
消費税軽減税率（案）への対応について 

平成２８年３月 
中小企業庁 



軽減税率制度の概要 

○軽減税率制度を、消費税率引上げ（１０％）に伴う低所得者対策として、平成２９年４月に導入。 
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○ 平成２９年４月から平成３３年３月までの経理方式 

○ 平成３３年４月からの経理方式（適格請求書等保存方式の導入） 

週２回以上発行される新聞の購読料 



軽減税率制度の対象品目 

①飲食料品の譲渡（食品表示法に規定する食品（酒税法に規定する酒類を除く）の譲渡をいい、外食等を除く。） 

②定期購読契約が締結された週２回以上発行される新聞の譲渡 

2  現在詳細な整理を政府内において検討中。 
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対象品目関係（「外食」等の範囲） 

 現在詳細な整理を政府内において検討中。 



適格請求書等保存方式の導入 
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区分記載請求書等保存方式（平成２９年４月～） 
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○現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。 



売上税額の計算の特例（区分記載請求書等保存方式段階における税額計算の特例） 
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仕入れ税額の計算の特例（区分記載請求書等保存方式段階における税額計算の特例） 
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適格請求書等保存方式（平成３３年４月～） 
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○平成３３年４月１日から導入（登録は平成３１年４月１日から）。 

※ 不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食業、タクシー業等については、適格請求書の記載事項を簡易なものとすることができる
（適格簡易請求書）。 
 ・「適用税率」及び「適用税率毎の消費税額等」 → 「適用税率」又は「適用税率毎の消費税額等」 
 ・「交付を受ける事業者の氏名又は名称」    → 省略 



適格請求書等保存方式の要点 
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税額計算の方法及び特例の施行スケジュール 

10 



軽減税率制度の円滑な導入・運用のための検証、取組み 
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消費税軽減税率対応に利用できる支援措置 



消費税軽減税率対策予算   

【小売段階の支援】 
 
 複数税率対応レジの導入等支援 
 対象者： 
  複数税率に対応して区分経理等を行う必要が 
 ある中小の小売事業者等 
（複数税率対応レジを持たない者に限る） 
 
 補助率：原則 ２／３ 
   ※３万円未満のレジ購入の場合 ３／４補助  
 
 補助上限：１台あたり20万円 
  ※商品マスタの設定が必要な場合には上記にプラス  
    20万円で上限40万円 

【流通段階の支援】 
 
 受発注システムの改修等支援 
 対象者： 
  軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を 
 行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小  
 売事業者、卸売事業者等 
 

 補助率：２／３ 
 

 補助上限：1000万円（小売事業者等の発注 
                 システム） 
          150万円（卸売事業者等の受注 
                 システム） 
  

 
 制度の周知及び対応の促進、相談窓口の設置、講習会の実施、巡回指導・専門家派遣等 

消費税軽減税率への対応が必要な事業者の準備が円滑に進むよう以下の支援を行うための予算を計上。 

国 
中小企業基盤 
整備機構 事業者 レジ会社等が使用方法の教示、

サポートを実施 

スキーム  
補助 

（10/10） 
補助 

（2/3、3/4） 

１．中小の小売事業者等に対するレジの導入・システム改修等支援（予備費996億円） 

２．中小企業団体等の小売事業者への周知や対応サポート体制の整備（補正予算170億円） 

※補助事業を超える分について、日本政策金融公庫等の低利融資が利用可能(特別利率③(基準金利－0.9％)) 
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○消費税軽減税率やマイナンバー対応で事務負担増が集中する中小企業を支援するため、適用対象者を見直
した上で、適用期限を２年延長する。 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例   平成２８年度延長 

改正概要 【適用期間：２年間（平成２９年度末まで）】 

○中小企業者が３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額３００万円を限度として、全額損金
算入（即時償却）することを認める措置。 

○適用対象者から従業員１，０００人超の法人を除外し、適用期限を２年延長する。 

（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税） 

取得価額 償却方法 

３０万円未満 
全額損金算入 
（即時償却） 

２０万円未満 
３年間で均等償却（注） 

（残存価額なし） 

１０万円未満 
全額損金算入 
（即時償却） 

        合計３００万円 
    まで 

本
則 

（注）２０万円未満の減価償却資産であれば、３年間で毎年１／３ずつ損金算入することが可能。 

中小企業者のみ 

全ての企業 
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商業・サービス業・農林水産業活性化税制 

○ 消費税軽減税率対応等のために経営改善設備を取得した場合に、取得価額の30％特別償却又は７％税額控
除を受けることができる措置。平成27年度改正において、適用期限を２年延長。 

概要 【適用期間：２年間（平成28年度末まで】 

○商業・サービス業者等が経営改善設備（※）を取得した場合に、取得価額の30％特別償却又は７％税額控除ができる措置。 
  

    （※） 認定経営革新等支援機関等（商工会議所等）による、経営改善に関する指導に伴って取得する下記の設備をいう。 
          

         ・１台30万円以上の器具・備品 
          （事務機器、通信機器、電気機器、ガス機器、家具、家庭用品、試験機器、測定機器、看板、理容・美容機器 等） 
         ・１台60万円以上の建物附属設備 
          （電気設備、給排水設備、衛生設備、冷暖房設備、ボイラー設備、ドアー自動開閉設備、アーケード、間仕切り 等） 

