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本稿では、消費税の仕組みとインボイス方式の
概要を解説した上で、法律事務所へのインボイス
方式の影響と対策を検討する。
ポイントとなるのは、適格請求書発行事業者の
登録の要否と、組合としての届出の要否の二つで

【略歴】
平成12年 弁護士登録
【著書】
BEPS を踏まえた各国動向及び日本企業の対応に関する調査（平成
27年度経済産業省委託調査 ）
、租税判例百選（ 第7版 ）
（ 有斐閣、共
著）
、新型コロナ新常態の法務対応
（商事法務、編著）
等

ある。また、法律事務所の経営形態によって対応
が異なるため、所属する法律事務所の経営形態を
分析した上、顧問税理士に確認の上で対応するこ
とが望ましい。
なお、本稿は当職の個人的な見解をまとめたも
のであり、所属事務所の見解とは関係がない。ま

1

た、本稿執筆時である８月上旬時点での情報に基
づくものであり、今後改正や Q&A により取扱い

はじめに

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除
の方式が適格請求書等保存方式（インボイス方式）
に改正されることが予定されており、法律事務所

が変更又は明らかとなる可能性がある点に留意さ
れたい。

2

消費税の仕組み

としても顧客への請求書発行や費用の支払方法な
どに影響が生じることになる。税法に関連した法
律業務に関与しているかどうかに関係なく、法律
事務所に所属している弁護士全てに影響が生じる
ため、ご一読いただきたい。
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1 消費税の負担と納付
消費税は、商品・製品の販売や役務の提供など

消費税インボイス方式への法律事務所の対応

図表 1

【消費税の負担と納付の関係】
（単位：円）

※税率10％で計算

製造業者
売上げ
100,000
課税売上げに係る消費税額

10,000

納付・
申告

納付税額

10,000

納付税額
10,000

卸売業者
売上げ
140,000
課税売上げに係る消費税額①

14,000

仕入れ
100,000
課税仕入れ等に係る消費税額②

10,000

納付・
申告

納付税額

納付・
申告

納付税額

4,000

納付税額
4,000

小売業者
売上げ
200,000
課税売上げに係る消費税額①

20,000

仕入れ
140,000
課税仕入れ等に係る消費税額②

14,000

6,000

納付税額
6,000

消費者
支払総額
220,000
負担した消費税額

20,000

事業者の納付税額合計

20,000

消費者の消費税の負担金額

20,000
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の取引に対して課される課税である。消費者は商

原材料や事務用品の購入、各種サービスの購入、

品等を購入するにあたり、又は、役務の提供を受

そのほか事業のための購入などをいう。ただし、

けるため消費税を負担するが、実際に消費税を納

土地の購入や賃借などの非課税取引、課税対象と

付するのは事業者である。消費税の負担と納付の

ならない給与、賃金などは課税仕入れ等には含ま

関係は以下のとおりである。

れない。

図表 1

のように、製造業者、卸売業者、小売

業者を経て消費者に商品が販売されるが、事業
者は、各過程で課税売上げに係る消費税額から
課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額を

【消費税額の計算方法】
消費税額＝課税売上げに係る消費税額

納付することになり、納付する消費税額は合計

－課税仕入れ等に係る消費税額

20,000円となる。一方、消費者は、小売業者か

※下線部分が仕入税額控除

ら200,000円の商品を購入する際に20,000円の
消費税を負担している。

2 消費税額の計算方法

3 仕入税額控除
仕入税額控除は、生産、流通などの各取引段階

消費税額は、課税売上げに係る消費税額から、

で二重、三重に消費税がかかることのないよう、

課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算す

課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係

る。この課税仕入れ等に係る消費税額を差し引く

る消費税額を控除し、税が累積しない仕組みであ

ことを仕入税額控除という。

る。逆に言えば、仕入税額控除が認められない場

課税売上げとは、商品の売上のほか、機械や建

合には、各取引段階の事業者は、仕入段階で負担

物等の事業用資産の売却など事業のための資産の

した消費税額を控除できず、余分に消費税額を支

譲渡、貸付け、サービスの提供をいい、土地の売

払うことになってしまう。

却や貸付けなどの非課税取引は課税売上げに含ま
れない。また、課税売上げに係る消費税額は、標

現行法では、仕入税額控除には、帳簿及び請求
書等の保存が必要とされている。

準税率（10%）と軽減税率（8%）に区分して計
算することになる。

3

インボイス方式の概要

1 適格請求書発行事業者
としての登録

令和5年10月1日から、インボイス方式が導入
され、仕入税額控除の要件として、原則として適
格請求書発行事業者から交付された適格請求書の
保存が必要になる。適格請求書発行事業者となる

