
令和２年度税制改正等の概要
（消費税法関係）

令和２年度税制改正の内容及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために設けられた消費税の特例について
説明します。



１．法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

３．住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し

４．高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた
場合の納税義務の免除の特例の制限

５．輸出物品販売場制度の見直し

・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

〔令和２年度 税制改正における主な改正内容〕

〔新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置〕

令和２年度の税制改正における主な改正について、ご覧の１～５番の順番のとおり説明します。そして、最後に
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として設けられた新型コロナウイルス感染症に関連する
消費税の届出等に関する特例について説明します。



１．法人に係る消費税の
申告期限の特例の創設

１．法人に係る消費税の申告期限の特例の創設について説明します。



（「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける３月決算法人の場合）

１．法人に係る消費税の申告期限の特例の創設

令和３年３月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間か
ら適用されます。なお、届出書は令和３年３月31日前であっても提出することができます。

【適用開始時期】

R2.4.1

（原則）

R3.5.31

【改正前】

【改正後】

課税期間（事業年度）

課税期間（事業年度）

（特例）

R3.6.30

３か月届出書提出

R3.3.31

申 告 期 限

２か月

〇 適用関係の具体例

「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には、
その提出した日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を１か月
延長することとされました。

なお、この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付については、
その延長された期間に係る利子税を併せて納付することとなります。
また、この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された場合でも、「中間申告」（年11回中間申告を行う場合の

１回目及び２回目の中間申告対象期間を除きます。）の期限や「課税期間の特例により短縮された課税期間」（事業年度終了
の日の属する課税期間を除きます。）に係る確定申告の期限は延長されません。

この改正は、令和３年３月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。
なお、届出書は令和３年３月31日前であっても提出することができます。
これまで消費税法では、取引ごとに課税関係が明らかになるという消費税の性格上、必ずしも法人税のように確定した

決算に基づき確定申告を行う必要がないことから、消費税の申告期限を延長する特例は設けられていませんでした。
しかし、法人税と消費税の申告期限に差異が生じることにより、実務面での事務負担についての指摘が産業界から

寄せられていました。

そこで、今般、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制の導入等の措置がなされたこと等を踏まえ、
このような申告に係る事務負担を軽減する観点から、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について消費税の
申告期限を１か月延長する特例を創設することとされました。

A



２．居住用賃貸建物の取得等に係る
消費税の仕入税額控除制度の適正化

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化について説明します。



事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としない
こととされました。
居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は

調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

（１）居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

令和２年３月31日までに締結した契約に基づき令和２年10月１日以後に行われる居住用
賃貸建物の課税仕入れ等については、上記の制限は適用されません。

【経過措置】

令和２年10月１日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されています。

【適用開始時期】

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが
客観的に明らかなものをいい、例えば、その全てが店舗である建物など建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しない
ことが明らかな建物が該当します。

また、例えば、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により住宅の貸付けの用に
供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分（「居住用賃貸部分」）とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の
部分に係る課税仕入れ等の税額については、これまでと同様、仕入税額控除の対象となります。

○ 消費税法
（居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限）
第30条第10項
第１項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第十三号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないこと

が明らかな建物（その附属設備を含む。以下この項において同じ。）以外の建物（第12条の４第１項に規
定する高額特定資産又は同条第２項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第35条
の２において「居住用賃貸建物」という。）に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。

仕入れに係る消費税額
の控除の規定

この改正は、令和２年10月１日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額について適用されています。
なお、経過措置として、令和２年３月31日までに締結した契約に基づき令和２年10月１日以後に行われる居住用賃貸建物の

課税仕入れ等については、この制限は適用されません。
これにより、建物の取得に係る仕入税額控除の計算を適正化し、建物の用途の実態に応じて計算することとされました。

A



仕入税額控除制度の適用が認められないこととされた居住用賃貸建物について、調整期間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に
供した場合又は他の者に譲渡した場合には、一定の計算を行った上で仕入控除税額に加算して調整することとなります。なお、
この調整措置の対象となる事業者は、調整を受ける課税期間において、一般課税により仕入税額控除を行う課税事業者に
限られています。これから①及び②の場合について、それぞれ具体的に説明していきます。

（２）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

① 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、
その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合

・ 調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日までの間をいいます。

・ 課税賃貸用とは、非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。

② その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

消費税法第30条第10項（居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限）の規定の適
用を受けた「居住用賃貸建物」について、

