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１　はじめに
本稿の課題は、個別対応方式と一括比例配分方式とで、課税仕入れ等の税額の合計額が如何よう

になるか、つまり、その大小関係は如何ようになるか、ということを、明らかにすることである。
これを、次のように、条件を追加しながら、次のような順序で検討することにする。

２「課税仕入れ等の税額の合計額」
──仕入れに係る対価の返還等がなく、課税貨物に係る消費税額について還付を受けな

い場合──
３　「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」

──仕入れに係る対価の返還等だけがある場合──
４　「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」

──仕入れに係る対価の返還等があり、課税貨物に係る消費税額について還付を受ける
場合──

「課税仕入れ等の税額の合計額」への、「みなし」の形容句の有無は、有るのは、条件が追加され
た場合で、無いのは、その条件がない場合である。

２　「課税仕入れ等の税額の合計額」
──仕入れに係る対価の返還等がなく、課税貨物に係る消費税額について還付を受けな

い場合──

消費税法
（仕入れに係る消費税額の控除）
第三十条　事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を
除く。）が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第
二号に掲げる課税標準額に対する消費税額（以下この章において「課税標準額に対する消費税
額」という。）から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額（当該
課税仕入れに係る支払対価の額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。以下この章におい
て同じ。）及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条
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約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。）につき課された
又は課されるべき消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。）の合計額
を控除する。
一　国内において課税仕入れを行つた場合　当該課税仕入れを行つた日
二　保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書（同条第三項

の場合を除く。）又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合　当該申告に係る課税
貨物（第六項において「一般申告課税貨物」という。）を引き取つた日

三　保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合（当該特例申告書に記載
すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定（国税通則法第二十五条 

（決定）の規定による決定をいう。以下この号において同じ。）があつた場合を含む。以下同
じ。）　当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定（以下「特例申告に関する決定」
という。）の通知を受けた日

２　前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満
たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保
税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額（以下この章
において「課税仕入れ等の税額」という。）の合計額は、同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方法により計算した金額とする。

一　当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定す
る保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税
資産の譲渡等以外の資産の譲渡等（以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。）
にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにそ
の区分が明らかにされている場合　イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法

イ　課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計
額

ロ　課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係
る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

二 　前号に掲げる場合以外の場合　当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課
税売上割合を乗じて計算する方法

本稿では、上記の条文の第２項について、つまり、「課税売上割合が百分の九十五に満たないとき」　
について、検討することにする。上記の、第２項における、第一号の方法は個別対応方式と命名さ
れ、第二号の方法は一括比例配分方式と命名されるので、本稿でもこの命名を使うことにする。両
方式それぞれにおける　「課税仕入れ等の税額の合計額」を算出し、そのうえで、いずれが大きいか、
その大小は、何に依存するか、を明らかにするのが、本稿の課題である。以下、先ず、それぞれの
算式を示し、次いで、両方式の　「課税仕入れ等の税額の合計額」　の大小を検討する。

第一号の場合：個別対応方式の場合
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「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
＋「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課
税仕入れ等の税額の合計額」×「課税売上割合」

第二号の場合については、次の条文に鑑み、第一号の計算を行う事業者のうち、第二号の計算も
行っている事業者について、両方式の「課税仕入れ等の税額の合計額」の大小を検討することにする。

消費税法
第三十条
４　第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間

中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における第一項に規定する保税地域か
らの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法に
より第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

第二号の場合：一括比例配分方式の場合

「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝「当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額」
×「課税売上割合」
＝（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
＋「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」＋「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物
に係る課税仕入れ等の税額の合計額」）
×「課税売上割合」

直ぐ上の条文を、再度、次に掲げ、上とは別の観点から、検討することにする。

消費税法　第三十条
４　第二項第一号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間

中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における第一項に規定する保税地域か
らの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法に
より第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。

上記の条文において、「第二項第一号」「に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法により
第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる」、と言って
も、「第二項第一号」「に定める方法」による「控除される課税仕入れ等の税額の合計額」の方が、「第
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二項第二号に定める方法」による「控除される課税仕入れ等の税額の合計額」よりも、大きい場合
は、控除仕入税額の大小だけに関する限り、「第二項第一号」「に定める方法に代え、第二項第二号
に定める方法」を採用する誘因は無い。