4

課税仕入れ等とは、商品などの棚卸資産の仕入

には、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を

れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、

提出する必要がある。令和3年10月1日から、登
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録申請書の提出が可能となる。税務署長は、登録

適格請求書とは、名称にかかわらず、以下の事

拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行

項を記載した書類である。通常想定される請求書

事業者登録簿に法定事項を登載し、登録を受けた

などと概ね同様であるが、これまでの請求書など

事業者に対して、その旨を通知することとされて

に登録番号を追加して記載する必要がある。

いる。また、適格請求書発行事業者の情報は、国
税庁のホームページで公表が予定されている。
また、適格請求書発行事業者として登録を受け
ることができるのは課税事業者に限られ、免税事
業者（課税期間の基準期間における課税売上高が

【適格請求書の記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び
登録番号

1,000万円以下の事業者）は登録を受けられない

②課税資産の譲渡等を行った年月日

こととされている。そのため、免税事業者は課税

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内

事業者に変更した上で登録することにより、適格

容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲

請求書発行事業者になることができる（令和5年

渡等である場合には、資産の内容及び軽減

10月1日の属する課税期間において、免税事業者

対象資産の譲渡等である旨）

が適格請求書発行業者の登録を受けようとする場

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額

合には、登録申請手続のみで足りる（消費税課税

を税率ごとに区分して合計した金額及び適

事業者選択届出書の提出は要しない））。

用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等

2 適格請求書

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格請求書発行事業者は、国内において課税資
産の譲渡等を行った場合には、相手方（課税事業
者に限る）からの求めに応じて適格請求書を交付
する義務が課されている。

3 組合としての届出書
民法上の組合等の組合員である適格請求書発行
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事業者は、組合等の事業として行った取引につい

には、弁護士側で適格請求書発行事業者として登

ては、原則として適格請求書を交付することがで

録しておかなければならない。任意であるため登

きず、例外的に、組合等の組合員のすべてが適格

録しないことも自由であるが、その場合には弁護

請求書発行事業者である場合において、一定の事

士報酬について法人顧客側で仕入税額控除を適用

項を記載した届出書を提出した場合のみ適格請求

することができず、その分消費税を納税しなけれ

書を交付することが認められる（改正消費税法

ばならなくなる。そのため、法人顧客を抱える法

57条の6第1項）。

律事務所・弁護士としては、多くの場合に登録す

また、届出書に記載すべき事項としては、①届

ることが予想される。なお、個人顧客については、

出者の氏名又は名称、②組合等の名称及び事業所

課税事業者である場合以外では、仕入税額控除は

等の所在地、③全ての組合員の氏名又は名称及び

特段問題にならないため、仮に、顧客が全て個人

登録番号、④組合等の事業の内容及び存続期間、

であるような場合には、登録をしないことも考え

⑤その他参考となるべき事項が挙げられている（改

られる。なお、登録することで特段不利益は見当

正消費税法施行規則26条の9第1項）。

たらない。

なお、届出書を提出した後、新たに事業者を組
合員として加入させた場合及び組合員のいずれか
が適格請求書発行事業者でなくなった場合には、
速やかに変更届出書を税務署長に提出しなければ
ならない（改正消費税法57条の6第2項）。
なお、届出書に存続期間などを記載すること

2 免税事業者の場合
前述のとおり、課税事業者のみが適格請求書発
行事業者として登録することができ、免税事業者
は登録することができない。

とされており、建設会社などでのジョイントベ

そのため、弁護士が免税事業者である場合に

ンチャーや組合形式での映画製作などでは存続

は、課税事業者に変更して登録するか、若しくは、

期間を記載する。法律事務所の場合には存続期

免税事業者のままとして顧客側で仕入税額控除

間の定めがないため、記載しないこととなる。

が適用されなくても良いか否かを検討する必要
がある。

4

法律事務所の対応

3 支払先の登録番号の把握
後述するように法律事務所の経営形態は個人事
業主や組合形態などであるが、いずれにしても法

1 適格請求書発行事業者
としての登録

法人顧客は、その他の仕入れなどと同様に、法
律事務所に支払う弁護士報酬についても仕入税額
控除の適用を認められることを希望するため、法
律事務所・弁護士に対して、適格請求書発行事業
者としての情報（特に登録番号）を照会すること
が予想される。
適格請求書発行事業者としての登録は任意であ
るが、法人顧客側で仕入税額控除を適用するため

6
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律事務所・弁護士側も翻訳などの外注費を支払
い、各種備品や消耗品を購入して課税仕入れをす
ることがあるため、仕入税額控除を適用する必要
がある。そのためには、外注先や各種消耗品の購

