

譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若

しくは割戻しをしたことにより、当該課税

資産の譲渡等の対価の額と当該対価の額に

百分の五を乗じて算出した金額との合計額

（以下「税込価額」という。）の全部若しく

は一部の返還」 

・「当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売

掛金その他の債権の額の全部若しくは一部

の減額」 

 

 従って、「当該課税期間において行つた売上

げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額」

も次の二つである。 

 

・「当該返還をした税込価額に百五分の四を乗

じて算出した金額」 

・「当該減額をした債権の額に百五分の四を乗

じて算出した金額」 

 

 ともあれ、「売上げに係る対価の返還等」に

は、税込価額の返還だけでなく、債権の減額も

含まれているのである。後で論じたいこととの
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関連で、予め、論点を明確にしておくと、この

債権の減額と、後で出てくる貸倒れとは、異な

るものとして、取り扱いを違えて良いのか、と

いうのが後で論ずる点である。 

 

 第三十七条第 1 項と、第三十八条第 1 項との

相違点は、後者では、控除すると規定し、前者

では、控除した残額から控除仕入税額を計算す

ると規定し、この控除仕入税額も（「も」とは

明示してないが）、後者の第三十八条第 1 項に

おける「対価の返還等の金額に係る消費税額」

と併せて、控除する、ということになる。「対

価の返還等の金額に係る消費税額」は、 2 度出

てくることになる。つまり、 1 度は、控除仕入

税額を計算される際に、もう 1 度は、この控除

仕入税額と並んで控除される際に、登場してく

るのである。 

 

２－３ 「貸倒れとなった売掛金等に係る消費

税額」と「回収した売掛金等に係る消

費税額」 

 

消費税法 

（貸倒れに係る消費税額の控除等）  

第三十九条 事業者が国内において課税資産

の譲渡等を行つた場合において、当該課税資

産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の

債権につき更生計画認可の決定により債権の

切捨てがあつたことその他これに準ずるもの

として政令で定める事実が生じたため、当該

課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部

の領収をすることができなくなつたときは、

当該領収をすることができないこととなつた

日の属する課税期間の課税標準額に対する消

費税額から、当該領収をすることができなく

なつた課税資産の譲渡等の税込価額に係る消

費税額（当該税込価額に百五分の四を乗じて

算出した金額をいう。）の合計額を控除す

る。 

 3  第一項の規定の適用を受けた同項の事業

者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲

渡等の税込価額の全部又は一部の領収をした

ときは、当該領収をした税込価額に係る消費

税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみ

なしてその事業者のその領収をした日の属す

る課税期間の課税標準額に対する消費税額に

加算する。 

  

 この第三十九条の第 1 項と第 3 項は、具体的

に、次の消費税法基本通達において、前者の第 

 1 項は次の(1)において、後者の第 3 項は次の

(2)において、それぞれ規定されている。 

 

消費税法基本通達 

（貸倒れがあった場合の適用関係） 

 13－ 1 － 6 簡易課税制度を適用している事

業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金

等について法第39条第 1 項《貸倒れに係る消

費税額の控除等》に規定する事実が生じたこ

と（以下「貸倒れ」という。）により同項の規

定の適用がある場合又は同項の規定の適用を

受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合

における消費税額の計算は、次によるのであ

るから留意する。（平 9 課消 2 － 5 により改

正） 

 

(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費

税額（当該売掛金等の金額に105分の 4 を乗じ

て算出した金額をいう。以下13－ 1 － 6 におい

て同じ。）は、当該課税期間の課税標準額に対

する消費税額から、法第37条第 1 項《中小事

業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》

の規定により当該課税期間における仕入控除

税額とみなされる金額を控除した後の金額か

ら控除する。 

 

(2) 回収した売掛金等に係る消費税額は、そ

の回収した日の属する課税期間における課税
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標準額に対する消費税額に加算され、加算後

の金額を基に同項の規定により仕入控除税額

を計算する。 

  

