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はじめに（活⽤の⼿引き） 

 

公益社団法⼈⽇本⻘年会議所（以下「⽇本ＪＣ」）は、定款第３条に定める⽬的を実
現する為に平成２０年度改正会計基準に基づき、２０１０年度新たなる⼀歩を踏み出し
ました。そしてその運動を⽀える財源は、各地⻘年会議所（以下「ＬＯＭ」という）か
らお預かりする会費（内部資⾦）と諸⼤会の登録料、⾏政や財団などからの補助⾦・助
成⾦及び各企業の協賛⾦等（外部資⾦）によって賄われています。 
 
 各会議・委員会と地区・ブロック協議会の⾏う諸事業はすべて公益法⼈として資⾦を
提供する内部及び外部の信託に応えうる適正な内容である必要があります。そして⼀つ
ひとつの事業会計は、隅々まで細⼼の注意をはらって明瞭かつ公正な形で処理をし、資
⾦提供者に報告する重⼤な責任と義務のもと管理されなければなりません。 
 
 そのため、「会計マニュアル［事業会計・委員会会計］」が⽇本ＪＣの会務運営を含
む全ての活動につき、事業計画及び予算の⽴案から事業報告及び決算に⾄るまで、諸事
業・会務運営とその会計処理をより円滑かつ適正に処理することができるように作成さ
れています。通常であればこの「会計マニュアル［事業会計・委員会会計］」に沿って、
各会議・委員会、協議会の会計運営がなされることとなります。 
 

消費税率が２０１９年１０⽉１⽇より改定される予定となっておりますが、消費税及
び⾒積書の取得に関する取扱いについても「会計マニュアル［事業会計・委員会会計］」
に記載されており、 
・いわゆる「発⽣主義」の原則に基づく 
・可能な限り細⽬を区分する 
ことについては、消費税率の変更に左右されるものではありません。 

 
しかしながら、 
・「発⽣主義」とは具体的にどのようなものか 
・「８％」「１０％」のどちらの消費税率が適⽤された⾒積書を取得すべきか 
・⽀払い内容が軽減税率（８％）の対象となるかどうか 
について、判断に迷うケースが⽣じるものと想定されます。 



 
そこで、事業実施⽇に応じて⼤きく４つのケースに区分し、２０１９年度における⾒

積書取得に際して、記載されるべき⾒積有効期限並びに消費税額及び消費税率について
別途マニュアルを定めました。 

 
 本マニュアルを有効にご活⽤いただき、各会議・委員会また協議会が⼤きな成果を上
げられますことを⼼よりお祈り申し上げ、また、作成に当たって様々なご助⾔ご⽰唆を
いただいた内部会計監査⼈グループの皆様に深く感謝申し上げます。 
 

２０１９年度 財政審査会議 議⻑ 北⼝ 崇 
  



Ⅰ．⾒積書の取扱いについて 
 

1. 事業実施⽇が２０１９年９⽉３０⽇までの場合 

 
すべてのものについて、⾒積書の有効期限を「２０１９年９⽉３０⽇」、消費税率を

「８％」としてください。 
 
 

2. 事業実施⽇が２０１９年１０⽉１⽇以降の場合 

 
（１） 物（チラシや資料、映像ＤＶＤなど）の納品について 

① ２０１９年９⽉３０⽇までに納品が完了するものについては、⾒積書の 
有効期限を「２０１９年９⽉３０⽇」、消費税率を「８％」としてください。 
 

② ２０１９年１０⽉１⽇以降に納品が完了するものについては、⾒積書の有
効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」としてくださ
い。 

 
（２） 講師等出演依頼ついて 

下記、「３．年間契約など、契約開始から終了までが２０１９年１０⽉１⽇
をまたぐ場合」に該当する場合を除きます。 
 
⾒積書有効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」とし
てください。 

 
（３） 講師などに対する交通費について 

⾒積書有効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」とし
てください。 

 
（４） 会場費について 

⾒積書有効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」とし
てください。 

 