仮に採用する誘因が存在するとすれば、「第二項第一号」「に定める方法」による税額のうち、「第
二項第二号に定める方法」による税額を超過する超過額、つまり、「第二項第一号」「に定める方法
に代え、第二項第二号に定める方法により第一項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合
計額を計算すること」による税額の減少額を、次の金額が上回る場合である。「第二項第一号」「に
定める方法」による事務量を金額で表し、又、「第二項第二号に定める方法」による事務量を金額
で表し、前者よりも後者が小さいとし、前者の金額のうち後者を超過する事務超過額つまり減少額
に消費税率を乗じた金額の費用消費税減少額が、税額減少額を上回る場合である。

上とは逆に、「第二項第一号」「に定める方法」による「控除される課税仕入れ等の税額の合計額」
が、「第二項第二号に定める方法」による「控除される課税仕入れ等の税額の合計額」よりも、小
さい場合に、それでも「第二項第一号」「に定める方法に代え、第二項第二号に定める方法」が採
用されずに、「第二項第一号」「に定める方法」が採用されるとしたら、それは、税額の差額を、事
務量の差額が、上回るときである。

以下では、事務量の差額は、考慮せず、専ら、税額の差額のみを考慮して、かような観点から、
二つの方法を検討することにする。

上記の条文の最後で、「できる」と規定されている。一般に、デキル規定は、その採用が納税者
に有利になる場合に、行われるものである。上記の「できる」規定が、一般の使用の場合と同じな
らば、第一号よりも第二号のほうが、税額が大きくなるはずであるが、しかし、上記の「できる」
規定は、そこまで含んではいない。以下、第一号と第二号とに関して、税額の大小を見てゆく。

第二号の場合つまり一括比例配分方式による「課税仕入れ等の税額の合計額」
−第一号の場合つまり個別対応方式による「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝（「課税売上割合」−１）
×「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
＋「課税売上割合」
×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」
＝−（１−「課税売上割合」）
×「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
＋「課税売上割合」
×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」

以下、次の条文に鑑み、簡単に、次のように称することにする。
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消費税法
第三〇条
２
一　当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び当該課税期間における前項に規定す

る保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税
資産の譲渡等以外の資産の譲渡等（以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。）
にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにそ
の区分が明らかにされている場合

「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額の合計額」
「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額の合計額」
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課税仕入れ等の税額の合計額」

結局、個別対応方式を一括比例配分方式に変換したとき、「課税仕入れ等の税額の合計額」の変
化額は、「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額の合計額」に　（１−「課税売上
割合」）を乗じて計算した金額の減少分と、「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等
の税額の合計額」　に「課税売上割合」を乗じて計算した金額の増加分との、大小関係による。つ
まり、上記の三つのうち、１番目と、２番目の両者が、「課税仕入れ等の税額の合計額」の変化額
に関係し、３番目の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課税仕入れ
等の税額の合計額」は、相殺され、関係がないのである。

本節を定式化すれば次のようになる。
一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
−個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
＝−（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
＋「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

この等式を不等式で表現すれば、次のようになる。

一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
－><
個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額

この不等式は次の不等式と同値である。

「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
－><

（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
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３　「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
──仕入れに係る対価の返還等だけを受ける場合──

消費税法
（仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例）
第三十二条 　事業者が、国内において行つた課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若し
くは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額（第三十条第一項に規定
する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。）の全部若しくは一部
の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部
の減額（以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。）を受けた場合には、次
の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受
けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項

（同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。）の規定を適用する。

以下では、上記の条文の最後尾の規定の、「第三十条第一項（同条第二項の規定の適用がある場
合には、同項の規定を含む。）の規定を適用する」の中の、括弧の中の、「同条第二項の規定の適用
がある場合」について、検討することにする。

上の条文中の「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対
価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして」と言う
文章に鑑み、以下では、「課税仕入れ等の税額の合計額」に、「みなし」という形容をつけ、「みなし」

「課税仕入れ等の税額の合計額」と称することにする。

消費税法
第三十二条
第１項
二　当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定め

る方法により計算する場合　イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ　第三十条第二項第一号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつ

