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登録締切まで4カ月、準備は進んでいますか？

インボイス、始まりますインボイス、始まります
◎インボイス制度の概要と、よくある質問への回答
◎県内商工会の取り組み事例
◎記帳システムの〝見える化〟成功事例／新会計ソフト『MA1』の紹介
◎県青連・県女性連の活動報告
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受け取った
インボイスは保存します
※本則課税の場合

発行した
インボイスの写しを
保存します

発行

保存

売り手

保存

買い手

請 求 書

（株）○○○○御中 （株）▲▲（T1234…）
令和5年8月31日

●月▲日  △△△△
●月■日  □□□□
●月▼日  ▽▽▽▽

●年●月分
3,300円　
21,600円※
13,200円　

合計
55,000円
61,560円

116,560円
内税 5,000円
内税 4,560円

10％対象
8％対象
※は軽減税率対象

・・・

インボイス
登録番号

適用税率

適用税率
ごとの
消費税額

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

インボイスとは、売り手が発行する、登録番号等
を明記した請求書などの書類（適格請求書）です。
買い手はインボイスを保存していなければ、消費
税の仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイスを発行するには、免税事業者（消費税を
申告・納税していない事業者）は事前に登録番号を
取得し、課税事業者（本則課税または簡易課税）に
なっておく必要があります。

インボイスには、登録番号、適用税額、適用税率
ごとの消費税額を記載します。

現在、消費税を申告納税している「課税事業者」は
登録必須です。申告納税していない「免税事業者」
は、お客さまが事業者か一般消費者（領収書を必要
としない）か実態を考慮して、登録するかしないか
選択しましょう。

インボイスって何？

どんな請求書？

登録は自由？

一目でわかるインボイス制度

令和5（2023）年10月1日から始まるインボイス制度の準備はお済みですか？
今後、取引に関する影響や変化が予想され、「知らなかった」では済まされない
重要な制度です。あらためてポイントを整理してみました。

あなたは、消費税の申告納税をしていますか？
している人は必ず登録申請を
していない人は検討して
登録するかしないか選択しましょう

消費税の
申告納税

お問い合わせ先中小企業のベストパートナー お客様相談フリーダイヤル

新しい「福岡県中小企業振興資金融資制度」のご案内
　「緊急経済対策資金」にコロナ禍における原油価格・物価高騰の影響で経営の
安定に支障が生じている中小・小規模事業者の皆さま向けの「物価高騰特別枠」を
令和４年１０月から取扱開始しました。
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楽天市場ウェブサイトにて

福岡県の逸品の数 を々、全国の皆様にお届けします。

QRコードから
出店中

制度開始時から導入するには、令和5（2023）年3月31
日が登録申請期限です。申請が困難な場合は、令和5年
9月30日まで猶予期間が設けられています。

はい。売上高が1000万円以下であっても、インボイスを発行できる課税事業者（本則課税または簡易課税）になるので、
消費税の納入義務が生じます。例えば、簡易課税制度を選択した場合、納税概算額は次の表の通りです。

事業
区分 該当する事業 みなし

仕入れ率
税込年間売上高（標準10％税率）

1千万円 900万円 800万円 700万円 600万円 500万円

第一種 卸売業 90% 9万円 8万円 7万円 6万円 5万円 4万円
第二種 小売業 80% 18万円 16万円 14万円 12万円 10万円 9万円
第三種 建設業・製造業 70% 27万円 24万円 21万円 19万円 16万円 13万円
第四種 その他（主に飲食店） 60% 36万円 32万円 29万円 25万円 21万円 18万円
第五種 運輸・保険・サービス業 50% 45万円 40万円 36万円 31万円 27万円 22万円
第六種 不動産業 40% 54万円 49万円 43万円 38万円 32万円 27万円

来年10月1日以降、元請け企業（課税事業者）は、インボイス未登録の免税事
業者との取引において原則仕入れ税額控除ができなくなるため、消費税納税
額が大きく増額します（6年間の経過期間あり）。そのためいつかは「請求書は
インボイスで」と言われる可能性は高いでしょう。あるいは、免税事業者との
取引を減らしたり中止するなどの方針転換も考えられます。

いつまでに登録すればいい？

つまり、課税事業者になるということ？

登録しなくても、取引先に迷惑はかけない？

国税庁ホームページ「インボイス制度」特設サイトのご案内
インボイス制度概要や説明会等の情報が案内されていますので是非ご活用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