（５） 設営費について 
⾒積書有効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」とし
てください。 
 

※予算審議通過時点で、１２⽉３１⽇までの期間が２ヶ⽉以内の場合や１２⽉３
１⽇期限の⾒積書を取得できない場合には、少なくとも事業実施から２ヶ⽉以上
余裕があるようにしてください。 

 
 

3. 年間契約など、契約開始から終了までが２０１９年１０⽉１⽇を

またぐ場合 

 
サーバーの利⽤、ホームページの管理、講師等出演、アドバイザリー契約などを想定

しています。 
 

（１） 原則 
⾒積書の有効期限を「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」と
してください。 

 
（２） ⽉単位での契約や⾒積書の細⽬区分が可能である場合 

① ２０１９年９⽉３０⽇以前の期間に対応するものは、⾒積書の有効期限を
「２０１９年９⽉３０⽇」、消費税率を「８％」としてください。 
 

② ２０１４年１０⽉１⽇以後の期間に対応するものは、⾒積書の有効期限を
「２０１９年１２⽉３１⽇」、消費税率を「１０％」としてください。 

 
 

4. 軽減税率について 

 
今回の消費税率改定では、併せて特定の商品について⼀般的な消費税率より低く設定

する「軽減税率」が採⽤されます。 
 国税庁が公表している軽減税率対象の品⽬は、酒類（酒税法に規定する酒類）を除く
⾷品表⽰法に規定されている飲⾷料品と週２回以上発⾏されている新聞（定期購読契約）



とされており、消費税率は「８％」に据え置かれます。⼀⽅、酒類、外⾷、ケータリン
グについては税率「１０％」対象となります。 
 
 
【参考サイト】 
政府広報オンライン （特集）消費税の軽減税率制度 
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/ 
 

対象品⽬⼀覧表 
軽減税率（８％）対象品⽬ 標準税率（１０％）対象品⽬ 

飲⾷料品の購⼊ 
精⽶、野菜、⽣⾁、鮮⿂、乳製品、パン類、
菓⼦類など 

 

⾷⽤氷 保冷⽤氷、ドライアイス 
ミネラルウォーター 
果汁飲料、ソフトドリンク 
ノンアルコールビール 
⽢酒、みりん⾵調味料（アルコール度数
１％未満） 

⽔道⽔ 
 
酒類（ビール、ワイン、焼酎、⽇本酒等） 
みりん、調理酒 

飲⾷料品の譲渡 
持ち帰り、出前 レストラン等での⾷事 

ケータリング 
 
 

5. その他 

 
（１） 消費税額の内訳を記載しないもの（いわゆる税込または内税）の⾒積書は認

められますが、その場合「税込」または「内税」の表記をしてください。 
 

（２） １枚の⾒積書内で、細⽬により適⽤される消費税率が異なる場合は、それぞ
れの細⽬に適⽤される消費税率を記載するか、⾒積書を２枚に区分してく
ださい。 

 
（３） 税率改定後に諸⼤会の⼤懇親会などで飲⾷料品ブースを出展する際には、



購⼊品⽬に軽減税率対象品⽬、標準税率対象品⽬が混在する場合がありま
すので、⾒積書、予算書、消費税計算シートの記載を注意してください。 

 
（４） 先述のとおり、消費税率が「８％」「１０％」の判断基準は、発⽣主義に基

づきますので、納品時期がいつになるのか重要になります。⾒積書を取得す
る際には、納品時期、納品場所を必ず記載してください。 

 
（例）納品⽇：２０１９年９⽉３０⽇ 納品場所：○○ＪＣ事務局 

 
 

Ⅱ．消費税計算シート（様式１３）の記載⽅法について 
 
２０１９年度財審様式（２０１９年２⽉１⽇以降使⽤新様式）の消費税計算シート 
（様式１３）では、各勘定科⽬において税率８％と税率１０％の欄が新たに設けられて
おります。 
これらの欄には、原則的に上述「Ⅰ．⾒積書の取扱いについて」に記載した通りの税率
ごとに⾦額を記載していただくことになります。詳細は「Ⅰ―４．軽減税率について」
「Ⅲ．消費税率の判定⽅法について」を参考にしてください。 
 
