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2014.02 

システム監査と税制改革(2)   2015年以降の「新消費税法」に関するシステム監査上の留意点 

会員番号 1566 田淵隆明  

 

  前回ご報告したように、消費税に欧米諸国で実績のある「軽減税率」が導入されることが決定した。同時に還付コス

トが甚大で、消費の牽引役である中間所得層に恩恵の無い「給付付き控除」の消滅も事実上決定した。ただ、平成 25

年「与党税制改正大綱」では、「消費税法」が抱えるシステム監査上の大きな課題が未解決のまま残されてしまった。今

回は、これらの課題について取り上げることとする。公認システム監査人・システム監査技術者の職域拡大の一助とな

れば幸いである。 

 

 

§1. 現行の消費税法のシステム監査上の留意点 

筆者は、従前より、消費税法には多くの問題点があると考えてきた。2012年 6月の衆議院の公聴会や講演等におい

ても次の 5点を主張している(詳細は、検索サイトで「田淵隆明」で検索して下さい)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらについて、2014年 2月時点での状況を述べる。 

 

①については一部実現確定。詳細は前回を参照。 

 当然のことながら、「標準税率」と「軽減税率」の区分については、システム監査上重要な留意点となる。 

 

②の「税額票方式への移行」は、間接税の補足率や益税の解消もさることながら、法人税等の直接税の補足に強力な

威力を発揮するため、脱税防止手段として極めて有効であるが先送りの方向である。後述するように日本独特の「課税

売上割合」の計算は極めて煩雑であり、システム監査上重要な留意点であるが、これが残ることとなってしまったことは

忸怩たるものがある。 

 

①現行の消費税を「弱者に優しい消費税」に改めるため、欧米の先進国で実績のある「複数税率」を導入

し、「生活必需品」は非課税/軽減税率を適用し、贅沢品には重課税する。 

 

②税の透明性を確保するため、現行の「帳簿方式(請求書保存方式)」から「税額票方式」に移行する。 

 

③「簡易課税制度」については、5 種類の事業別に「みなし仕入率」を設定している。しかし、第 1 種及

び第 2 種事業については、実情よりも遥かに高い「みなし仕入率」となっており、「益税の温床」であるた

め、これを是正する。 

 

④税の滞納を防ぐために、「事業者への意識付け」の意味で、本則課税については「税込経理」を禁止し、

「税抜経理」に一本化する。(ただし、⑤と混同しないように注意が必要) 

 

⑤2005 年の改正で BtoC は表示上の「内税」が義務付けられたが、小売店の事務負担の軽減及び「転嫁の

確実性」の観点から「外税」表示も選択可能とする。 
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※一部の政治家は、「複数税率の導入」と「インボイス方式への移行」を不可分の関係あると喧伝していたが、これは

明白な誤りである(Reference[3])。さらに、消費税は導入当初、標準税率 3%に対し自動車は 6%であった。つまり、

我々日本人は「帳簿方式での複数税率」は経験済みなのである。 

 

③2014年 2月現在において、「みなし仕入率」は次の通りである。 

 

第 1 種・第 2 種事業については、実情よりも遥かに高い「みなし仕入率」となっているので、これを是正する必要があ

る。このことは大きな「益税」であるとして、消費税導入当初から各方面から批判されており、2005 年の制度改正により

適用範囲が「課税売上高 5000万円以下」にまで縮小された。今回の改正では 6種類に増え、第 6種事業の「みなし仕

入率」は 40%にまで引き下げられるが、肝心の第 1種・第 2種は現状維持であり、十分な改正とは言えない。 

なお、簡易課税は原則では事業の種類ごとに最大で 5種類の事業に売上を区分しなければならない。例えば、「他

社製のパンの卸売と小売り、自家製のケーキの店頭販売、喫茶店を併設し、喫茶店で有料の WI-FI サービスを提供し

ていた場合」はどうなるだろうか? 実は、5種類全てが該当する。 

 

・他社製のパンの卸売   →  第 1種事業〔卸売業〕 

・他社製のパンの小売   →  第 2種事業〔小売業〕 

・自家製のケーキの販売  →  第 3種事業〔製造業〕 

・喫茶店         →  第 4種事業〔その他の事業〕 

・WI-FIサービス     →  第 5種事業〔サービス業(飲食店業を除く)〕 

 