のいずれかに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされました。

・ 第三年度の課税期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後３年を経過する日の属する
課税期間をいいます。



「① 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を
調整期間に課税賃貸用に供した場合」には、その居住用賃貸建物の課税仕入れ等に係る消費税額に課税賃貸割合を
乗じて計算した金額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

（２）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

居住用賃貸建物の
課税仕入れ等に係る消費税額

×加算する
消費税額

Aのうち課税賃貸用に供したものに係る金額

調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの対価の額の合計額(A)
＝

⇒ 次の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算

① 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、
その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合

・ 対価の額は税抜き金額で、この対価の額について値引き等（対価の返還等）がある場合には、その金額を控除した
残額で計算します。

課税賃貸割合



具体例の場合、令和３年４月１日に取得した居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額については、取得時の課税期間では
仕入税額控除の対象外となりますが、第三年度の課税期間に「事業用」として賃貸に供しているため、上記の算式で計算した
消費税額800万円を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算することとなります。

（２）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

〇 適用関係及び調整計算方法の具体例 単位：万円（税抜き）

① 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、
その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合



居住用賃貸建物の
課税仕入れ等に係る消費税額

×加算する
消費税額

Bのうち課税賃貸用に供したものに係る金額 ＋ Cの金額

＝
課税譲渡等調整期間に行った居住用賃貸建物

の貸付けの対価の額の合計額(B)
＋ 居住用賃貸建物の譲渡

の対価の額(C)

「② その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合」には、その居住用賃貸建物の
課税仕入れ等に係る消費税額に課税譲渡等割合を乗じて計算した金額をその譲渡した日の属する課税期間の
仕入控除税額に加算します。

（２）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

⇒ 次の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算

② その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

・ 課税譲渡等調整期間とは、居住用賃貸建物の仕入れ等の日からその居住用賃貸建物を他の者に譲渡した日までの間を
いいます。

課税譲渡等割合



具体例の場合、令和３年４月１日に取得した居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額については、①と同様に、
取得時の課税期間では仕入税額控除の対象外となりますが、調整期間に他の者に譲渡しているため、上記の算式で
計算した消費税額900万円を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算することとなります。

（２）居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

２．居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

〇 適用関係及び調整計算方法の具体例 単位：万円（税抜き）

② その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合



３．住宅の貸付けに係る
非課税範囲の見直し

３．住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直しについて説明します。



住宅の貸付けについては、その貸付けに係る契約において「人の居住の用」に供することが明らかな場合に、消費税が非課税
とされていましたが、その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付け等の状況
からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合については、消費税を非課税とすることとされました。

消費税法別表第一（第６条、第12条の２、第12条の３関係）第十三号

３．住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し

令和２年４月１日以後に行われる住宅の貸付けから適用されています。

【適用開始時期】

貸付け等の状況からみて人の居住の用に供することが明らかな場合とは、例えば、住宅を賃貸する場合において、
住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合が該当
します。

改正前 改正後

住宅（人の居住の用に供する家屋又は家屋
のうち人の居住の用に供する部分をいう。）
の貸付け（当該貸付けに係る契約において人
の居住の用に供することが明らかにされてい
るものに限るものとし、一時的に使用させる
場合その他の政令で定める場合を除く。）

住宅（人の居住の用に供する家屋又は家屋
のうち人の居住の用に供する部分をいう。）
の貸付け（当該貸付けに係る契約において人
の居住の用に供することが明らかにされてい
る場合（当該契約において当該貸付けに係る
用途が明らかにされていない場合に当該貸付
け等の状況からみて人の居住の用に供されて
いることが明らかな場合を含む。）に限るも
のとし、一時的に使用させる場合その他の政
令で定める場合を除く。）

この改正は、令和２年４月１日以後に行われる住宅の貸付けから適用されています。住宅の貸付けに係る契約においてその用途が特定されていないなどの場合も考えられるため、今般の居住用賃貸建物
の取得等に係る仕入税額控除制度の適正化にあわせて、契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合の
判断基準を明確化することとされました。

A



４．高額特定資産である棚卸資産等
について調整措置の適用を受けた
場合の納税義務の免除の特例の制限

４．高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限について
説明します。



４．高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限

・ 高額特定資産とは、一の取引につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額（税抜き）が1,000万円以上の棚卸資産又は
調整対象固定資産をいいます。