例えば、会場費が上述Ⅰ−１であれば「会場設営費」の「課税⽀出 税率８％」の欄へ、
Ⅰ−２であれば「会場設営費」の「課税⽀出 税率１０％」の欄へ⾦額を記載していた
だきます。 
また、諸⼤会のブース出展費⽤がⅠ−１であれば「企画・演出費」の「課税⽀出 税率
８％」の欄へ、Ⅰ−２であれば「課税⽀出 税率１０％」の欄へ⾦額を記載していただ
きます。但し、ブースで⾷品提供を提出する場合、Ⅰ−２であっても購⼊した⾷材は軽
減税率の対象で「課税⽀出 税率８％」となります（⼀部対象外品⽬に注意してくださ
い）。 
 
  



（具体的記載例①：講演会：事業実施⽇２０１９年１０⽉５⽇） 
① 登録料収⼊：１，０００円（税込）＊２００⼈：９⽉１⽇〜１０⽉５⽇の間に受領 【１０％】 
② 事業繰⼊⾦：２００，０００円【税区分・その他収益】 
③ 会場設営費：会場費：Ａ社：１３２，０００円（税込）：会場使⽤料：１０⽉５⽇使⽤ 【１０％】 
④ 企画・演出費：演出費：Ｂ社：１２９，６００円（税込）：ＯＰ映像作成：９⽉２９⽇納品 【８％】	
⑤ 講師関係費：講演料：Ｃ氏：１００，０００円（税込）：講演料：１０月５日講演 【１０％】	
⑥ 資料作成費：作成費：Ｂ社：９，７２０円（税込）：アンケート印刷費：９⽉２９⽇納品 【８％】	
⑦ 資料作成費：消耗品：Ｄ社：９，９００円（税込）：クリップペン：１０月２日納品 【１０％】	
⑧ 雑費：振込手数料：銀行：６４８円（税込）：Ａ社宛振込手数料：９月３０日振込 【８％】	
⑨ 雑費：振込手数料：銀行：８６４円（税込）：Ｂ社宛振込手数料：９月３０日振込 【８％】	
⑩ 雑費：振込手数料：銀行：６６０円（税込）：Ｃ社宛振込手数料：１０月１日振込 【１０％】	
⑪ 雑費：振込手数料：銀行：２２０円（税込）：Ｄ社宛振込手数料：１０月１日振込 【１０％】	

 
※⾦額欄のうち、収益・費⽤の発⽣していない欄については０と記⼊し、空欄のままと
ならないようにしてください。 



（具体的記載例②：ブース出展：事業実施⽇２０１９年１０⽉５⽇） 
① 事業繰⼊⾦：２００，０００円【税区分・その他収益】 
② 企画・演出費：演出費：ア社：１１８，８００円（税込）：⾷材購⼊：９⽉２９⽇納品 【８％】	
③ 企画・演出費：演出費：イ社：５５，０００円（税込）：ブース機材レンタル：１０月５日使用 【１０％】	
④ 資料作成費：作成費：ウ社：９，７２０円（税込）：アンケート印刷費：９⽉２９⽇納品 【８％】	
⑤ 資料作成費：消耗品：エ社：９，９００円（税込）：クリップペン：１０月２日納品 【１０％】	
⑥ 雑費：振込手数料：銀行：６４８円（税込）：ア社宛振込手数料：９月３０日振込 【８％】	
⑦ 雑費：振込手数料：銀行：８６４円（税込）：イ社宛振込手数料：９月３０日振込 【８％】	
⑧ 雑費：振込手数料：銀行：６６０円（税込）：ウ社宛振込手数料：１０月１日振込 【１０％】	
⑨ 雑費：振込手数料：銀行：２２０円（税込）：エ社宛振込手数料：１０月８日振込 【１０％】	