 明らかに、この「事業の区分」はシステム監査上の重要な留意点となる。しかも、「簡易課税制度」には特例があり、1

種類の事業の課税売上高(※税抜、以下同じ)が課税売上高全体の 75%以上を占める場合は、その 1種類とみなすこと

が認められている。また、2種類の事業の課税売上高合計が課税売上高全体の 75%以上を占める場合はその 2種類と

みなすことが認められている。 

 このように「簡易課税制度」は「簡易」とは名ばかりの複雑な制度となっており、その”有利選択”も含めて、システム化

すると非常に複雑な計算が必要となる。従って、「特例の適用の可能性の判定」及び「特例に関する有利選択」は、税

理士にとっての重要なコンサル・テーマとなるだけでなく、システム監査上の重要な留意点となる。 

 

※衆議院の消費税公聴会でも指摘したが、実は「簡易課税事業者」は事業により売上を区分しなければならず、「帳

簿方式での複数税率」を既に実質的に経験しているのである。昨年 12 月の税制大綱においても、このことを強く意
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識した取り纏めになっている。 

 

④については、現在、上場企業を始めとする本則課税業者の多くが「税抜経理」を採用しているため、「税抜経理」に

一本化しても大きな混乱は生じないと考えられる。従って、本年末の制度設計の中で実現する可能性がある。 

 

⑤これについては、既に「消費税法」の付則として実現した。 

 

 

§2. 本則課税の場合の「個別対応方式」と「比例一括配分」 

【1】まず、現行の帳簿方式 (請求書保存方式)では、「課税売上割合」という、我が国独特の概念が存在する。 

 

 

 「課税売上割合」は非常に分かりにくい式である。特に、「不課税」と「非課税」の区別が複雑であり、システム上の設

定にも注意を要する。従って、システム監査上の重要な留意点となる。当面、帳簿方式が継続するため、システム監査

においては「課税売上割合」に細心の注意を払わなければならない。 

  

【2】続いて、仮払消費税を次の 3通りに分割する。 

 仮払消費税(A)  → 課税売上のみに関する仮払消費税 

 仮払消費税(B)  → 非課税/不課税売上のみに関する仮払消費税 

 仮払消費税(C)  → 両者に共通な部分に関する仮払消費税 

 

※ここでいう「仕入等」には販売管理費・一般管理費、及び、固定資産の取得を含む。 

※例えば、得意先の接待費は「課税仕入（A）」、取引銀行の接待費は「課税仕入（B）」、家賃・光熱費等は 

案分するか「課税仕入（C）」など、詳細な規定がある。 

 

【3】控除対象額は次のようになる。課税売上割合を K、3種類の仮払消費税を a,b,c とおくと、課税売上 

(税抜)が 5億円超の事業者について、控除対象額は次の 2通りの方法がある。2012年度より、課税売上割合が 95%

以上であっても、仮払消費税の一部は控除できなくなったことに注意が必要である。 

 

(1)個別対応方式 

   控除額 ＝ a ＋ K × c                                                 (2.1) 
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(2)比例一括配分方式 

   控除額 ＝ (a ＋ b ＋ c ) × K                                            (2.2) 

 

  注意するべきことは、消費税法第 30 条 5 項の規定により、(1)→(2)の変更はいつでもできるが、(2)→(1)の変更は(2)

を 2 年間以上継続しないと出来ないということである。後述するように、(消極的選択も含めて)(2)を選択すると多額の

「損税」が発生することも多く、それが少なくとも 2年間継続するため、大きな問題となっている。 

 

【4】以上のことを元に、次の設例を御覧頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) まず、各種の売上及び収入の判定を行う。 

・機械の売上 ＝ 4,900,000,000              → 課税 

・自動車の売上 ＝ 4,700,000,000           → 課税 

・個人向け不動産賃貸収入 ＝ 100,000,000    → 非課税 

・受取利息 ＝ 300,000,000                → 非課税 

・受取配当金 ＝ 400,000,000              → 不課税  

   

よって、 

課税売上高(税抜)＝9,600,000,000＝(課税標準)                                        (2.1)  

非課税売上高  ＝400,000,000                                                        (2.2)  

 

(課税売上割合)＝9,600,000,000 / (9,600,000,000＋400,000,000)＝0.96                    (2.3) 