き当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を
控除した残額

ロ　第三十条第二項第一号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等（同
号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第四項第二号ロにおいて同じ。）に共通して要
する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る
消費税額の合計額に同条第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額（同
条第三項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算し
た金額。第四項第二号ロにおいて同じ。）を控除した残額
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個別対応方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
イ

「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」

ロ
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税
仕入れ等の税額の合計額」×「課税売上割合」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」×「課税売上割合」
＝「課税売上割合」
×（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る
課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課
税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」）

消費税法
第三十二条
第１項
三　当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定め

る方法により計算する場合　同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する
課税売上割合（以下この号及び第四項第三号において「課税売上割合」という。）を乗じて
計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費
税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

一括比例配分方式における「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝｛（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
＋「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」＋「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物
に係る課税仕入れ等の税額の合計額」）×「課税売上割合」｝
−「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」
×「課税売上割合」

ここで、「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」は具体的には、次
のようになる。

「仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」
＝「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
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合計額」
＋「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消
費税額の合計額」
＋「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」

従って、一括比例配分方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」は、次のようになる。

一括比例配分方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝｛（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）＋（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ
等の税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」）＋（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して
要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその
他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）×「課税売上割合」

両方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」の差額は次のようになる。

一括比例配分方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
−個別対応方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝（課税売上割合−１）
×（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）
＋「課税売上割合」
×（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額の合計額」）
＝−（１−「課税売上割合」）
×（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）
＋「課税売上割合」
×（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額の合計額」）
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先に称した用語を拡大解釈して、「対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」を、以
下のように、それぞれから、控除する、ということを、含意させて、使用することにする。

「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」：
「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」

「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」：
「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計
額」
−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消
費税額の合計額」

「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課税仕入れ等の税額」：
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税
仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」

結局、先と同様に、個別対応方式を一括比例配分方式に変換したとき、「課税仕入れ等の税額の
合計額」の変化額は、「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」に（１−「課税売
上割合」）を乗じて計算した金額の減少分と、「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ
等の税額」に「課税売上割合」を乗じて計算した金額の増加分との、大小関係による、ということ
になる。つまり、上記の「課税仕入れ等の税額」の三つのうち、１番目と２番目の両者が、「課税
仕入れ等の税額の合計額」の変化額に関係し、３番目の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡
等に共通して要する」「課税仕入れ等の税額」は、相殺され、関係がないのである。

本節を定式化すれば次のようになる。
一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
−個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
＝−（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
＋「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

この等式を不等式で表現すれば、次のようになる。

一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
－><
個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
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この不等式は次の不等式と同値である。

「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
－><

（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

４　「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
──仕入れに係る対価の返還等があり、課税貨物に係る消費税額について還付を受ける

場合──

消費税法
第三十二条
４　事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物（第三十条第一項に規定する保税地域か

らの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第三十六条において同じ。）に係る消費
税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間におけ
る課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第一項（同条第二項の規定の適用があ
る場合には、同項の規定を含む。）の規定を適用する。

ここでは、「課税貨物に係る消費税額につき、還付を受ける場合」の「みなし」「課税仕入れ等の
税額の合計額」を、上記の条文の最後尾の括弧の中の「第三十条第二項の規定の適用がある場合」
について、明らかにする。

消費税法
第三十二条
第４項
二　当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第一号に定め

る方法により計算する場合　イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
イ　第三十条第二項第一号イに掲げる金額（当該課税期間において第一項第二号イの規定の適

用がある場合には、同号イに掲げる残額）から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につ
き当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額

ロ　第三十条第二項第一号ロに掲げる金額（当該課税期間において第一項第二号ロの規定の適
用がある場合には、同号ロに掲げる残額）から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に

　共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条
第二項第一号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

上記において、イにおいても、ロにおいても、何れも、括弧の中で規定されている場合について、
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以下では検討することにする。つまり、イにおいては、「第一項第二号イの規定の適用がある場合」
について、ロにおいては、「第一項第二号ロの規定の適用がある場合」について、それぞれ検討す
ることにする。

個別対応方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
イ

「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」

ロ
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税
仕入れ等の税額の合計額」×「課税売上割合」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」×「課税売上割合」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費
税額の合計額」×「課税売上割合」
＝（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る
課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課
税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその
他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」）
×「課税売上割合」