 (1)における、「仕入控除税額とみなされる

金額を控除した後の金額から控除する」という

文章中の「後の」という文言から、明らかなよ

うに、「仕入控除税額とみなされる金額」を計

算する際には、みなし仕入率が乗ぜられる、

「法第37条第 1 項《中小事業者の仕入れに係る

消費税額の控除の特例》の規定」の「残額」の

中に、「貸倒れとなった売掛金等に係る消費税

額」は含まれていない。つまり、「貸倒れと

なった売掛金等に係る消費税額」は、みなし仕

入れ率が乗ぜられる対象になっていないのであ

る。 

 (2)においては、「回収した売掛金等に係る

消費税額は」「課税標準額に対する消費税額に

加算され、加算後の金額を基に同項の規定によ

り仕入控除税額を計算する」、となっているが、

ここで、｢加算され｣る「課税標準額に対する消

費税額」は、消費税法第三十七条第 1 項に規定

されているものである。消費税法第三十七条第 

 1 項においては、「仕入れに係る消費税額とみ

なす」「金額」は、「課税標準額に対する消費税

額から」「売上げに係る対価の返還等の金額に

係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の

六十に相当する金額とする」、と規定されてい

るが、ここでの、「課税標準額に対する消費税

額」である。そして「加算後の金額を基に同項

の規定により仕入控除税額を計算する」という

ことから明らかなように、「回収した売掛金等

に係る消費税額は」「仕入控除税額を計算す

る」対象に入っているのである。 

 結局、(1)においては、「貸倒れとなった売

掛金等に係る消費税額」は、「仕入控除税額と

みなされる金額を控除した後の金額から控除す

る」、と規定されており、他方、(2)において

は、「回収した売掛金等に係る消費税額は」「課

税標準額に対する消費税額に加算され、加算後

の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を

計算する」、と規定されている。 

 しかし、同じく、「売掛金等に係る消費税

額」でありながら、「貸倒れ」か、あるいは、

「回収」か、によって、「仕入控除税額」との関

係で、取り扱いを、非対称的にするのは、整合

的でない。(2)の取り扱いが正しいと思われる

ので、(1)においても、先ずは、「貸倒れとなっ

た売掛金等に係る消費税額」は、「仕入控除税

額とみなされる金額を控除した後の金額から控

除する」、と規定するのではなく、(2)のよう

に、ただし、「加算」は減算に換えて、「貸倒れ

となった売掛金等に係る消費税額」は、「課税

標準額に対する消費税額」から、減算され、減

算「後の金額を基に同項の規定により仕入控除

税額を計算する」、と規定するのが、整合的で

ある。 

 そうすると、「貸倒れとなった売掛金等に係

る消費税額」は、「対価の返還等の金額に係る

消費税額」と同様に、 2 度出ていることになる。 

 1 度目は、「課税標準額に対する消費税額」か

ら、減算されるものとして、 2 度目は、減算

「後の金額を基に同項の規定により仕入控除税

額を計算する」際に、である。 

 

２－４ 「貸倒れとなった売掛金等に係る消費

税額」と債権の減額に係る消費税額 

 消費税法第三十九条第 1 項では、「更生計画

認可の決定により債権の切捨てがあつたことそ

の他これに準ずるものとして政令で定める事

実」と規定されているが、このうち、「その他

これに準ずるものとして政令で定める事実」に

ついては、次のように、規定されている。 

 

消費税法施行令 

（貸倒れの範囲等）  

第五十九条 法第三十九条第一項に規定する

政令で定める事実は、次に掲げる事実とす
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る。  

一 再生計画認可の決定により債権の切捨て

があつたこと。 

二 特別清算に係る協定の認可の決定により

債権の切捨てがあつたこと。  

三 債権に係る債務者の財産の状況、支払能

力等からみて当該債務者が債務の全額を弁

済できないことが明らかであること。  

四 前三号に掲げる事実に準ずるものとして

財務省令で定める事実 

 

 このうち、第四号については、次のように、

規定されている。 

 

消費税法施行規則 

（貸倒れの範囲）  

第十八条 令第五十九条第四号に規定する財

務省令で定める事実は、次に掲げる事実とす

る。 

一 法令の規定による整理手続によらない関

係者の協議決定で次に掲げるものにより債

権の切捨てがあつたこと。 

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準に

より債務者の負債整理を定めているもの 

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者の

あつせんによる当事者間の協議により締結

された契約でその内容がイに準ずるもの 

二 債務者の債務超過の状態が相当期間継続

し、その債務を弁済できないと認められる

場合において、その債務者に対し書面によ

り債務の免除を行つたこと。  

三 債務者について次に掲げる事実が生じた

場合において、その債務者に対して有する

債権につき、事業者が当該債権の額から備

忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理

したこと。  

イ 継続的な取引を行つていた債務者につき

その資産の状況、支払能力等が悪化したこ

とにより、当該債務者との取引を停止した

時（最後の弁済期又は最後の弁済の時が当

該取引を停止した時以後である場合には、

これらのうち最も遅い時）以後一年以上経

過した場合（当該債権について担保物があ

る場合を除く。） 

ロ 事業者が同一地域の債務者について有す

る当該債権の総額がその取立てのために要

する旅費その他の費用に満たない場合にお

いて、当該債務者に対し支払を督促したに

もかかわらず弁済がないとき。 

 

 結局、貸し倒れについては、再記すると、次

のように規定されている。 

 

消費税法  

第三十九条第 1 項 

 事業者が国内において課税資産の譲渡等を

行つた場合において、当該課税資産の譲渡等

の相手方に対する売掛金その他の債権につき

更生計画認可の決定により債権の切捨てがあ

つたことその他これに準ずるものとして政令

で定める事実が生じたため、当該課税資産の

譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をす

ることができなくなつた 

  2  前項の規定は、事業者が当該売上げに

係る対価の返還等をした金額の明細を記録し

た帳簿を保存しない場合には、当該保存のな

い売上げに係る対価の返還等に係る消費税額

については、適用しない。 

 

 債権の減額については、次のように規定され

ている。 

 