従って、課税売上割合は 96%であるが、(2.1)より課税売上高(税抜)が 5億円を超えるので区分経理が必要。 

 

〔設例 1〕P 社は製造業を営んでいる。2014 年 3 月期において、自動車の売上(税抜)は 4,900,000,000 であり、鉄道

車両の売上(税抜)は 4,700,000,000 であり、個人向け不動産賃貸収入が 100,000,000 あった。また、受取利息が

300,000,000、受取配当金が 400,000,000であった。 

固定資産の取得はなく、課税仕入(A)(税込)は 4,200,000,000、課税仕入(B)(税込)は 100,500,000、課税仕入

(C)(税込)は 2,100,000,000であり、全ての仕入先は課税事業者であった。  

   

この場合について、以下の問いに答えよ。 

(1)課税売上を求め、区分経理の要否を判定せよ。 

(2)区分経理で「個別対応方式」(法第 30条第 2項第 1号)による場合の納税額を求めよ。 

(3)区分経理で「一括比例配分方式」 (法第 30条第 2項第 2号)による場合の納税額を求めよ。 

(4)EUの VATのような「税額票方式」における納税額を求めよ。 

(5)(2)～(4)の場合、納税額の大小を示せ。 

   

 なお、全ての取引は国内取引であり、P 社は税抜経理を採用している。また、簡単のため、地方消費税は(国税の)

消費税に含めて考えるものとする。  

 



March 2014                                 日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報  9 

※上述したように「課税売上割合」の計算では、「免税(輸出)」は比較的容易に理解できるが、「不課税」と「非課税」の

区別が非常に分かりづらい。受取配当金が「不課税」、受取利息が「非課税」というのは直感では納得しづらい。 

 

(2) （課税標準に関する消費税額）＝9,600,000,000×0.05＝480,000,000                         (2.4)  

  課税仕入(A)、課税仕入(B)、課税仕入(C)に対する仕入税額をそれぞれ a,b,c とすると、次のようになる。 

    a ＝ 4,200,000,000 × 5/105 ＝ 200,000,000                                           (2.5)  

   b ＝  105,000,000 × 5/105  ＝    5,000,000                                  (2.6)  

   c ＝ 2,100,000,000 × 5/105  ＝ 100,000,000                                          (2.7)  

   

よって、「個別対応方式」による場合、控除対象仕入税額は次のようになる。 

   (控除対象仕入税額) ＝200,000,000＋100,000,000 ×0.96 ＝ 296,000,000                   (2.8)  

 従って、 

（納税額）＝480,000,000－296,000,000＝184,000,000                                    (2.9)  

 

(3) 比例一括配分方式の場合、控除対象仕入税額は次のようになる。 

  （控除対象仕入税額） ＝ （200,000,000＋5,000,000＋100,000,000) × 0.96 ＝ 292,800,000          (2.10)  

   

従って、納税額は次のようになる。 

  （納税額） ＝ 480,000,000－292,800,000 ＝ 187,200,000                                    (2.11)  

   

※(2.11)と(2.9)の差額は 3,200,000 もある。つまり、課税売上高が 96 億円の場合でも 320 万円の差異が生じている。

仮に、課税売上高が 9600 億円の大企業の場合、その差額は 3 億 2000 万円に上る。これは企業経営者にとって、無

視できるような差額ではない。  

 

(4)「税額票方式」の場合は、(2.5)～(2.7)が課税事業者からの仕入である場合は、全額控除が可能である。従って、 

   (控除対象仕入税額) ＝ 200,000,000＋5,000,000＋100,000,000 ＝ 305,000,000                    (2.12)  

 従って、  

（納税額）＝480,000,000－305,000,000＝175,000,000                                         (2.13)  

   

※(2.13)と(2.11)の差額は 12,200,000 に拡大する。つまり、課税売上高が 96 億円の場合でも 1220 万円の差異が生じ

ている。仮に、課税売上高が 9600億円の巨大企業の場合、その差額は 12億 2000万円に上る。これは企業経営者に

とって、深刻な問題であると思われる。 

   

(5)納税額の大小は  

              （比例一括配分方式） > （個別対応方式） > （税額票方式）                          (2.14)   

 

