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特集：改正電子帳簿保存法が始まりました！

特集 改正電子帳簿保存法 始まりました！
（2年間の猶予期間が設けられました！）

☞ポイント
電子取引保存は義務規定です！

☞ポイント
法人税の申告しているNPO法人は電子
帳簿保存法に従う義務があります！

☞ポイント
「最低限の要件」の創設により、電子帳簿
保存が利用しやすくなりました！

●電子帳簿保存法とは？

正式名称： 電子計算機を使用して作成する国税

関係帳簿の保存方法等の特例に関する法律

電子帳簿保存法は、原則、紙による保存が義務付

けられている帳簿などについて、一定の要件のもと

、電子データで保存することを認めた法律です。平

成10年に創設・施行されました。

●改正の背景

電子データの保存により、紙媒体をなくすことが

できれば、事業主にとっても便利かつコスト削減に

つながるメリットがあります。こうした要望を受け

創設された電子帳簿保存法ですが、電子データは、

①証拠能力に欠ける、②恣意的な操作（要は改ざん

）が可能、などの点から、この制度を利用するには

多くの要件が設けられており、積極的に利用するに

はハードルが高い法律となっていました。

●改正電子帳簿保存法のポイント

①利用を促進するため、条件緩和など現制度の大

幅な見直しを行った

②電子取引により受領した請求書等を電子データ

のまま保存する規定を創設し義務化した

●改正電子帳簿保存法の体系

改正電子帳簿保存法では、以下3区分において

保存要件を定めています。

①電子帳簿保存（緩和）

会計ソフト等で電子的に作成した帳簿書類をデ

ータのまま保存する要件を規定

②スキャナ保存（緩和）

取引先から受領する書類を画像データで保存す

る要件を規定

③電子取引保存（義務）

取引先からメールやネット上で受領する取引情

報（請求書など）をデータで保存する要件

●NPO法人は無関係？

電子帳簿保存法は、法人税・消費税・所得

税など国税にかかる帳簿等の保存について定

めています。よって、これらの申告を行う

NPO法人は、電子帳簿保存法に従った電子帳

簿保存をしなければなりません。

国税関係帳簿書類（一部）

〇国税関係帳簿

総勘定元帳、現金出納帳、仕訳日記帳

〇国税関係書類

決算書、領収書・請求書などの帳票

●区分Ⅰ 電子帳簿保存の内容（緩和）

①税務署長の事前承認制度の廃止

②「優良な電子帳簿保存要件」を満たせば、電

子帳簿に関して申告漏れがあった場合に課

される過少申告加算税を5％軽減(要事前

届出)

③「最低限の保存要件」でも、複式簿記によっ

て記録された帳簿の電子保存を可能とする

＊最低限の要件(一部)