  

①  



Ⅲ．消費税率の判定⽅法について 

1. 事業の収⼊科⽬について 

（１） 登録料収益 
原則、「課税収益」となります。その税率は、登録料を集める事業の実施
⽇を基準に判定します。すなわち、いつ⼊⾦されたかは関係なく、事業実
施⽇が２０１９年１０⽉１⽇以前の場合は８％、以降の場合は１０％とな
ります。 
 

（２） 寄付⾦収益・補助⾦ 
原則、「特定収益」となります。バランスマンでの「税区分」は「不課
税」となります。 
 

（３） 助成⾦・広告料収益 
原則、「課税収益」となります。その税率は、登録料と同様に、事業の実
施⽇を基準に判定します。 
 

（４） 販売収益 
原則、「課税収益」となります。その税率は、物品の販売⽇を基準に判定
します。 
 

（５） 事業繰⼊⾦ 
原則、「その他収益」となります。バランスマンでの「税区分」は「対象
外」となります。 
 

（６） 雑収益 
「雑収益」で⼀番件数が多いのは「利息」ですが、これは「⾮課税収益」
になります。バランスマンでの科⽬は「雑収⼊−受取利息収⼊」で「税区
分」は「⾮課税」となります。 
その他の雑収益については、ケースバイケースになりますので、ご不明な
場合はお問い合わせ下さい。 
 
 
 



2. 事業の⽀出科⽬について 

⽀出科⽬に関しては、原則的に、殆どの場合が課税⽀出となり、その税率は「Ⅰ．⾒
積書の取扱いについて」 で記載したとおりの税率で記載いただくことになりますの
で、ここでは、⼀部の例外について若⼲補⾜いたします。 
 

（１） 保険料⽀払いの場合  
保険料⽀払いは、原則、様式１３の税区分は「⾮課税その他」、バランス
マンでの「税区分」は「⾮課税」となります。 
 

（２） ⽟串料・印紙代等の⽀払いの場合 
神社・仏閣に対する⽀払い（主に成功祈願等の⽟串料等）や、各種契約書
貼付の収⼊印紙代などは、勘定科⽬は「雑費」となり、様式１３の税区分
は「⾮課税その他」、バランスマンでの「税区分」は「⾮課税」となりま
す。 
 

（３） 海外での⽀払いの場合 
海外への渡航を含む事業を実施した場合、海外での⽀出に関しては「⾮課
税⽀出」になります。また、その場合、国内の業者への⽀払いは「課税⽀
出」「⾮課税⽀出」が混在することがございますので、ご不明な場合はお
問い合わせ下さい。 
 
 

3. その他（管理費等、法⼈会計の収⼊・⽀出について） 

（１） 法⼈会計の収⼊科⽬について（事業関連以外の収⼊について） 
① 会費収⼊・負担⾦収⼊ 

会費と負担⾦収⼊は、特定収⼊となるので、バランスマンでの「税区
分」は「不課税」となります。  
 

② 雑収⼊ 
雑収⼊で⼀番件数が多いのは「利息」ですが、これは「⾮課税収益」
になります。バランスマンでの科⽬は「雑収⼊−受取利息収⼊」で
「税区分」は「⾮課税」となります。 
 
その他の雑収⼊については、ケースバイケースになりますので、ご不



明な場合はお問い合わせ下さい。 
 

③ 他会計からの繰⼊⾦収⼊ 
繰⼊⾦収⼊は、基本的に⽇本ＪＣ内の組織間での内部取引な為、バラ
ンスマンでの「税区分」は「対象外」となります。 

 
（２） 法⼈会計の⽀出科⽬について（事業関連以外の⽀出について） 

⽀出科⽬に関しては、事業費と同様に、殆どの場合が課税⽀出となり、そ
の税率は「Ⅰ．⾒積書の取扱いについて」で記載した通りの税率で記載頂
くことになりますので、ここでは、⼀部の例外について補⾜いたします。  
 