消費税法 第三十八条第 1 項 

 課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金

その他の債権の額の全部若しくは一部の減額 

 

 この規定は、「事業者が、国内において行つ

た課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は
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値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該

課税資産の譲渡等の対価の額と当該対価の額に

百分の五を乗じて算出した金額との合計額（以

下「税込価額」という。）の全部若しくは一部

の返還」という規定と並んで規定され、後者と

一括され、「売上げに係る対価の返還等」と称

されている。 

 

 貸倒れを規定している第三十九条第 1 項と、

債権の減額を規定している第三十八条第 1 項と

について、それぞれ形容している文言を削除す

ると、次のように、全く同一になっている。 

 

貸倒れの債権 

第三十九条第 1 項 

課税資産の譲渡等の売掛金その他の債権 

 

減額される債権 

第三十八条第 1 項 

 課税資産の譲渡等の売掛金その他の債権 

 

 勿論、性格としては、このように同一ではあ

るが、同一のものではない。先に見たように、

貸倒れについては、消費税法施行令と消費税法

施行規則とにおいて、具体的に、規定されてお

り、債権の減額については、第三十八条第１項

で規定されているだけである。性格が同一であ

るというだけである。 

 しかし、第三十七条第 1 項において、「仕入

れに係る消費税額とみなす」金額は、「課税標

準額に対する消費税額から消費税額を控除した

残額の百分の六十に相当する金額とする」、と

規定されているのであるが、この控除する消費

税額に、債権の減額に拘る消費税額は含まれて

いるが、貸倒れに係る消費税額は含まれていな

い。消費税額を受け取っていない、という点に

おいては、全く同一であるにも拘らず、異なる

取り扱いをするのは、整合的でない。整合的に

するために、貸倒れに係る消費税額も、債権の

減額に係る消費税額と同様に、控除する消費税

額に含めるべきである。 

 

２－５ おわりに 

 本節の要旨は次の通りである。 

 ・「貸倒れとなった売掛金等に係る消費税

額」は、「仕入控除税額とみなされる金額」を

計算する際には、控除する消費税額には算入せ

ず、「回収した売掛金等に係る消費税額は、課

税標準額に対する消費税額に加算され、加算後

の金額を基に同項の規定により仕入控除税額を

計算する」、というのは、整合的でない。整合

的にするために、「貸倒れとなった売掛金等に

係る消費税額」も、「仕入控除税額を計算す

る」する際に、減算の形であるが、算入すべき

である。 

 ・第三十七条第 1 項において、「仕入れに係

る消費税額とみなす」金額は、「課税標準額に

対する消費税額から消費税額を控除した残額の

百分の六十に相当する金額とする」、と規定さ

れているのであるが、この控除する消費税額に、

債権の減額に係る消費税額は含まれているが、

貸倒れに係る消費税額は含まれておらず、整合

的でない。整合的にするために、貸倒れに係る

消費税額も、債権の減額に係る消費税額と同様

に、控除する消費税額に含めるべきである。 

 

３ 事業者の営む事業が二以上の事業で

ある場合 

   ―75％基準が無い場合― 

 

消費税法施行令 

（中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除

の特例） 

第五十七条 次項及び第三項に定めるものの

ほか、法第三十七条第一項に規定する政令で

定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、

同項に規定する政令で定める率は、当該事業

の区分に応じ当該各号に定める率とする。  
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一 第一種事業 百分の九十  

二 第二種事業 百分の八十  

三 第三種事業 百分の七十  

四 第五種事業 百分の五十  

 2  事業者の営む事業が前項各号に掲げる事

業又は第四種事業のうち二以上の事業である

場合には、法第三十七条第一項に規定する政

令で定める率は、次の各号に規定する残額の

合計額（次項において「売上げに係る消費税

額」という。）のうちに当該各号に掲げる金

額の合計額の占める割合とする。  

一 当該課税期間中に国内において行つた第

一種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費

税額の合計額から当該課税期間中に行つた第

一種事業に係る法第三十八条第一項に規定す

る売上げに係る対価の返還等の金額に係る消

費税額（以下この項において「売上げに係る

対価の返還等の金額に係る消費税額」とい

う。）の合計額を控除した残額（次項第二号

イにおいて「第一種事業に係る消費税額」と

いう。）に百分の九十を乗じて計算した金額  

二 当該課税期間中に国内において行つた第

二種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費

税額の合計額から当該課税期間中に行つた第

二種事業に係る売上げに係る対価の返還等の

金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

（次項第二号ロにおいて「第二種事業に係る

消費税額」という。）に百分の八十を乗じて

計算した金額  

三 当該課税期間中に国内において行つた第

三種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費

税額の合計額から当該課税期間中に行つた第

三種事業に係る売上げに係る対価の返還等の

金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

（次項第二号ハにおいて「第三種事業に係る

消費税額」という。）に百分の七十を乗じて

計算した金額  

四 当該課税期間中に国内において行つた第

四種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費

税額の合計額から当該課税期間中に行つた第

四種事業に係る売上げに係る対価の返還等の

金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

（次項第二号ニにおいて「第四種事業に係る

消費税額」という。）に百分の六十を乗じて

計算した金額  

五 当該課税期間中に国内において行つた第

五種事業に係る課税資産の譲渡等に係る消費

税額の合計額から当該課税期間中に行つた第

五種事業に係る売上げに係る対価の返還等の

金額に係る消費税額の合計額を控除した残額

に百分の五十を乗じて計算した金額 

 