取引年月日・取引金額・取引先の記録項

目で検索できること



●Q&A メールにて請求書を受領しました。

電子帳簿保存法の要件を満たすソフトは

使用していませんが、どうすればいいで

すか？

国税局が以下いずれかの保存例を示しています。

① 電子データのファイル名を、規則性をもった表

示保存にする

10/31国税商事から11万の請求書を授受した

➡ 「20221031_国税商事_110000」

② 「取引の相手先」や「各月」などを任意のフォルダ

に格納して保存する

③ 事務処理規定の備え付け

●現時点で対応ができてないのですが？

改正電子帳簿保存法は、予定通り本年1月1日に

施行されています。しかし、「準備ができない」など

の事情に配慮し、以下内容で、電子取引の要件を満

たさない場合でも電子保存が認められることにな

りました。

①令和5年12月31日までの措置

②やむを得ない事情があると税務署長が認めるこ

と（特段の手続きは必要ありません）

③税務調査等の際に書面で提示・提出ができるよ

うにしておくこと

●区分Ⅱ スキャナ保存の内容（緩和）

①税務署長の事前承認制度の廃止

②タイムスタンプ（電子的な時刻証明）の付与期間

を3日以内から2カ月に延長

③受領者等の自署を不要に

④訂正・削除の記録が残るクラウドに②の期間内

に保存したことが確認できる場合は、タイムスタ

ンプの付与を不要に

⑤電子帳簿保存同様、検索要件を緩和

⑥相互けん制や定期的チェック、再発防止規定の

整備などを定めた「適正事務処理要件」を廃止

⑦ スキャナ保存に関して、仮装隠蔽があった場合

は重加算税を10％加重する措置を追加

●区分Ⅲ 電子取引保存の内容

電子取引で授受する請求書・見積書・領収書・契約

書などについて、以下保存要件を義務化

＜真実性要件＞

（以下いずれか）

①タイムスタンプ付与後の取引情報の授受

②取引情報の授受後、スキャナ保存と同条件でタイ

ムスタンプを付与

③訂正・削除をする場合、その記録が残るシステム

又は訂正削除ができないシステムを利用して取

引情報の授受・保存を行う

④訂正・削除の防止に関する事務処理規定の備え

付け及びその運用を行う

＜可視性要件＞

①パソコン・ディスプレイの設置及び操作マニュア

ルの備え付け

②電子計算機処理システムの概要書を備え付け

③電子帳簿保存・スキャナ保存同様の検索機能を

確保（小規模事業者の場合、一定の要件のもと

検索機能は不要）
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☞ポイント
電子取引保存は、要件に従った整備を
しなければなりません！

☞ポイント

利用しやすくする一方、違反した場合の罰則

を強化しました！

☞ポイント

事務処理規定とおりの運用は煩雑？かもで、

①か②が現実的です！

☞ポイント

令和5年12月31日まで猶予するので、その

間に準備して下さいと言っています！

特集：改正電子帳簿保存法が始まりました！

④ スキャナ保存同様、電子取引に関して、仮装隠

蔽があった場合は重加算税を10％加重する措置

を追加



●消費税の仕組み
◎消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ

消費税は消費者が負担します。事業者は消費者から
預かった消費税から仕入等で支払った消費税を差し引
いた金額を税務署に申告・納付することにより、消費者
が負担した消費税が納付される仕組みになっています。

●消費税の税率
令和元年10月以降、消費税の税率には標準税率

（10％）と軽減税率（8％）があります。

●課税事業者と免税事業者
事業者には、消費税の納税義務のある「課税事業者」

と、納税義務のない「免税事業者」があります。課税事
業者でない事業者が免税事業者になります。

課税事業者
①原則として、基準期間（2年前）の課税売上高が

1,000万円を超えた事業者
②①以外で、課税業者を選択した事業者
（「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業
者）
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特集：インボイス制度始まります！

【特集】インボイス制度始まります！
●現行制度 区分記載請求書等保
存方式
支払った消費税を預かった消費税から

差し引くことを「仕入税額控除」といいま
す。令和元年10月に導入された軽減税率
に合わせて、仕入税額控除の適用を受け
る請求書の保存要件として、「区分記載請
求書等保存方式」が採用されました。

区分記載請求書等保存方式による請求書
の記載項目
• 発行者の氏名など、取引年月日、取引
金額、交付を受ける者の氏名など

• 軽減税率の対象である旨
• 税率（10％・8％）ごとに区分して合計
した税込対価の額

●令和5年10月以降 適格請求書保
存方式（インボイス制度）
仕入税額控除を適用するには、税務署の

審査・登録を受けた適格請求書発行事業者

が発行する適格請求書の保存が必要になり

ます。

適格請求書等保存方式による請求書の記

載項目

区分記載請求書等保存方式の記載項目

に以下を追加

・税率ごとに区分した消費税額及び適

用税率

・適格請求書発行事業者の登録番号

☞ポイント

・すべての事業者に消費税の納付義務があるわけで

ありません！

・免税事業者があえて課税事業者になることも可能

です！

☞ポイント

軽減税率の有無を把握して正しく仕入

税額控除ができる請求書であることを

求めています！

☞ポイント

・区分記載請求書より正確な内容を求め

ています！

・適格請求書を取得しなければ仕入税額

控除ができず、消費税額が増加しま

す！

≪国税庁ホームページより引用≫
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●適格請求書の取得が難しい場合は？