〇 適用関係の具体例

改正前は、令和４年3月期・令和５年３月期は
免税事業者になれました。

（１）高額特定資産である棚卸資産の場合
令和２年４月１日以後に棚卸資産の調整措置の適用

を受けることとなった場合から適用されています。

【適用開始時期】

新型コロナウイルス感染症に関する特例
⇒「６、新型コロナウイルス感染症に関連する
消費税の届出等に関する特例」

A

事業者が、高額特定資産である棚卸資産等について、「棚卸資産の調整措置」の適用を受けた場合には、その適用を
受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後３年を経過する日の属する課税期間までの
各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。

また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出することができないこととされました。
ここに「棚卸資産の調整措置」とは、免税事業者が課税事業者となる日の前日に、免税事業者であった期間中に

行った課税仕入れ等に係る棚卸資産を有している場合、その棚卸資産の課税仕入れ等に係る消費税額を課税事業者
となった課税期間の課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、仕入税額控除の計算の対象とする等の制度です。



４．高額特定資産である棚卸資産等について調整措置の適用を受けた場合の納税義務の免除の特例の制限

〇 適用関係の具体例
令和２年４月１日以後に棚卸資産の調整措置の適用を

受けることとなった場合から適用されています。

【適用開始時期】（２）調整対象自己建設高額資産の場合

・ 調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設
等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったものをいいます。

新型コロナウイルス感染症に関する特例
⇒「・ 新型コロナウイルス感染症に関連
する消費税の届出等に関する特例」

改正前は、令和４年3月期・令和５年３月期は
免税事業者になれました。

A

同様に、事業者が、調整対象自己建設高額資産について、棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合にも、その適用を
受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間（その適用を受けることとなった日の前日までに建設等が
完了していない調整対象自己建設高額資産にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間）の初日以後３年を
経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、免税事業者になることができないこととされました。

また、当該３年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を
提出することができないこととされました。
改正前は課税事業者である課税期間中に行った課税仕入れ等であることが要件とされており、免税事業者が含まれて

いませんでしたが、今般、これまで説明した「仕入税額控除制度の適正化に係る見直し」に合わせて、「棚卸資産の
調整措置」の適用を受けた場合についても、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用制限の対象となるよう
見直されました。

これらの改正は、令和２年４月１日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合から適用されています。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、特例が設けられていますので、詳しくは

「・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例」をご覧ください。



５．輸出物品販売場制度の見直しについて説明します。

５．輸出物品販売場制度の見直し



【自動販売機型輸出物品販売場の許可要件】
自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるためには、次の要件の全てを満たす必要があります。

① 課税事業者が経営する販売場であること。
② 現に国税の滞納（その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。）がないこと。
③ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者でないこと、
その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

④ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
⑤ 一の指定自動販売機のみを設置する販売場であること。

自動販売機型輸出物品販売場制度の創設

指定自動販売機を設置する販売場ごとに自動販売機
型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。

５. 輸出物品販売場制度の見直し

自動販売機型輸出物品販売場制度の創設に伴い、一定の
要件を満たし税務署長の承認を受けた事業者は、自動販売
機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置するこ
とが可能となりました。

令和３年10月１日以後に行われる輸出物品販売場の許可
及び臨時販売場を設置する事業者の承認から適用されます。

【適用開始時期】

※ 指定自動販売機とは、免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として国税庁長官が観光庁長官と
協議して指定するものをいいます。

A

輸出物品販売場の許可の区分として、自動販売機型輸出物品販売場を追加することとされました。
この自動販売機型輸出物品販売場とは、免税販売手続が自動販売機によってのみ行われる市中輸出物品販売場を

いいます。

自動販売機型輸出物品販売場の許可を受けるためには、次の①～⑤の要件の全てを満たす必要があります。
① 課税事業者が経営する販売場であること。
② 現に国税の滞納（その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。）がないこと。

③ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者でないこと、その他輸出物品販売
場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

④ 現に非居住者が利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
⑤ 一の指定自動販売機のみを設置する販売場であること。

なお、指定自動販売機を設置する販売場ごとに自動販売機型輸出物品販売場の許可を受ける必要があります。
また、自動販売機型輸出物品販売場制度の創設に伴い、一定の要件を満たし税務署長の承認を受けた事業者は、