 上記の、第五十七条第 2 項の最初の柱書の部

分は次のように解される。「事業者の営む事業

が二以上の事業である場合には、法第三十七条

第一項に規定する政令で定める率は」、分母は

「次の各号に規定する残額の合計額（「売上げに

係る消費税額」という。）」であり、分子は「当

該各号に掲げる金額の合計額」であるような

「割合とする」、と解される。 

 

 消費税法第三十七条第 1 項は、先に引用した

が、ここでは、違う角度から、検討するので、

再度、引用することにする。「法第三十七条第

一項に規定する政令で定める率」は、次のよう

になっている。 

 

消費税法  

第三十七条  

 届出書を提出した場合には、当該届出書を

提出した日の属する課税期間の翌課税期間以

後の課税期間については、第三十条から前条

までの規定により課税標準額に対する消費税

額から控除することができる課税仕入れ等の

税額の合計額は、これらの規定にかかわら

ず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額

に対する消費税額から当該課税期間における

第三十八条第一項に規定する売上げに係る対
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価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を

控除した残額の百分の六十に相当する金額

（卸売業その他の政令で定める事業を営む事

業者にあつては、当該残額に、政令で定める

ところにより当該事業の種類ごとに当該事業

における課税資産の譲渡等に係る消費税額の

うちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合

を勘案して政令で定める率を乗じて計算した

金額）とする。この場合において、当該金額

は、当該課税期間における仕入れに係る消費

税額とみなす。 

 

 上記は、一応、次のような、二つの内容から

成る。 

 

・「課税標準額に対する消費税額から控除する

ことができる課税仕入れ等の税額の合計額は、

課税標準額に対する消費税額から、売上げに係

る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額

を控除した残額の百分の六十に相当する金額と

する。この場合において、当該金額は、当該課

税期間における仕入れに係る消費税額とみな

す」。 

・「卸売業その他の政令で定める事業を営む事

業者にあつては」、「課税標準額に対する消費税

額から控除することができる課税仕入れ等の税

額の合計額は、課税標準額に対する消費税額か

ら、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消

費税額の合計額を控除した」、「当該残額に、政

令で定めるところにより当該事業の種類ごとに

当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費

税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める

割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算し

た金額とする。この場合において、当該金額は、

当該課税期間における仕入れに係る消費税額と

みなす」。 

  

 更に、簡単にすると次のようになる。 

 

・「残額の百分の六十に相当する金額とする」。 

・「残額に、政令で定める率を乗じて計算した

金額とする」。 

 

 先の、法人税法施行令の第五十七条第 2 項の

最初の柱書の部分の、「事業者の営む事業が二

以上の事業である場合には、法第三十七条第一

項に規定する政令で定める率」というのは、上

の二つのうち、後者の条文中にある「政令で定

める率」である。前者の事業は第四種事業であ

り、後者は、直接的には、前者との対比の関係

上、その他の全ての事業の、第一種、第二種、

第三種そして第五種の 4 つの事業であるが、後

で見るように、後者は、前者を含む、全ての事

業を包摂する広義の概念でもあり、むしろ、こ

の広義の概念で使われるのが一般的である。

従って、後者を明確にすることが必要不可欠で

ある。 

 後者の、「政令で定める率を乗」ずる対象の

残額とは、「課税標準額に対する消費税額から、

売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税

額の合計額を控除した」ものである。他方、

「政令で定める率」、は、先に見たように、分母

は「次の各号に規定する残額の合計額（「売上

げに係る消費税額」という。）」とし、分子は

「当該各号に掲げる金額の合計額」とする、そ

ういう「割合」である。そして、前者の、「課

税標準額に対する消費税額から、売上げに係る

対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を

控除した」ものと、後者の、「割合」のうちの、

分母の、「次の各号に規定する残額の合計額

（「売上げに係る消費税額」という。）」との、差

異は、数値上の差異であるが、次で見るように、

それは、計算の差異に基づくものであり、基本

的には、同一視さるべきものである。 

  

 それぞれ、次のように解される。 

「課税標準額に対する消費税額から、売上げに

係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計
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額を控除した」もの 

 各事業者について、第一種から第五種までの

事業の差異を問わず、税込の課税売上高を合計

し、これに105分の100を乗じて、税抜きの額を

算出し、ここで1,000円未満は切り捨て、この

切り捨てた額に、100分の 4 を乗じて算出され

た結果が、「課税標準額に対する消費税額」で

ある。つまり、105分の100を乗じた直後に、

1,000円未満は切り捨て、その後で100分の 4 を

乗じているので、税込の課税売上高に、105分

の 4 を乗じた場合より、1,000円未満への消費税

額の分だけ、小さくなる。 

 