現行の区分記載請求書等保存方式では、3万

円未満の少額取引や請求書の交付を受けられな

い事情があるときは、帳簿作成をもって仕入税額

控除の適用を認めておりましたが、インボイス制

度のもとでは、これを廃止し、以下適格請求書の

取得が難しいケースに限って帳簿作成をもって

仕入税額控除が認められます。

適格請求書の取得が難しいケース

• 3万円未満の公共交通機関の利用

• 3万円未満の自動販売機での購入

• 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サ-ビ

ス（郵便ポスト差出限定）

• 従業員に支給する出張旅費等

●売り手は？

買い手は仕入税額控除を適用するために、適

格請求書を取得・保存する必要があるので、売り

手が適格請求書発行事業者である場合は、取引

の相手方（課税事業者に限る）の求めに応じて、

適格請求書を発行する義務があります。

●令和5年10月以降、免税事業者からの仕入は

仕入税額控除できない？

インボイス制度開始後は、適格請求書の取得・

保存がなければ仕入税額控除ができないことに

なりますが、激変緩和措置として、インボイス制度

開始以後、6年間は一部仕入税額控除を可能と

する経過措置があります。

●適格請求書発行事業者になるための登録手続

き

適格請求書発行事業者になるためには、所轄

税務署に登録申請書を提出し、審査を経て登録

されます。

令和5年10月1日登録スケジュール

① 課税事業者・免税事業者ともに令和5年3月

31日までに申請（免税事業者は経過措置とし

て課税事業者選択届出書の提出は不要）

② 免税事業者は、原則とおり「消費税課税事業

者選択届出書」 を提出したうえで、申請（届

出・申請それぞれに期限あり）

●適格請求書発行事業者の注意点！

①適格請求書発行事業者である間は課税事業者

でもあるので、基準期間課税売上高が1千万

円以下になっても免税事業者にならない

②免税事業者は、原則、発行事業者になる場合、

課税期間の期首から課税事業者になる

③経過措置（「課税事業者選択届出書」を提出し

ない）により登録を受ける場合、課税期間の期

首からでなく、登録日である令和5年10月1日

から課税事業者となる（9月30日までは免税

事業者、10月1日から課税事業者となる）

●免税事業者のままがいい？それとも適格請求

書発行事業者になるべき？

①免税事業者のメリット

消費税の納税が免除される

② 免税事業者のデメリット

得意先が仕入税額控除の適用ができないこ

とを理由に、取引を回避する恐れがある

（公正取引委員会では、『免税事業者及びその取

引先のインボイス制度への対応に関するQ&A』

において、取引先がインボイス制度の実施を契機

として取引条件を見直すことについて、「それ自

体が、直ちに問題となるものでありませんが、見

直しに当たっては、「優越的地位の濫用」に該当す

る行為を行わないよう注意が必要です」としてい

ます。）

☞ポイント

取引先が課税事業者であるかを見極めて、適格

請求書発行事業者になるかどうかを判断する必

要があります！

特集：インボイス制度始まります！

☞ポイント

課税事業者も適格事業者になろうとする免税

事業者も、令和5年3月31日までに申請するこ

とになると思われます。

執筆者 税理士 小橋倫太郎
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バックオフィス支援・支援先の声

カフェ

●支援先の声①

特定非営利活動法人 ばべの森

ばべの森ではCafé（玉野市東紅陽台）で障害者
福祉サービス就労継続支援B型事業を行ってい
ます。また、玉野市八浜では障害者福祉サービス

生活介護事業を行っています。Caféでは利用者
様一人ひとりが自立した社会生活を送るための
目標を立てて、日々楽しく働いています。生活介
護では、利用者様一人ひとりに合った機能訓練、
創作活動を行い、毎日楽しい時間を過ごされて
います。事業所を始めてから8年が経過しようと
していますが、始めた当初はわからないことが多
く、特に会計処理について岡山NPOセンターの
方に助言をいただきこれまで何とかやってこられ
ました。今後も、利用者の皆様のために岡山
NPOセンターの方々に様ざまなアドバイスをい
ただきながら活動していきたいと思います。