税理士 日本経済大学教授 谷和也氏　監修

簡易課税制度の納税概算額

「インボイス制度」は令和5（2023）年10月1日から始まります

請求書は
インボイスで！

取引しづらく
なったなぁ…… 元請け

企業

令和3年
10月1日

登録は
始まっています

令和5年
3月31日

制度の開始日から
導入するなら
この日までに！

令和5年
10月1日

制度
スタート
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TEL：092-441-6922福岡市博多区博多駅前 2丁目 9番 28号
福岡商工会議所ビル 8階

M＆Aマッチング
のサポート

後継者人材バンク
の活用

事業承継計画
の策定支援

専門家による
的確なアドバイス

https://fukuoka-hikitsugi.go.jp相談無料：月曜日～金曜日（祝日除く）9:00～17:00
福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

後継者がいない

経営者保証がネック

承継方法が
わからない会社の合併や

他社の買収に
ついて聞きたい

お早めの相談が解決の早道です！

あらゆる事業承継について、お気軽にご相談ください。

事業承継に悩むすべての中小企業を

全力でサポートします！

皆さんから寄せられたQ&A
税務署から特定の事業者に登録を促すことはありません。
登録は任意であり、それぞれの事業者の判断に委ねられています。

インボイスは請求書に限定されません。納品書・領収書・契約書等に記載事項を記入
すれば可となりますので、家賃に関しては賃貸借契約書を更新し、大家さんの登録番
号等を記載すればよいと思います。

いったんインボイス発行事業者になると、基準期間の売り上げが1000万円以下になっても課税
業者のままです。免税事業者へ戻るには、登録取り消しを求める旨の届出書が必要になります。

免税業者からの課税仕入れは段階的に縮小され、最終的には控除不可となります。
しかし登録は強制できません。価格交渉が予想される旨、事前に伝えておかれてはいかがでしょ
うか。

はい。VISAやJCBなどのカード会社から届く利用明細は、インボイス
とはなりません。利用店舗が発行した領収書等が必要です。ETC利用に
関しても利用証明書等の保存が必要です。

明確な判断基準はありません。登録申請をすると、すべての売り上げに消費税が課税されます。
申請した場合の予想納税額、申請しなかった場合の売り上げへの影響などを予想し、
総合的に経営判断する必要があります。

簡易課税制度の選択をお勧めします。基本的には税込売上高から、納税額を簡単に
算出できます。また、国税庁の確定申告書作成コーナーで申告書の作成もできます。

仕入れ・外注の取引先に免税業者があります。インボイスの登録申請
について、税務署から案内をしてもらえるのですか？

事務所の家賃で大家さんから毎月請求書は発行してもらっていませんが、
今後は必要になりますか？

インボイスを登録申請して番号が交付されたあとに、
売り上げが1000万円以下になってしまうとどうなりますか？

免税事業者である仕入れ先・外注先に登録申請の状況を尋ねたところ
「登録する予定はない」と回答がありました。どう対応したら良いですか？

クレジットカード決済時にも、
領収書等のインボイスが必要になるということですか？

売り上げ構成比は事業者20％で一般消費者が80％です。
事業者のお客様からインボイス領収書を求められることが予想され、
登録申請をするか悩んでいます。どのように判断したら良いですか？

今まで消費税の申告納税をした経験がないので、
納税額の計算や申告書作成がよくわかりません。

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

A

課
税
事
業
者
か
ら
の
質
問

免
税
事
業
者
か
ら
の
質
問

案内が
来るのかな？

税理士 日本経済大学教授 谷和也氏　監修インボイス制度に関する不明点は、所属の商工会へお気軽にお尋ねください。

クレジット
の場合は？

家賃は
どうなる？

申告書の
作成は？
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資料請求は
こちらから

資料請求は
こちらから

ご自身が節税しながら積み立てる
退職金制度です！

資料請求は
こちらから

R4年11月号

（別案）
QRコード作成【無料】<https://qr.quel.jp>
で作成した、右のタイプの方が小さく扱えそうです

R5年1月号

R5年3月号

今年12月までの加入※で、来年の確定申告時に所得控除を
受けられます！ ※11,12月は現金有で加入した場合

確定申告期に向け、おススメしています！！

※掲載記事に関するマッチングなどのご要望につきましては、最寄りの商工会にお問い合わせください。

「インボイス制度」は令和5（2023）年10月1日から始まります

早い時期から岩本指導員に情報をもらいながら、インボイス制度に
取り組んできました。講習会にも4回参加し、内容や仕組みについて
理解できました。現在、登録申請中で、レジシステムの変更や、必要
事項を印字した帳票類の整備も計画的に進めていきます。