自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置することが可能となりました。

この改正の背景は、近年、外国人旅行者等向けにお土産等を販売するIoT技術を搭載した自動販売機が開発され、
これに伴ってこのような自動販売機で行われる販売についても免税の対象としてほしいという事業者ニーズの高まりや
近年の顔認証やOCRといったIoT技術の活用・進展を受け、 外国人旅行者の利便性向上等の観点から、改正が
行われました。

この改正は、令和３年10月１日以後に行われる輸出物品販売場の許可及び臨時販売場を設置する事業者の承認から
適用されます。



新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例について説明します。

・ 新型コロナウイルス感染症に関連
する消費税の届出等に関する特例



（１）消費税の課税事業者を選択する（やめる）届出等の特例

（２）納税義務の免除の制限を解除する特例

・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

特例の内容

【特例の対象となる事業者（特例対象事業者）】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年２月１日から令和３年

１月31日までの間のうち、任意の連続した１か月以上の期間の事業としての収
入金額が、前年の同時期と比べて、概ね50%以上減少している事業者です。

・ 簡易課税制度の適用に関する特例

A

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けている事業者で一定の要件を満たす方に
ついて、消費税等に関する特例が設けられました。
具体的には、（１）消費税の課税事業者を選択する（又は選択をやめる）届出等の特例、（２）納税義務の免除の

制限を解除する特例です。なお、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために新たに設けられたものでは
ありませんが、消費税法に簡易課税制度の適用に関する特例がありますので、併せて１つずつ説明していきます。

はじめに、（１）と（２）の特例の対象となる事業者（特例対象事業者）は、新型コロナウイルス感染症等の影響に
より、令和２年２月１日から令和３年１月31日までの間のうち、任意の連続した１か月以上の期間の事業としての
収入金額が、前年の同時期と比べて、概ね50%以上減少している事業者です。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

（１） 消費税の課税事業者を選択する（やめる）届出等の特例

特例対象事業者は、税務署長の承認を受けることで、特定課税期間
以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課税事業者
を選択する（又はやめる）ことができます。

・ 特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む
課税期間をいいます。

（注）
この特例の適用により課税事業者を選択する（又は選択をやめる）場合、２年間の継続適

用要件は適用されません。

A

では、１つ目の「消費税の課税事業者を選択する（又は選択をやめる）届出等の特例」について説明します。
特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、

課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する（又は選択をやめる）ことができます。

特定課税期間とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を
含む課税期間をいいます。
なお、この特例の適用により課税事業者を選択する（又は選択をやめる）場合、２年間の継続適用要件は適用

されません。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

「新型コロナ税特法第10条第１項（第３項）の規定 に基づく課税事業者選択（不適用）届出書
に係る特例承認申請書」に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業として収入の著しい減
少があったことを確認できる書類を添付して、次の期限までに納税地の所轄税務署長に提出して
ください。
なお、承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」も提出してください。

（注）
納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者になります。
なお、特定期間（個人事業者はその年の前年1/1～6/30、法人は原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後６か月の期間）に

おける課税売上高が1,000万円を超える場合等には、納税義務が免除されない場合があります。

～承認申請手続～

【課税事業者を選択する場合】 特定課税期間の末日の翌日から２か月以内
【課税事業者の選択をやめる場合】 特定課税期間の確定申告書の提出期限

※ 個人事業者の12月31日の属する課税期間である場合には3か月以内となります。なお、国税通則法第11条《災害等による期

限の延長》の規定の適用により、この承認申請の期限を延長することができます。

～申請期限～

A

特例の承認を受けようとする場合、「新型コロナ税特法第10条第１項（第３項）の規定に基づく課税事業者選択
（不適用）届出書に係る特例承認申請書」に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業として収入の著しい減少が
あったことを確認できる書類を添付して、次の期限までに納税地の所轄税務署長に提出してください。
なお、承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」の提出も必要となります。

申請期限は、課税事業者を選択する場合は、特定課税期間の末日の翌日から２か月以内、課税事業者の選択をやめる
場合は、特定課税期間の確定申告書の提出期限となります。
また、個人事業者の12月31日の属する課税期間である場合には３か月以内となります。なお、国税通則法第11条