「次の各号に規定する残額の合計額（「売上げに

係る消費税額」という。）」 

 先の消費税法施行令第五十七条第 2 項の第一

号から第五号までを、一括して述べれば、次の

ようになる。 

 第一種、第二種、第三種、第四種、第五種の

各事業それぞれに係る「課税資産の譲渡等に係

る消費税額の合計額から」同じ順序で、第一種、

第二種、第三種、第四種、第五種の各事業それ

ぞれに係る「売上げに係る対価の返還等の金額

に係る消費税額の合計額を控除した残額」に、

同じ順序で、百分の九十、百分の八十、百分の

七十、百分の六十、百分の五十を乗じて計算し

た金額 

 これは、次のように解される。各事業におい

て、税込の課税売上高から、税抜きの売上高を

算出せずに、従って税抜きの売上高について

1,000円未満を切り捨てないで、それに、105分

の 4 を乗じて、消費税額を算出すると、各事業

において切り捨てない1,000円に対する消費税

の合計額だけ、前者よりも消費税額が大きくな

る。（「売上げに係る対価の返還等の金額に係る

消費税額」に対する計算方法については考慮し

ないことにする）。1,000円未満を切り捨てると、

前者と、等しいか、小さくなるか、である。 

 いずれにしても、数値上の差は、計算上の差

異に基づくものでしかない。同一視さるべきも

のである。 

 

消費税法の第三十七条第 1 項の、関係する箇所

のみを再記すれば、つぎの通りである。 

 

消費税法  

第三十七条  

 課税標準額に対する消費税額から控除する

ことができる課税仕入れ等の税額の合計額

は、事業者の課税標準額に対する消費税額か

ら売上げに係る対価の返還等の金額に係る消

費税額の合計額を控除した残額に、政令で定

める率を乗じて計算した金額とする。この場

合において、当該金額は、仕入れに係る消費

税額とみなす。 

 

 結局、「残額に、政令で定める率を乗じて計

算」する必要は無い、ということになる。計算

するのは、単に、不必要な冗慢さを加えるだけ

ということになるのである。この点は、次のよ

うに明白である。 

 

「課税標準額に対する消費税額から、売上げに

係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計

額を控除した」もの×「割合」 

＝「課税標準額に対する消費税額から、売上げ

に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合

計額を控除した」もの×（「当該各号に掲げる

金額の合計額」／「次の各号に規定する残額の

合計額（「売上げに係る消費税額」という。）」 

＝「当該各号に掲げる金額の合計額」 

 

 結局、消費税法施行令の第五十七条第 2 項に

おいて、消費税法第三十七条第 1 項の「仕入れ

に係る消費税額とみなす」ものについては、

「割合」を計算する必要はなく、「当該各号に掲

げる金額の合計額」を、「仕入れに係る消費税

額とみなす」ことにすれば、それで十分である。
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法律の条文は、改めるべきである。 

 

４ 事業者の営む事業が二以上の事業で

ある場合 

―75％基準が在る場合― 

 

４－１ 

 誤解を招きかねない点について、予め、述べ

ておく。直ぐ上で、「事業者の営む事業が二以

上の事業である場合には、法第三十七条第一項 

に規定する政令で定める率は、次の各号に規定

する残額の合計額（次項において「売上げに係

る消費税額」という。）のうちに当該各号に掲

げる金額の合計額の占める割合とする」と規定

している第五十七条第 2 項は、無意味である、

と述べた。ここで検討する同条第 3 項も、同じ

く、「事業者の営む事業が二以上の事業である

場合」である。しかし、無意味である、という

指摘が当て嵌まるのは、この第 3 項のうち、後の

４－３で検討する第二号であり、前の４－２で

検討する第一号については条文の通りで良い。

この第一号の割合は、単一だからである。 

 

消費税法施行令 

第五十七条 

 3  前項の場合において、次に掲げる場合に

該当するときは、法第三十七条第一項に規定

する政令で定める率は、前項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める割合とすることができる。 

 

 ここで「前項の場合」とは、第 2 項の「事業

者の営む事業が二以上の事業である場合」であ

る。この第 3 項では、第 2 項と異なり、新たに

「課税売上高の占める割合」を考慮している。

以下、４－２では、第一号の、特定一事業の課

税売上高の占める割合が百分の七十五以上であ

る場合を、４－３では、第二号の、特定二事業

の課税売上高の占める割合が百分の七十五以上

である場合を、それぞれ検討する。 

 上記は、「次に掲げる場合に該当するときは、

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ当該各号に定める割合とするこ

とができる」、と規定している。「前項の規定に

かかわらず、することができる」と規定してい

るのは、「次に掲げる場合に該当するときは」、

事業者にとって、控除できる仕入れ税額が、

「前項の場合」よりも、大きいと、暗々裏に想

定しているからである。「次に掲げる場合に該

当するとき」、「できる」としても、事業者に

とって、控除できる仕入れ税額が、「前項の場

合」よりも、小さい時、「前項の規定にかかわ

らず」、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める割合」を選択することはあり得

ないからである。「できる」規定とは、そうい

うものである。 

 しかし、以下で見るように、「次に掲げる場

合に該当するとき」、「できる」と規定しても、

事業者にとって、控除できる仕入れ税額が、

「前項の場合」よりも、小さい場合があり得る。

そういう意味では、このような「できる」規定

は無意味である。法律は、改めるべきである。 

 