道の駅香春は、委託販売と買い取り販売が7対3の割合で、インボ
イスに関しては買い取り取引先への対応が先行しています。取引先の
9割は課税事業者で、登録申請して番号を知らせてもらうよう連絡済
みです。1割の免税事業者には、施行後1年間は従来の取引条件を変

更せず、2024年10月以降、登録申請しない場合は価格改定を相談する旨、お伝えしています。
一方、委託販売では400人近い生産者が納入する、野菜や果物、米などを販売しています。

請求書や領収書を従来通り道の駅で一括発行するには、生産者もインボイス登録しておく必要
があり、今後は全生産者に登録申請を促す業務に、多くの時間を割かなければなりません。

オープン14年目を迎え、今まで多くの出店者・納入業者・生産者の皆さんと一緒に歩んで
きました。インボイス制度を機に、これからも互いに支え合いながら気持ちよく仕事をするため、
あらためて信頼の絆を確かめたいと思っています。

7月開催の説明会には、募集人数を大きく上回る参加希望がありました。コロナ禍のため人数を制
限し、当日は35名の方が参加。今回参加できなかった会員には、10月開催の説明会を案内しました。

終了後のアンケートでは「制度の概要がおおむね理解できた」という回答が大半を占め、免税事業者・
課税事業者それぞれが今後の対応についてイメージを具体化できたようです。実際の登録は、免税事
業者の多くが準備中といったところですが、今後も事業実態に即した適切なアドバイスでしっかりと
サポートできるよう、体制を整えていきます。

昨年9月、商工会員に向けてインボイス制度に関するアンケート調査を実施後、いち早く11月に税
務署から講師を招いての講習会や今年2 ～ 3月の確定申告時期での税理士による個別相談会を実施し
ました。また、税務相談所会員に対して、登録申請の意向を確認する独自の様式を活用、登録申請に
関する同意書をとりながら職員で個別フォローを進めています。

来年3月末の登録申請締め切りに向けて、今後も講習会や個別相談会の開催を予定しており、制度
理解を進めるため受講を促しながら、丁寧な対応を進めていきます。

各地区の商工会では、それぞれ独自の取り組みで、インボイス制度の理解向上を図っています。
ぜひ、所属商工会へお問い合わせください。

インボイス制度インボイス制度への取り組み
一緒に頑張ってきた皆さんとのきずなを確かめる機会

参加希望が集中した、インボイス制度説明会

登録申請の意向確認と個別フォロー

香春町商工会

早良商工会

みやこ町商工会

各商工会

道の駅香春さまとは以前から
販売促進で深く関わってお
り、丹村駅長は何でも相談し
てくださるので、インボイス
制度に関しても早い時期から
情報提供を行ってきました。
登録申請も済まされ、取引先
ごとに丁寧な対応を進めてい
らっしゃいます。現時点では
あいまいな部分もあるので、
スムーズに導入できるよう、
今後もしっかりとサポートし
ていきます。

【担当指導員メッセージ】
香春町商工会

岩本 奈々恵 指導員

道の駅 香
か わ ら

春 駅長　
丹
に む ら

村 洋之さま

事例

理解できた
8人

おおむね理解
できた 23人

あまり理解
できなかった
4人

Q.インボイス制度について、
　 どのくらい理解できましたか？

全く理解
できなかった-0人
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保険期間：2022年 10月1日午後4時～2023年 10月1日午後4時

2022年9月作成
22-TC04882

糸島市深江で、旬の糸島野菜をふんだんに使ったランチバイ
キングの提供と、オリジナルのパスタソースやヴィーガン対応
ベジカレーなどの通販を行う、ダンザ パデーラさま。平野圭さん・
香織さんご夫妻は、大手広告代理店で働いた経歴をお持ちです。
脱サラして3カ所で料理修行を重ねた圭さんがシェフを、笑顔
と細やかな接客が魅力の香織さんが
サービスを担当し、今では予約必須
の人気店になりました。

修行先で地元商工会との連携意義
を知った圭さんは、2016年4月の
創業とともに糸島市商工会へ入会。
すぐに『ネットde記帳』を導入し、経
理は香織さんが担当されています。
「経理の専門知識がなくても、不