経営改善指導等 

経営改善指導等に基づく 
設備投資 

中小商業・サービス業 

税制措置 
（特別償却30％又は税額控除７％） 

都道府県中小企業団体中央会 
商工会議所 
商工会 

商店街振興組合連合会 
認定経営革新等支援機関 等 

相談 経営改善指導等を行う機関 

え１ 

【活性化に資する設備の例】 

照明設備（ダウンライト） シャンプー台設備 

理容椅子 

冷蔵オープンショーケース 

・店舗内のイメージアップ、集客力の拡大 

【本税制のイメージ図】 

平成２７年度延長 
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○機械装置、ソフトウェア等を取得した場合、特別償却又は税額控除を受けることができる措置。 

○平成26年度改正において、最新モデルであるなどの生産性向上の要件を満たすものについて、即時償却又は
取得価額の10％を税額控除できる上乗せ措置を創設。 

中小企業投資促進税制（法人税・所得税・法人住民税・事業税） 

概 要 【適用期間：３年間（平成28年度末まで）】 

平成２６年度拡充・延長 

対象業種 ほぼ全業種
（娯楽業、風俗営業等を除く）

対象事業者 中小企業者等
（資本金１億円以下）

対
象
設
備

機械・装置 すべて（１台１６０万円以上）

器具・備品 電子計算機（複数台計１２０万円以上）
デジタル複合機（１台１２０万円以上）

試験又は測定機器（複数台計１２０万円以上）

工具 測定工具及び検査工具（複数台計１２０万円以上）

ソフトウェア 複数基計７０万円以上

貨物自動車 車両総重量３．５ｔ以上

内航船舶 取得価額の７５％

通常措置の対象業種・設備 

上乗せ措置の要件・適用対象設備 
先端設備 

生産ライン等の改善に資する設備 
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特別償却 税額控除 

・個人事業主 
・資本金3,000万以下の中小企 
 業等 

即時償却 １０％ 

資本金3,000万超の中小企業 即時償却 ７％ 投資利益率が５％以上となる投資計画に記載された設備（貨物自動車・内航船舶は除く） 

 →申請者が作成する簡素な設備投資計画を、税理士等がチェックし、経済産

業局が確認。 

最新モデルであること、旧モデルと比べて年平均１％以上生産性が向上
するなど一定の要件に該当する以下の設備 
 ・機械・装置（ソフトウェア組込型機械・装置は、一代前モデルも対象） 

 ・サーバー、試験・測定機器 
 ・稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア（生産性向上要件なし） 

 →工業会等がメーカーから申請をうけて確認 

通常措置の対象設備のうち、一定
の要件を満たす設備については上
乗せ措置がある。 

税制措置の内容 

税制措置の内容 

特別償却 税額控除 

・個人事業主 
・資本金3,000万以下の中小企 
 業等 

３０％ ７％ 

資本金3,000万超の中小企業 ３０％ 措置無し 

（通称：A類型） 

（通称：B類型） 
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消費税軽減税率対応のためのソフトウェア・システム改修の取扱いについて 

○ＰＯＳのレジシステムや受発注システム・経理システム等について、制度改正に対応するために行
うソフトウェアの改修は、一般的にソフトウェアの効用を維持するために行われる支出に該当する
と考えられ、費用として処理できる（下記参照）。 

消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて 
 （平成15年9月） 

（問） 
 消費税法改正により、平成16年4月から取引価格の総額表示が義務付けら
れることから、消費税に係る会計処理をコンピュータで行っているA社は、会

計処理プログラムを修正する必要があり、当該修正を外部に委託することと
しています。 
 当該修正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対してなされるもの
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、当該修
正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。 
 

【答】 
 プログラムの修正が、消費税法改正による総額表示の義務付けに対してな
され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、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。 
 

【解説】 
 プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、向上等に該当する場合に
は、新たなソフトウエアの取得と認められ、こうした修正に要する費用は資本
的支出として取り扱われることとなりますが、照会の会計処理プログラムの修
正は、消費税法改正による総額表示義務付けに対して、現在使用しているソ
フトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たなソフトウエア
の取得とは認められないことから、本事案における修正に要する費用は、修
繕費に該当します。 
（注） プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当す
る部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り
扱うこととなります。 

参考 

＜ソフトウェアの取扱い＞ 
 
○ソフトウェアの取得 
 取得価額を資産計上 
（5年で減価償却） 
 
○プログラムの修正 
①新たな機能の追加、機能の向上等に該
当するときは、その修正等に要した費用
は、資本的支出に該当 

（5年で減価償却） 
 
②ソフトウェアの効用を維持するために行わ
れる支出は修繕費 

軽減税率対応の
改修は、②の取
扱いとなる旨の
明確化を国税庁
に要請 
(税法の成立後) 
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