1 単独の弁護士が法律事務所を
経営している場合

図表 2

の①単独経営のように、弁護士が1名で

入先などから登録番号を聞き、経理システムに反

個人事業主として経営している場合には、課税事

映させる必要がある。

業者であれば、前述のように、適格請求書発行事
業者として登録することで、顧客に対して適格請

5

求書を発行できる。また、顧客が消費税の課税事

法律事務所の経営形態
ごとの対応

業者である場合には、当該弁護士に対して支払っ
た消費税額を仕入税額控除することができる。
一方、免税事業者の場合には、適格請求書発行
事業者として登録するかどうかを検討する必要が
ある。

法律事務所の経営形態によってインボイス方式
の影響と対策が異なるため、場合を分けて検討す
る。法律事務所の経営形態としては、

図表 2・3

のように、経営者となる弁護士の数や、雇用又は
委任している弁護士（アソシエイト弁護士、イソ
弁などと呼ばれる弁護士）、弁護士法人、組織内
弁護士の場合など、様々な形態が想定される。

2 複数の弁護士が共同で

法律事務所を経営している場合 ※
（個人事業主が組合を組成する場合）

法律事務所の経営形態としては、複数の弁護士
が共同で法律事務所を経営している場合が多数を

※：複数の弁護士が共同で法律事務所を経営する場合には、組合形式と考えることが通常である。しかしながら、共同事業を営むことを目的としない場合、
組合を組成せずに、屋号として法律事務所の名義を共用し、一部の経費の負担について合意しているに過ぎないことも考え得る。小規模な税理士事務所（特
に複数の国税庁 OB が共同事務所を構える場合）などでは、顧客や業務内容がほぼ区別されており、一部の経費を負担しているに過ぎないため、民法上の
組合を組成していない場合があり得る。
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図表 2

【法律事務所の経営形態とインボイス方式への対応】

P ：パートナー
A

① 単独経営（弁護士１名が経営）
P

個人事業主

：アソシエイト

② 共同経営（複数の弁護士が経営）

適格請求書発行事業者
としての登録
（Ⓐ登録とする）

組合

P

組合員
個人事業主

・Ⓐ登録
・組合届出書の提出

P

組合員
個人事業主

・Ⓐ登録
・請求書・契約書の
保存に要注意

③ アソシエイト等の参加（雇用形態）

④ アソシエイト等の参加（委任形態）

・Ⓐ登録
・組合届出書の提出

・Ⓐ登録
・組合届出書の提出

組合

P

組合
代表

組合員
個人事業主

P

組合員
個人事業主
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雇用契約
給与の支払い

P

A

請求

委任契約
被用者

スタッフ

雇用契約
給与の支払い

代表

仕入税額
控除

被用者

組合員
個人事業主

P

組合員
個人事業主

報酬の支払い

A
個人事業主

スタッフ

雇用契約
給与の支払い

被用者

⑤

消費税インボイス方式への法律事務所の対応

図表 3

【法律事務所の経営形態とインボイス方式への対応】

P ：パートナー

ト

A

⑥ 弁護士法人

⑤ マイナンバー対応型

法人として適格請求書発行事業者の登録

・Ⓐ登録
・組合届出書の提出
組合

P

代表

弁護士法人

仕入税額
控除
請求

委任契約
組合員
個人事業主

報酬の支払い

P

P

P

A
個人事業主

被用者
給与所得

被用者
給与所得

スタッフ

⑦ 組織内弁護士

雇用契約
組合員
個人事業主

：アソシエイト

給与の支払い

弁護士法人

株式会社
被用者

弁護士

マイナンバー用

の

被用者
給与所得

組合届出書の提出

占めているように思われる。また、共同経営の方

ついては、原則として適格請求書を交付すること

式としては収入共同型や経費共同型などが考えら

ができず、例外的に、組合等の組合員のすべてが

れる。その中でも、共同する経費の範囲や各人の

適格請求書発行事業者である場合において一定の

負担割合は様々であるが、経費共同型が多いよう

事項を記載した届出書を提出したときには適格請

に思われる。共同経営の内容は様々であるが、い

求書を交付することが認められる。そのため、組

ずれにしても、複数の弁護士が共同で法律事務所

合としての届出書を提出しなければならず、提出

を経営する場合には、一般的に民法上の組合に該

を失念した場合には、顧客側で仕入税額控除が適

当すると考えられている（

図表 2

の②参照）。

この場合には、個々の弁護士は個人事業主であ
り、

1

と同様に適格請求書発行事業者として登

録することが考えられる。仮に、免税事業者の場
合には、登録するかどうかを検討することになる。
複数の弁護士が共同で法律事務所を経営してい
る場合には、各弁護士は組合の組合員となるため、
前述のとおり、組合等の事業として行った取引に
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用されないことになりかねないため注意が必要で