先代のお父さまが創業して、まもなく60年。石崎建設さまは、
高い技術力を基盤に、地元に根ざした仕事で長年高い評価を得
てきました。石崎浩二代表が約10年前に後を継ぎ、一人親方と
して住宅基礎工事で実績を積み重ねています。経理管理も先代
の頃はお母さまが担い、やがて龍子夫人が引き
継ぎました。数年前に『ネットde記帳』を導入
し、龍子夫人は別の仕事と両立しながら、細や
かに経理を管理しています。
「私は現場のことばかりで、経理は妻に任

せっぱなしですが、しっかりとやってくれるの
で助かっています」と石崎代表。来春始動の後
継ソフト『MA1』が、働き者で忙しい毎日を送
る龍子夫人の負荷をさらに軽減してくれること

安なまま進めずに済みます。画面を見ながら支援員さんに質問
できるし、まるで経理の生き字引がそばにいてくれるような感
じです」と、『ネットde記帳』の使い勝手の良さを語る香織さん。
データを共有して経営分析し、支援員の提案も踏まえ、新たな
アイデアを練る。そんな使い方をされています。現在、インボ

イスの登録と、来春始動の『MA1』への
移行準備も進行中です。
「新しいソフトは銀行口座やクレ
ジットカードとの連携で、スマホから
もっと気軽に管理できると聞いて期待
しています」と、目を輝かせる香織さん。
ご夫妻の忙しい毎日の強い味方として、
商工会の経理システムがお役に立てて
いるようです。

を期待しているそうです。
これまで、住宅基礎工事に特化して事業を展開してきました

が、石崎代表は新たな柱として、窓フィルム事業に取り組み始
めました。遮熱・断熱による省エネ、飛散防止による災害対策、

防犯対策など、多様なニーズに合わせて特殊フィ
ルムを施工する事業です。これを機に、補助金の
申請相談で商工会との関わりも深まりました。
「商工会にもっと早く相談すればよかったと痛

感しています。税務相談以外にも補助金や経営革
新、その他さまざまな情報収集面で商工会は頼も
しい存在だと再認識しました」

その期待にお応えできるよう、担当の支援員と
指導員もあらためて気を引き締めています。

　手元のパソコンで商工会の担当支援員と同じ画面を見ながら、質問ができ、きめ細かな
サポートが受けられる商工会推奨の『ネットde記帳』は、多くの皆さまに活用されています。
来春始動する、さらに便利に、より進化したクラウド会計ソフト『MA1』への移行準備を
進める、会員事業所をリポートします。

進化する、商工会サポートの経理会計ソフト
記帳システム記帳システムの〝見える化〟の〝見える化〟成成 事事功功 例例

オーナー 平野 圭さま・香織さまご夫妻

代表 石崎浩二さま

不安なく、経理管理を進められる安心感

商工会の経理システムで妻の負担を軽減

ダンザ パデーラ

石崎建設

飲食

建築

糸島市商工会

八女市商工会
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よりスピーディーに！
誰でもカンタンにできる

仕訳入力はカンタン ３ステップ！
「出納帳入力」「簡易振替伝票入力」「振替伝票入力」

どの方法も同じように入力できます。

商工会専用
Fintechアプリ

「MoneyLink」搭載

充実のサポート体制ですぐに問題を解決！

ラクラク設定

商工会の新しい
記帳システム

New!

銀行・クレジットカードなど全国の
金融機関の取引データや残高を自
動で取り込み、仕訳ができます。ま
た、ビックデータを活用して仕訳を
予測する自動仕訳機能も搭載。
Excelフォーマットで作成された出
納帳も取り込めるので、現金取引
の管理にも活用できます。

業種の特性に合わせて勘定
科目が最初から用意されてい
るので、初期設定が誰でもカ
ンタンにできます。

すばやく確認
自動集計や税率の自動設定
機能により、日々の仕訳や集
計も楽々。元帳から決算書ま
でスムーズに作成できます。

自動アップデート
で安心
消費税の税率変更など、常に
最新法令に対応して自動アッ
プデートするので、面倒な処
理は必要ありません。

資料作成も
カンタン
経営診断書の作成機能も充
実。例えば採用検討時には、
事前に支払い可能な給与額
をカンタンに算出できます。

専用サポートセンターのスペシャリストが電話やメール、FAX（24時間365日対応）で
質問に対応。リモートサポートも行っているので安心して利用できます。

他社製品からの
乗り換えもスムーズ

Step1
日付を入力

よく使う取引は辞書
登録しておくと楽 ！々

Step2
取引を選択

借方・貸方
複数行入力も可能！

Step３
金額を入力

無料で利用できます

簿記

スマホや
タブレットでも
サクサク入力
できる

AIで
自動仕訳

詳しくはご加入の商工会へ！

無償
無償

電子申告
にも対応

「商工会クラウド会計」がスタートします

インボイス制度
電子帳簿保存法
に対応
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登録締切まで4カ月、準備は進んでいますか？