① 保険料⽀払いの場合 

保険料⽀払いは、バランスマンでの勘定科⽬は「保険料⽀出」、「税
区分」は「⾮課税」となります。 
 

② 印紙・証紙代等の⽀払いの場合 
契約書等貼付の収⼊印紙や証紙代などは、バランスマンでの勘定科⽬
は「租税公課⽀出−その他租税公課⽀出」となり、「税区分」は「⾮
課税」となります。 
 

③ 負担⾦−加盟団体⽀出の⽀払いの場合 
協議会が加⼊している各種団体の会費については、基本的に「⾮課
税」となるものが多いと思われますが、その会費が会報配布やセミナ
ー受講等の「対価性」を持つ場合、「課税⽀出」扱いとなりますの
で、ご不明な場合はお問い合わせ下さい。 
 

④ 負担⾦−地区会費⽀出の⽀払いの場合 
基本的に⽇本ＪＣ内の組織間での内部取引な為、バランスマンでの
「税区分」は「対象外」となります。 
 

⑤ 他会計への繰⼊⾦⽀出 
⽇本ＪＣ本会から請求される消費税負担⾦や外部監査負担⾦等「他会
計への繰⼊⾦⽀出」は、⽇本ＪＣ内の組織間での内部取引な為、バラ
ンスマンでの「税区分」は「対象外」となります。 
 
 



⑥ 海外での⽀払いの場合 
海外での⽀出が発⽣した場合に関しては「⾮課税⽀出」になります。
また、その場合、国内の業者への⽀払いは「課税⽀出」「⾮課税⽀
出」が混在することがございますので、ご不明な場合はお問い合わせ
下さい。 

 
（３） その他、注意を要する場合について 

ここでは、税率判定で注意を要する事例を列挙いたします。 
 
① 電話代等の⼝座振替（利⽤⽉と⽀払⽉が異なる為、１０⽉以降でも消

費税が８％となる場合） 
電話料⾦等、９⽉中のサービス利⽤の⽀払いに関する請求書が、１０
⽉に到着し、その⽀払いが１０⽉以降になる場合、請求書に明記され
る消費税率は８％となります。そのため、バランスマン⼊⼒の際の
「⽇付」は１０⽉以降でも、「税区分」では「課税(８％)」を選択し
て下さい。 
 

② ＬＯＭに協議会の事務局業務を委託している場合 
協議会の事務局業務をＬＯＭへ委託する場合、年間の業務委託契約を
ＬＯＭと取り交わしていると存じます。この場合、ＬＯＭが消費税納
付法⼈でないことから「⾮課税」とされる場合が散⾒されますが、こ
のような場合、原則としてバランスマン上の「管理費−業務委託費⽀
出」科⽬で「課税」となります。 
その場合の税率は、「Ⅰ．⾒積書の取扱いについて」の「３．年間契
約〜」（２）の事例の様に、年間契約であっても⽉単位での契約や、
請求の細⽬区分が可能な場合は、それぞれ対応した税率で処理して頂
きますが、年額のみの場合は、年額を１２で割った額の９ヶ⽉分は
８％、３ヶ⽉分を１０％として頂きます。 
 
例えば、年額６０，０００円として、それを⽉額換算します。 
年額６０，０００円÷１２ヶ⽉=５，０００円／１ヶ⽉分となり、１
〜９⽉迄の９ヶ⽉分が⽉額５，０００円×９ヶ⽉分= ４５，０００
円、１０〜１２⽉迄の３ヶ⽉分が⽉額５，０００円×３ヶ⽉分=１
５，０００円となります。 
４５，０００円については８%、１５，０００円については１０％で
２つに分割して処理する必要があります。 



（ご不明な場合はお問い合わせ下さい） 
 

③ その他、判定に悩まれた場合や、これまでに記載した内容と異なる取
引が発⽣した場合（例：取引内容が１０％と思われるものの、請求書
に明記された税率が８％の場合等）は、別途ご相談下さい。  
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