の登録は不要である。

ある。

3 アソシエイト等を雇用する場合
2

のように複数の弁護士が共同で法律事務所を

委任する場合

3

のようにアソシエイト等が業務に参加する

経営している場合に、アソシエイトやイソ弁が業

が、雇用契約ではなく、委任契約を締結してアソ

務に参加することがある。アソシエイト等の業務

シエイト等に報酬を支払うこともある（

への参加形態としては組合（法律事務所）から雇

の④参照）
。この場合には、アソシエイト等に対し

用される場合（

て、業務に応じて若しくは月額制などで弁護士報

受任する場合（

図表 2

4

の③参照）や法律業務を

の場合）がある。

図表 2

酬を支払うことが多い。アソシエイト等は個人事

アソシエイト等が組合から雇用され、被用者と

業主であるため、組合との関係では、組合がアソ

して給与を支給される場合には、事務所（組合）

シエイト等に支払う報酬について仕入税額控除を

の経費となり、最終的には経営弁護士の所得税の

適用するためには、アソシエイト等が適格請求書

申告において経費として控除されることになる。

発行事業者として登録されている必要がある。ま

しかしながら、消費税法上では、給与は仕入税額

た、アソシエイト等が免税事業者の場合には、適

控除はできない（この点は、秘書やスタッフ、事

格請求書発行事業者とはならないため、組合側で

務員を雇用する場合も同様である）。

は弁護士報酬を仕入税額控除できないことになる。

なお、経営弁護士の適格請求書発行事業者とし

適格請求書は、前述のとおり、一定の記載事項

ての登録の要否及び組合としての届出書の提出義

が必要であるため、アソシエイト等から組合に対

務は

10

4 アソシエイト等に法律業務を

2

と同様である。

して報酬に関する請求書を交付しなければならな

アソシエイト等は給与所得者であり消費税の納

いのかが問題となる。この点については、私見で

税義務はないため、適格請求書発行事業者として

はあるが、適格請求書として必要な記載事項は、
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消費税インボイス方式への法律事務所の対応

ひとつの書類に全てが記載されている必要はな

求書発行事業者として登録する必要はないと思わ

く、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの

れる（

書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことに

れば、適格請求書発行事業者として登録を検討す

なると考えられる。つまり、アソシエイト等との

る必要があろう。

図表 3

の⑦参照）。仮に、課税事業者であ

契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部
が記載されており、実際に取引を行った事実を客
観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税
額控除の要件を満たすとも考えられる（国税庁軽
減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税

6

インボイス方式に
関連するその他の問題点

額控除制度における適格請求書等保存方式に関す
る Q&A」（令和３年７月改訂）問76参照）。
なお、経営弁護士の適格請求書発行事業者とし

これまで消費税の申告・納税義務を負ってきた

ての登録の要否及び組合としての届出書の提出義

法人や組合形態以外の個人事業主については、仕

務は

入税額控除の観点からインボイス方式に対応する

2

と同様である。

ことになる。
また、免税事業者であった個人事業主は、イン

5 マイナンバー対応型の場合

ボイス方式の登録には課税事業者になる必要があ

マイナンバーの導入の際に、大規模及び中規模

るため、免税事業者のままか、課税事業者に変更

の法律事務所では、個人の弁護士に加えて弁護士

するかが問題となる。免税事業者である個人事業

法人を組合員とし、弁護士法人のマイナンバーを

主としては、塾講師やフィットネスクラブのトレー

顧客に開示することがある（

ナー、フードデリバリーの配達員などが考えられる。

図表 3

の⑤参照）。

このような場合でも経営弁護士の適格請求書発行

発注者側としては、登録が任意であるにもかか

事業者としての登録の要否及び組合としての届出

わらず、仕入税額控除の適用のために、これらの

書の提出義務は

個人事業主に対し課税事業者に変更して適格請求

2

と同様である。

適格請求書に誰の登録番号を記載すべきかが問

書発行事業者として登録することを要望すること

題となるが、弁護士法人が個別の法律案件に関与

も考えられる。また、発注者側が仕入税額控除分

していない場合に適格請求書に弁護士法人の登録

を考慮して、同一内容の業務であるにもかかわら

番号を記載して良いかどうかは議論があり得る。

ず、免税事業者よりも高額の報酬を課税事業者へ
支払う事態も起こり得る。これらは独禁法・下請
法の観点から適法性が問題になり得るが、現時点

6 弁護士法人の場合

では公的な見解は明らかではない。

弁護士法人の場合には、弁護士法人が適格請求
書発行事業者として登録することになる（

図表 3

の⑥参照）。弁護士法人の構成員が給与所得者で
ある場合には、各人は適格請求書発行事業者とし
て登録する必要はないと思われる。

7 企業の組織内弁護士の場合
企業の組織内弁護士の場合には、通常は給与所
得者であると思われるため、その場合には適格請

NIBEN Frontier 2021年11月号

11