インボイス、始まりますインボイス、始まります
◎インボイス制度の概要と、よくある質問への回答
◎県内商工会の取り組み事例
◎記帳システムの〝見える化〟成功事例／新会計ソフト『MA1』の紹介
◎県青連・県女性連の活動報告
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福岡県商工会青年部連合会

福岡県商工会女性部連合会

県青連

県女性連

Report

Report

令和４年度 九州地区商工会青年部合同研修会
久留米南部商工会青年部 坂井光太郎さんが最優秀賞を受賞

令和４年度 九州ブロック商工会女性部交流研修会
飯塚市商工会女性部 鎌倉恭子さんが最優秀賞を受賞

最優秀賞に輝いた、久留米南部
商工会青年部の坂井光太郎さん

「GO ！ッ魂 九州」をスローガンに掲げた鹿児島大会には九州各県から約600人が参加

活動発表や交流を通し、参加女性部員にとって大きな刺激となった大分大会

活気に満ちた2日間の大会

飯塚市商工会女性部の
鎌倉恭子さん

那珂川市商工会女性部長の
山﨑美代子さん

９月７日（水）・8日（木）、「令和４年度九州地区商工会青年部
合同研修会」が鹿児島県にて開催されました。
新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で開催された本大
会は、実に３年ぶりとなる集合型での大会となりました。

「若い経営者の主張九州ブロック大会」には、福岡県代表とし
て久留米南部商工会青年部の坂井光太郎さんが出場。「未来
への鍵」というテーマで事業承継やBCP計画策定を通して商
工会を活用した事例を発表し、見事最優秀賞に輝きました。
九州大会での福岡県による最優秀賞受賞は、これで３大会連
続となります。
坂井さんは11月に熊本県熊本市にて開催される第22回商工

会青年部全国大会（熊本大会）に九州ブロック代表として出場
する予定です。
また、九州商人（AKINDO）ネットワークPR部門では、嘉麻
市商工会青年部の前佳津雄さんが自身の事業所の取り組み事
例を発表しました。
九州顕彰等表彰式では、人（ヒューマン）づくり部門において
太宰府市商工会青年部の宮原伸広さん、ネットワークづくり
部門において築上町商工会青年部の梶屋太介さん、まち（地
域）づくり部門においては、小郡市商工会青年部が表彰され、
感謝状贈呈者においても桂川町商工会青年部の中嶋啓一郎さ
んがそれぞれ福岡県代表として推薦されました。

九州ブロック商工会女性部交流研修会は、九州ブロックの商
工会女性部が一堂に会し資質の向上を図るとともに、交流を
通して女性部組織の育成及び強化に資することを目的として
います。今年度の大会が7月26日（火）・27日（水）に大分県

「iichiko グランシアタ」で開催され、九州各県より総勢約412
名の商工会女性部員が参加しました（福岡県からは62名）。
1日目の「主張発表九州ブロック大会」では、九州各県の代表
8名が登壇し、女性部で取り組んだ内容や成果について発表
しました。本県代表である飯塚市商工会女性部の鎌倉恭子さ
んは、「古

いにしえ
の浪漫を秘めた茜染め」をテーマに、手話を交えな

がら、表現豊かに発表。トップバッターであったにも関わら
ず、堂々と素晴らしい活動内容を紹介する姿に、会場から大
きな拍手が贈られました。

審査委員による講評では、「茜染め」という地域の伝統文化に
着目し、女性部事業として奮闘する姿がイキイキと表現され、
地域PRに貢献しているとして、鎌倉さんは九州ブロックの
代表として、最優秀賞に輝きました。
翌日には「まち（地域）づくり顕彰」が行われ、那珂川市商工会
女性部長の山﨑美代子さんに顕彰状が授与されました。
その後、気象予報士で防災アドバイザーの花宮廣務氏が「日
本人と雨～万物をはぐくむ雨・災害をもたらす雨」というテー
マで記念講演を行いました。人間は大きな自然環境の循環の
中で生きていることを忘れずに、環境改善に取り組みながら、
災害に対する知識を身に着けようと呼びかける内容に多くの
参加者が深く聞き入っていました。