《災害等による期限の延長》の規定の適用により、この承認申請の期限を延長することができます。

注意事項があります。納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
の事業者になります。
なお、特定期間（個人事業者はその年の前年1/1～6/30、法人は原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後

６か月の期間）における課税売上高が1,000万円を超える場合等には、納税義務が免除されない場合があります。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

（１） 消費税の課税事業者を選択する（やめる）届出等の特例

〇 適用関係の具体例

（Ｒ２.３.１～３.31）

具体例の場合、「特定課税期間」は、事業としての収入の著しい減少があった令和２年３月１日から31日までの日を
含む課税期間である、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの課税期間（令和２年３月期）となります。
特定課税期間（令和２年３月期）から課税事業者を選択する場合、特定課税期間の末日の翌日から２か月を経過する日

（令和２年５月31日が休日であるため、令和２年６月１日）までに、特例承認申請書に新型コロナウイルス感染症等の影響
により事業として収入の著しい減少があったことを確認できる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要が
あります。また、特例承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択届出書」も提出してください。



次に、2つ目の「納税義務の免除の制限を解除する特例」について説明します。
この特例は上記①～③の場合に適用されます。

・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

① 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合

② 高額特定資産の仕入等を行った場合

③ 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合

（２） 納税義務の免除の制限を解除する特例

・ 新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円
以上の法人をいい、特定新規設立法人とは、新設法人に該当しない新規設立法人のうち、その事業年度開始の日において、
他の者に支配されているなど一定の場合に該当することとなる法人をいいます。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

「新型コロナ税特法第10条第４項から第６項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用申請
書」に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業として収入の著しい減少があったことを確認
できる書類を添付して、次の期限までに納税地の所轄税務署長に提出してください。
なお、承認申請書と併せて「消費税課税事業者選択（不適用）届出書」も提出してください。

【① 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合】
⇒「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「基準期間のない事業年度のうち、最後の事業年度終了の日」とのいずれか遅い日

【② 高額特定資産の仕入等を行った場合】

⇒「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日」とのいずれか遅い日
【③ 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合】

⇒「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「棚卸資産の調整規定の適用を受けることとなった日の属する課税期間の末日」とのいずれか遅い日

～申請期限～

～承認申請手続～

A

（注２）
納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間における課税売

上高が1,000万円以下の事業者になります。なお、特定期間（個人事業者は
その年の前年1/1～6/30、法人は原則、その事業年度の前事業年度開始の
日以後６か月の期間）における課税売上高が1,000万円を超える場合等には、
納税義務が免除されない場合があります。

（注１）
新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた課税期間以後の課税期

間における納税義務の有無の判定は、基準期間における課税売上高等により
行うこととなります。なお、基準期間がない課税期間は、消費税法第12条
の２第１項又は第12条の３第１項の規定により課税事業者となるため、こ
の特例により免税事業者になることはできません。

はじめに、この特例の承認を受けようとする場合、「新型コロナ税特法第10条第４項から第６項の規定に基づく
納税義務の免除の特例不適用申請書」に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業として収入の著しい減少が
あったことを確認できる書類を添付して、次の期限までに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

申請期限は、①の場合「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「基準期間のない事業年度のうち、最後の
事業年度終了の日」とのいずれか遅い日、
②の場合「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の末日」

とのいずれか遅い日、

③の場合「特定課税期間の確定申告書の提出期限」と「棚卸資産の調整規定の適用を受けることとなった日の属する
課税期間の末日」とのいずれか遅い日となります。
なお、注意事項が２点あります。1点目は、新設法人又は特定新規設立法人の基準期間ができた課税期間以後の

課税期間における納税義務の有無の判定は、基準期間における課税売上高等により行うこととなります。なお、
基準期間がない課税期間は、消費税法第12条の２第１項又は第12条の３第１項の規定により課税事業者となるため、
この特例により免税事業者になることはできません。

２点目は、納税義務が免除される事業者は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者
になります。
なお、特定期間（個人事業者はその年の前年1/1～6/30、法人は原則、その事業年度の前事業年度開始の日以後

６か月の期間）における課税売上高が1,000万円を超える場合等には、納税義務が免除されない場合があります。



では、「① 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合」について説明します。
新設法人又は特定新規設立法人が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得し、その取得した課税期間