消費税法
第三十二条
第４項
三　当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第三十条第二項第二号に定め

る方法により計算する場合　同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を
乗じて計算した金額（当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合には、同
号に定める残額）から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額
に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額

上の条文のうち、以下では、「当該課税期間において第一項第三号の規定の適用がある場合」に
ついて、検討することにする。この、第一項第三号とは、第三十二条の第一項第三号のことを指す。
従って、結局、「課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額から仕入れに
係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控
除した残額」から、「課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて
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計算した金額を控除した残額」を、「課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第三十条第二項の
規定を適用する」、ということになる。

一括比例配分方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝｛（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）＋（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ
等の税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」）＋（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して
要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその
他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）｝
×「課税売上割合」
−「課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額」
×「課税売上割合」
＝｛（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）＋（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ
等の税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」）＋（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して
要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその
他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」）｝
×「課税売上割合」
−（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」＋「その他
の資産の譲渡等にのみ要する」「課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」＋「課税資産の
譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」）
×「課税売上割合」
＝｛（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」）＋

（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合
計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に
係る消費税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税貨物につき還付を受ける
消費税額の合計額」）＋（「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ
及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等
に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額」−「課税
資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合
計額」）｝
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×「課税売上割合」

両方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」の差額は、次のようになる。

一括比例配分方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
−個別対応方式による「みなし」「課税仕入れ等の税額の合計額」
＝（「課税売上割合」−１）
×（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」）
＋「課税売上割合」
×（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税貨物につき還付を受け
る消費税額の合計額」）
＝−（１−「課税売上割合」）
×（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の
合計額」−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」）
＋「課税売上割合」
×（「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の
合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額
に係る消費税額の合計額」−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税貨物につき還付を受け
る消費税額の合計額」）

先に称した用語を拡大解釈して、「課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」を、以下の
ように、それぞれから、控除する、ということを、含意させて、使用することにする。

「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」：
（「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額」−
「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合
計額」−「課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」

「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」：
「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計
額」
−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れにつき対価の返還等を受けた金額に係る消
費税額の合計額」
−「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税貨物につき還付を受ける消費税額の合計額」
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「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課税仕入れ等の税額」：
「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ及び課税貨物に係る課税
仕入れ等の税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れにつき対価の返還等を
受けた金額に係る消費税額の合計額」
−「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき還付を受ける消費
税額の合計額」

結局、先と同様に、個別対応方式を一括比例配分方式に変換したとき、「課税仕入れ等の税額」
の変化額は、「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」に（１−「課税売上割合」）
を乗じて計算した金額の減少分と、「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
に「課税売上割合」を乗じて計算した金額の増加分との、大小関係による。つまり、上記の「課税
仕入れ等の税額」の三つのうち、１番目と２番目の両者が、「課税仕入れ等の税額の合計額」の変
化額に関係し、３番目の「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課税仕
入れ等の税額」は、相殺され、関係がないのである。

本式を定式化すれば次のようになる。
一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
−個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
＝−（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
＋「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

この等式を不等式で表現すれば、次のようになる。

一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
－><
個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額

この不等式は次の不等式と同値である。

「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
－><

（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

５　おわりに
繰り返しになるが、本稿の結論は次の通りである。
課税仕入れ等の税額の合計額に関する、個別対応方式と一括比例配分方式の差額は、次のように

なる。

一括比例配分個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
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−個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額
＝−（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
＋「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

三つの「課税仕入れ等の税額」のうち、「課税仕入れ等の税額の合計額」の変化額に関係するのは、
「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」と、「その他の資産の譲渡等にのみ要する」
「課税仕入れ等の税額」であり、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する」「課
税仕入れ等の税額」は、相殺され、関係がないのである。

この等式を不等式で表現すれば、次のようになる。

一括比例配分方式による課税仕入れ等の税額の合計額
－><
個別対応方式による課税仕入れ等の税額の合計額

この不等式は次の不等式と同値である。

「課税売上割合」×「その他の資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」
－><

（１−「課税売上割合」）×「課税資産の譲渡等にのみ要する」「課税仕入れ等の税額」

以上