※(2)の「個別対応方式」を選択する場合は、下記のように「仮払消費税」を 3 区分して計算しなければならない。経理

の現場を経験された方ならば容易にお分りだと思うが、この事務処理の負担はかなり重いものであり、経理部員の増員

を要する場合も少なくない。 また「出入り業者の接待費が A、取引銀行の接待費が B」、「店舗付き住宅のコンビニ部
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分の修繕費が A、住居部分の修繕費が B」であるなど非常に複雑でありシステム監査上の重要な留意点でもある。

 

この区分ができない場合は、多額の損税が出るとしても「一括比例配分」を選択せざるを得ないことなる(消極的な「一

括比例配分」の選択)。しかも、「損税」は最低限 2 年確定することになる。この”有利選択”問題は、経営上決して無視

できないものである。 

 

§3. 病院の損税問題 

  続いて、次の設例を御覧頂きたい。 

 

 

 

 

まず、CT スキャン購入時の会計上の仕訳は次のようになる。 

 機械装置       100,000,000    / 現金預金   105,000,000 

    仮払消費税     5,000,000     /                                                (3.1)                                  

 

  ただし、A病院の課税売上割合=0%であるので、「個別対応」、「比例一括配分」のいずれを 

(控除対象消費税額)=0                                               (3.2) 

 

従って、最終的には決算日において、次の仕訳が発生する。 

    控除対象外消費税   5,000,000   /  仮払消費税  5,000,000                     (3.3) 

 

「控除対象外消費税額」は営業外費用となる。つまり、医療機関は医療機器の仮払消費税を控除できない。これがい

わゆる「病院の損税問題」であり、医療経営者の間では大問題となっている。 

続いて、次の設例を御覧頂きたい。 

 

 

 

〔設例 2〕Q 外科医院(本則課税事業者)は CT スキャンを税抜 1 億円で購入した。この場合の控除対象消

費税額を求めよ。Q 外科病院の課税売上割合は 0%である。ただし、消費税率は 5%であるものとし、税抜

経理を用いているものとする。 

〔設例 3〕R 動物医院(本則課税事業者)は CT スキャンを税抜 1 億円で購入した。この場合の控除対象消

費税額を求めよ。ただし、消費税率は 5%であるものとし、税抜経理を用いているものとする。 
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まず、CT スキャン購入時の会計上の仕訳は、設例 2 と同様に、次のようになる。 

 機械装置       100,000,000    / 現金預金   105,000,000 

    仮払消費税      5,000,000    /                                                (3.4) 

 

  ここで、動物病院の売上は課税売上であるので、B動物美容院の課税売上割合は 100%である。 

従って、次の結果を得る。 

(控除対象消費税額)=5,000,000                                      (3.5) 

 

 人間用のCTスキャンに掛かる「仮払消費税」は控除対象外消費税として医療機関の自己負担となるのに対し、動物

病院用のCTスキャンに掛かる「仮払消費税」は控除対象となる。この不条理は 1989年の消費税導入の段階から指摘

されていたことである。今回の増税によって、この金額が 2 倍になろうとしている。これは、経営が逼迫している地方の

公立病院等にとっては極めて重い負担であり、近未来において地域医療を支える重要な病院の経営破綻が多発する

ものと思われる。「診療報酬の増額」と言っても実際は微々たるものであり、とてもこの負担を補えるレベルのものではな

い。本来、この問題は「税額票方式への移行」によって解決するべき問題であったが、「税額費用方式への移行」は事

実上「軽減税率の早期導入」のために犠牲にせざるを得なかったのである。次善の解決策としては、医療機器は身体

障害者物品と同様に「非課税物品」とすることが望ましいが、少なくとも、税率 5%の軽減税率対象品とするべきである。 

 

  次回は、事実上の物品税の復活である「担税力に応じた新税」に関するシステム監査上の留意点について取り上

げます。 

 

<<Reference>> 

 １. 衆議院「社会保障と税特別委員会」中央公聴会(平成 24年 6月 13日)  

https://www.youtube.com/watch?v=2ebWyoqk-EY 

2. SAP ジャパン IFRSエキスパートコラム 1-29(田淵隆明) 特に、第 20回・第 21回・第 24回・第 25回を参照。 

 http://global.sap.com/japan/campaigns/2010/ifrs/expert.epx 

 3. BSフジ「プライム・ニュース」(2013年 12月 3日) 

http://www.bsfuji.tv/primenews/text/txt131203.html 

                                                                                           以上 
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