４－２ 特定一事業の課税売上高の占める割合

が百分の七十五以上である場合 

 

一 当該事業者の当該課税期間における課税

売上高（当該課税期間中に国内において行つ

た課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から

当該課税期間中に行つた売上げに係る税抜対

価の返還等の金額の合計額を控除した残額を

いう。次号において同じ。）のうちに当該課

税期間中に国内において行つた特定一事業に

係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額か

ら当該課税期間中に行つた当該特定一事業に

係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額の

合計額を控除した残額の占める割合が百分の

七十五以上である場合次に掲げる場合の区分
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に応じそれぞれ次に定める割合 

イ 当該特定一事業が第一種事業である場合 

百分の九十 

ロ 当該特定一事業が第二種事業である場合 

百分の八十 

ハ 当該特定一事業が第三種事業である場合 

百分の七十 

ニ 当該特定一事業が第四種事業である場合 

百分の六十 

ホ 当該特定一事業が第五種事業である場合 

百分の五十 

 

 直ぐ上で見たように、「次に掲げる場合に該

当するときは、法第三十七条第一項に規定する

政令で定める率は」、第 2 項つまり「前項の規

定にかかわらず」、第 2 項を採用せずに、第 3 項

を採用し、「次の」第一「号に掲げる場合の区

分に応じ当該」第一「号に定める割合とするこ

とができる」、と規定されている。この第一号

のイからホまでの各「区分」において、以下、

第 2 項から第 3 項第一号に切り替えた時の、 

「仕入れに係る消費税額とみなす」金額の変化

額について述べる。 

 予め、以下の記述について、簡単に説明して

おく。以下で、a は、「仕入れに係る消費税額

とみなす」金額の増額分を示し、b は減額分を

示し、a と b との大小関係が、変化額を表すこ

とになる。a だけの場合は、変化額は増加を表

し、逆に、b だけの場合は減少を表す。各事業

者は、特定一事業以外に、必ずしも、 4 種類の

全ての事業を営んでいるとは限らず、ケースに

よっては、他に事業を全く営んでいないことも

あり得、これらのことを、以下では内包してい

ることを、当然視している。 

 

イ 特定一事業以外に、第二種事業あるいは第

三種事業あるいは第四種事業あるいは第五種事

業がある場合 

 a  第二種事業の消費税額×(90％－80％)＋第

三種事業の消費税額×(90％－70％)＋第四種事

業の消費税額×(90％－60％)＋第五種事業の消

費税額×(90％－50％) 

 

ロ 特定一事業以外に、第一種事業あるいは、

第三種事業あるいは第四種事業あるいは第五種

事業がある場合 

 a  第三種事業の消費税額×(80％－70％)＋第

四種事業の消費税額×(80％－60％)＋第五種事

業の消費税額×(80％－50％) 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－80％) 

 

ハ 特定一事業以外に、第一種事業あるいは第

二種事業あるいは、第四種事業あるいは第五種

事業がある場合  

 a  第四種事業の消費税額×(70％－60％)＋第

五種事業の消費税額×(70％－50％) 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－70％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－70％) 

 

ニ 特定一事業以外に、第一種事業あるいは第

二種事業あるいは第三種事業あるいは、第五種

事業がある場合 

 a  第五種事業の消費税額×(60％－50％) 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－60％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－60％)＋第三種事

業の消費税額×(70％－60％) 

 

ホ 特定一事業以外に、第一種事業あるいは第

二種事業あるいは第三種事業あるいは第四種事

業がある場合 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－50％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－50％)＋第三種事

業の消費税額×(70％－50％)＋第四種事業の消

費税額×(60％－50％) 

 

 以上のように、消費税法施行令の第五十七条

第 2 項を採用せず、第 3 項を採用「できる」と

規定していても、「仕入れに係る消費税額とみ



 - 138 -

なす」金額が、増加するとは限らず、減少する

場合も、あり得るのである。「できる」規定は、

改定するのが望ましい。 

 

４－３ 特定二事業の課税売上高の占める割合

が百分の七十五以上である場合 

 

二 当該事業者の当該課税期間における課税

売上高のうちに当該課税期間中に国内におい

て行つた特定二事業（第一項各号に掲げる事

業又は第四種事業のうち二の事業をいう。）

に係る課税資産の譲渡等の対価の額の合計額

から当該課税期間中に行つた当該特定二事業

に係る売上げに係る税抜対価の返還等の金額

の合計額を控除した残額の占める割合が百分

の七十五以上である場合 次に掲げる場合の

区分に応じそれぞれ次に定める割合 

 