について一般課税で申告を行う場合、その取得した課税期間の初日以後３年間は納税義務が免除されませんが、

・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

① 新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合

新設法人又は特定新規設立法人に該当する特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、
特定課税期間以後の課税期間について、この３年間の納税義務が免除されない制限を解除することができます。
具体例の場合、令和２年３月期及び令和３年３月期の納税義務は免除されないこととなりますが、新設法人等に該当

する特例対象事業者は、令和２年６月１日までに納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の
課税期間について、この納税義務が免除されない制限を解除することができます。

（２） 納税義務の免除の制限を解除する特例

〇 適用関係の具体例

（Ｒ２.３.１～３.31）



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

〇 適用関係の具体例

② 高額特定資産の仕入等を行った場合

（２） 納税義務の免除の制限を解除する特例

（Ｒ２.３.１～３.31）

次に、「② 高額特定資産の仕入等を行った場合」について説明します。
高額特定資産の仕入等を行い、その仕入等の日の属する課税期間について一般課税で申告を行う場合、その仕入等の

日の属する課税期間の初日以後3年間は納税義務が免除されませんが、

特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入等を行った
特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、この3年間の
納税義務が免除されない制限を解除することができます。

具体例の場合、令和２年３月期及び令和３年３月期の納税義務は免除されないこととなりますが、特定課税期間の
初日以後２年を経過する日の属する課税期間（令和３年３月期）までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を
行った特例対象事業者は、令和２年６月１日までに納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の
課税期間について、この納税義務が免除されない制限を解除することができます。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

〇 適用関係の具体例

③ 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合

（２） 納税義務の免除の制限を解除する特例

（Ｒ２.３.１～３.31）

次に、「③ 高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けることとなった場合」について説明します。
高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合、その適用を受けた課税期間の初日

以後3年間は納税義務が免除されませんが、

特定課税期間の初日以後２年を経過する日の属する課税期間までに高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の
適用を受けることとなった特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の
課税期間について、この3年間の納税義務が免除されない制限を解除することができます。

具体例の場合、令和４年３月期及び令和５年３月期の納税義務は免除されないこととなりますが、特定課税期間の
初日以後２年を経過する日の属する課税期間（令和３年３月期）までに高額特定資産等について棚卸資産の調整措置の
適用を受けることとなった特例対象事業者は、令和３年３月31日までに納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、
特定課税期間以後の課税期間について、この納税義務が免除されない制限を解除することができます。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

・ 簡易課税制度の適用に関する特例

簡易課税制度の適用については、消費税法第37条の２において、「災害その他やむを得な
い理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

例えば、今般の新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで、
・通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税に変更したい
・感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい
などの事情がある事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開
始後であっても、簡易課税制度を選択する（又は選択をやめる）ことができます。

消費税法第37条の２
※特に改正されたものではありません。

A

最後に「簡易課税制度の適用に関する特例」について説明します。
こちらは、新たに設けられた特例ではありませんが、簡易課税制度の適用については、消費税法第37条の２において、

「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

例えば、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで、通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が
低下したため簡易課税に変更したい、感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい、などの
事情がある事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、簡易課税制度を選択する
（又は選択をやめる）ことができます。



・ 新型コロナウイルス感染症に関連する消費税の届出等に関する特例

この簡易課税制度の適用に関する特例を受けるためには、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日
から2か月以内に「災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税
簡易課税制度選択（不適用）届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

（注１）簡易課税制度は、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用する
ことができます。

（注２）この特例の適用を受ける場合、２年間の継続適用要件は適用されません。また、調整対象固定資産や高
額特定資産等を取得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も適用されません。

なお、注意事項が２点あります。１点目は、簡易課税制度は、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下の
場合に限り適用することができます。２点目は、この特例の適用を受ける場合、２年間の継続適用要件は適用されません。また、
調整対象固定資産や高額特定資産等を取得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も適用されません。

新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2か月以内に
「災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書」
と併せて、「消費税簡易課税制度選択（不適用）届出書」を納税地の所轄税務署
長に提出する必要があります。

～承認申請手続～

A



このほか、軽減税率制度に関する各種情報についても国税庁ホームページの特設サイトに掲載していますので、こち
らをご覧ください。

ＱＲコードから
特設サイトへ



お疲れ様でした。

以上で、令和２年度税制改正の内容及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために設けられた消費税の
特例についての説明を終わります。
お疲れ様でした。
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