 先に、３では、法人税法施行令第五十七条第 

 2 項を検討したが、その３の最後で述べたよう

に、次のようになっている。 

 

「課税標準額に対する消費税額から、売上げに

係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計

額を控除した」もの×「割合」  

＝「課税標準額に対する消費税額から、売上げ

に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合

計額を控除した」もの×（「当該各号に掲げる

金額の合計額」／「次の各号に規定する残額の

合計額（「売上げに係る消費税額」という。）」 

＝「当該各号に掲げる金額の合計額」 

 

 この式における「割合」の、分子の、「当該

各号に掲げる金額の合計額」と、分母の、「次

の各号に規定する残額の合計額（「売上げに係

る消費税額」という。）」とは、それぞれ、ここ

での第 3 項の第二号の「次に掲げる場合」の条

文中においては、下記の右側のように表現され

ている。 

 

 「当該各号に掲げる金額の合計額」：「次に掲

げる金額の合計額」  

「次の各号に規定する残額の合計額（「売上げに

係る消費税額」という。）」：「売上げに係る消費

税額」  

 

 内容的には、全く同じである。結局、「売上

げに係る消費税額のうちに次に掲げる金額の合

計額の占める割合」と規定しているが、「売上

げに係る消費税額」は、従って「占める割合」

は求める必要はなく、「次に掲げる金額の合計

額」のみを計算すれば、それで十分である。 

 

 先に、４－１で触れたが、消費税法施行令の

第五十七条第 3 項を、第二号に則して解すると

次のようになる。「次に掲げる場合に該当する

ときは、法第三十七条第 1 項に規定する政令で

定める率は」、第 2 項つまり「前項の規定にか

かわらず」、第 2 項を採用せずに、第 3 項を採

用し、「次の」第二「号に掲げる場合の区分に

応じ当該」第二「号に定める割合とすることが

できる」、と規定されている。この第二号のイ

からハまでの各「区分」において、ニでは場合

において、それぞれ、以下、第 2 項から第 3 項

第二号に切り替えた時の、「仕入れに係る消費

税額とみなす」金額の変化額について述べる。 

 先と同様に、予め、以下の記述について、簡

単に説明しておく。以下で、 a は、「仕入れに

係る消費税額とみなす」金額の増額分を示し、 

 b は減額分を示し、a と b との大小関係が、変

化額を表すことになる。 a だけの場合は、変化

額は増加だけを表し、逆に、 b だけの場合は減

少だけを表す。各事業者は、特定一事業以外に、

必ずしも、 4 種類の全ての事業を営んでいると

は限らず、ケースによっては、他に事業を全く

営んでいないこともあり得、これらのことを、

以下では内包していることを、当然視している。 

 



 - 139 -

イ 当該特定二事業が第一種事業と第一種事

業以外の事業とである場合 売上げに係る消

費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の占

める割合 

（1）前項第一号に掲げる金額 

（2）売上げに係る消費税額から第一種事業に

係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場

合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗

じて計算した金額 

（ⅰ）当該第一種事業以外の事業が第二種事業

である場合 百分の八十 

（ⅱ）当該第一種事業以外の事業が第三種事業

である場合 百分の七十 

（ⅲ）当該第一種事業以外の事業が第四種事業

である場合 百分の六十 

（ⅳ）当該第一種事業以外の事業が第五種事業

である場合 百分の五十 

 

 先に述べたように、「売上げに係る消費税額

のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割

合」という条文のうち、「割合」は不要であり、

「次に掲げる金額の合計額」だけを計算すれば、

それで十分である。 

 

（ｉ）当該特定二事業以外に、第三種事業ある

いは第四種事業あるいは第五種事業がある場合 

 a  第三種事業の消費税額×(80％－70％)＋第

四種事業の消費税額×(80％－60％)＋第五種事

業の消費税額×(80％－50％) 

 

（ⅱ）当該特定二事業以外に、第二種事業と、

第四種事業あるいは第五種事業がある場合 

 a  第四種事業の消費税額×(70％－60％)＋第

五種事業の消費税額×(70％－50％） 

 b  第二種事業の消費税額×(80％－70％） 

 

（ⅲ）当該特定二事業以外に、第二種事業ある

いは第三種事業と、第五種事業がある場合 

 a  第五種事業の消費税額×(60％－50％) 

 b  第二種事業の消費税額×(80％－60％)＋第

三種事業の消費税額×(70％－60％） 

（ⅳ）当該特定二事業以外に、第二種事業ある

いは第三種事業あるいは第四種事業がある場合 

 b  第二種事業の消費税額×(80％－50％)＋第

三種事業の消費税額×(70％－50％)＋第四種事

業の消費税額×(60％－50％) 

 

ロ 当該特定二事業が第二種事業と第二種事

業以外の事業（第一種事業を除く。）とであ

る場合 売上げに係る消費税額のうちに次に

掲げる金額の合計額の占める割合 

（1）前項第二号に掲げる金額 

（2）売上げに係る消費税額から第二種事業に

係る消費税額を控除した金額に次に掲げる場

合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗

じて計算した金額 

（ⅰ）当該第二種事業以外の事業が第三種事業

である場合 百分の七十 

（ⅱ）当該第二種事業以外の事業が第四種事業

である場合 百分の六十 

（ⅲ）当該第二種事業以外の事業が第五種事業

である場合 百分の五十 

 

 ここで、（第一種事業を除く。）、とあるのは、

「第二種事業以外の事業」が、第一種事業であ

るとすると、それはイに帰すからである。 

 

 先に述べたように、「売上げに係る消費税額

のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割

合」という条文のうち、「割合」は不要であり、

「次に掲げる金額の合計額」だけを計算すれば、

それで十分である。 

 

（ｉ）当該特定二事業以外に、第一種事業と、

第四種事業あるいは第五種事業がある場合、 

 a  第四種事業の消費税額×(70％－60％)＋第

五種事業の消費税額×(70％－50％） 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－70％） 
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（ⅱ）当該特定二事業以外に、第一種事業ある

いは第三種事業と、第五種事業がある場合、 

 a  第五種事業の消費税額×(60％－50％) 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－60％)＋第

三種事業の消費税額×(70％－60％) 

 

（ⅲ）当該特定二事業以外に、第一種事業と、

第三種事業あるいは第四種事業がある場合、 

 b 第一種事業の消費税額×(90％－50％)＋第三

種事業の消費税額×(70％－50％)＋第四種事業

の消費税額×(60％－50％） 

 

ハ 当該特定二事業が第三種事業と第三種

事業以外の事業（第一種事業及び第二種事

業を除く。）とである場合 売上げに係る消

費税額のうちに次に掲げる金額の合計額の

占める割合 

（1）前項第三号に掲げる金額 

（2）売上げに係る消費税額から第三種事業

に係る消費税額を控除した金額に次に掲げ

る場合の区分に応じそれぞれ次に定める割

合を乗じて計算した金額 

（ｉ）当該第三種事業以外の事業が第四種事

業である場合 百分の六十 

（ⅱ）当該第三種事業以外の事業が第五種事

業である場合 百分の五十 

  

 ここで、（第一種事業及び第二種事業を除

く。）とあるのは、「第三種事業以外の事業」が、

第一種事業あるいは第二種事業であるとすると、

それは、イあるいはロに帰すからである。 

 

 先に述べたように、「売上げに係る消費税額

のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割

合」という条文のうち、「割合」は不要であり、

「次に掲げる金額の合計額」だけを計算すれば、

それで十分である。 

 

（ｉ）当該特定二事業以外に、第一種事業ある

いは第二種事業と、第五種事業がある場合、 

 a  第五種事業の消費税額×(60％－50％） 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－60％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－60％） 

 

（ⅱ）当該特定二事業以外に、第一種事業ある

いは第二種事業あるいは第四種事業がある場合 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－50％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－50％)＋第四種事

業の消費税額×(60％－50％) 

 

ニ 当該特定二事業が第四種事業と第五種事

業とである場合 売上げに係る消費税額のう

ちに次に掲げる金額の合計額の占める割合 

（1）前項第四号に掲げる金額 

（2）売上げに係る消費税額から第四種事業に

係る消費税額を控除した金額に百分の五十を

乗じて計算した金額 

 

 先に述べたように、「売上げに係る消費税額

のうちに次に掲げる金額の合計額の占める割

合」という条文のうち、「割合」は不要であり、

「次に掲げる金額の合計額」だけを求めれば十

分である 

 

 当該特定二事業以外に、第一種事業および第

二種事業および第三種事業がある場合 

 b  第一種事業の消費税額×(90％－50％)＋第

二種事業の消費税額×(80％－50％)＋第三種事

業の消費税額×(70％－50％) 

 

 以上のように、消費税法施行令の第五十七条

第 2 項を採用せず、第 3 項を採用「できる」と

規定していても、「仕入れに係る消費税額とみ

なす」金額が、増加するとは限らず、減少する

場合も、あり得るのである。「できる」規定は、

改定するのが望ましい。 
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５ おわりに 

 

 本稿の要旨は次の通りである。 

・「貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額」

は、「仕入控除税額とみなされる金額」を計算

する際に、控除する消費税額に、売上げにかか

る消費税額から控除されるものとしてではある

が、算入すべきである。 

・「仕入れに係る消費税額とみなす」金額を計

算するために、「課税標準額に対する消費税額

から、売上げに係る対価の返還等の金額に係る

消費税額の合計額を控除した」ものに対して、

（「当該各号に掲げる金額の合計額」／「次の各

号に規定する残額の合計額（「売上げに係る消

費税額」という。）」）という「割合」を乗ずる

のは、無意味であり、「当該各号に掲げる金額

の合計額」を計算するだけで十分である。 

・消費税法施行令の第五十七条第 3 項では、第  

2 項を採用せず、第 3 項を採用「できる」と規

定しているが、その際に、「仕入れに係る消費

税額とみなす」金額が、増加する場合だけでな

く、減少する場合もあり得る。 

以上 

 