シフォンケーキ お弁当 オードブル

NPO事務支援センターによる

バックオフィス支援・支援者の 声

支援内容：都度不安があるごとに相談対応（1
回につき15分～45分程度、年に8回程度）。
収益事業開始に伴い専門家（税理士）紹介

●支援先の声②

特定非営利活動法人

地域生活支援センターみまさか

私たちは、平成28年12月27日に設立しました。
設立の目的は障がい児・者の方の相談支援を主
たる事業の柱にし、地域で一人で暮らされる障害
者の方が安心して地域での生活を送ることがで
きるようにサポートをさせていただいています。
また子どもたち（障がい児・者を含む）の地域での
居場所として、また地域の方との交流を目的とし
て「みまさか子ども食堂」を開催しております。少
ないスタッフで運営しているため、日々の業務に
追われ、会計や決算は最初は地元の商工会に加

盟しお願いしていましたが、商工会ではＮＰＯ会
計についてのノウハウがなく、計算書類作成のた
びに岡山ＮＰＯセンターさんに改めてお願いする
ことを2年間していましたが、会計処理から計算
書類作成まで一括して岡山ＮＰＯセンターがして
くださることになりとても助かっています。様々
な情報提供やＮＰＯ運営にかかわるノウハウを常
にしてくださる岡山ＮＰＯセンターさんは私たち
にとって心強い存在です。これからも良きパート
ナーとして一緒に地域社会に貢献して活動を続
けていきたいと思っております。

支援内容：会計伝票起票、会計ソフト入力、計
算書類作成（2か月に1度程度郵送でやりと
り）。

ここではNPO事務支援センターでバックオフィスの支援をさせて
いただいている県内法人の皆さんの声をご紹介します。



7 NPOkayama

バックオフィス支援・支援先の声

●支援先の声③

特定非営利活動法人 星とたんぽぽ

「人の縁」・・ＮＰＯ法人を立ち上げて今年で五周年
を迎えるこの時期に、今までの事を振り返りながら
感謝したことを書かせていただきます。長年、公立
の保育園でお世話になった私は、どんなに障害が

あろうと、普通に近づける事を目標に頑張ってい
ました。しかし、色々な学びをする度に、それが間
違っていた事に気づき、今生で何とか、今までして
きたことを訂正し、より多くの方に正しい理解を広
め、より良い支援をしていこうとＮＰＯ法人の立ち
上げを決めました。しかし、やる気だけはあるド素
人の私ですから、右も左もわかりません。そんな時、
岡山ＮＰＯセンターさんとの出会いから、一つひと
つ丁寧に教えていただき、現在があります。今も給
与計算や様々な事務代行を行っていただいている
お陰で、私は子ども達と全力で向かい合うことが
できています。そして、色々な専門家の方たちをご
紹介いただき、色々な分野で支えられている事に
心から感謝する日々です。

支援内容：NPO法人設立時相談。設立後から
現在に至るまで、給与計算、会計伝票起票、会
計ソフト入力。月に一度法人事務所訪問。都度、
相談対応。監事に専門家（公認会計士）を紹介。

●特定非営利活動法人 子ども達の環境を
考える・ひこうせん

当団体は、皆様のご支援を頂きながら昨年20周年
を迎えることができました。

20年の間には、法人化や市や県の委託事業の展開
など様々な事業に携わらせて頂き年々幅が広がっ
てきたのですが、それに伴い経営や会計処理、税務、
雇用に関すること等私たちの知識だけではわかり
にくいことなどが次々に生まれてきました。そんな
時に、岡山NPOセンターの事務支援の提供を受け
ました。手探りで行ってきたことの見直し、よりよ
い会計処理の提案、新しい情報の提供、労務の相談
などは疑問が生じたタイミングで快く対応して下さ
います。私達法人に寄り添った対応は心の支えでも
あり、なくてはならない存在になっています。また、

行政との連携事業もある中で、委託先から求めら
れる会計書類に的確なアドバイスを頂いています。
「当団体は専門家のアドバイスを受けています」と
お伝えできることで、行政の方々の信頼にもつな
がっているように思います。様々なＮＰＯ団体が本
来事業に力を注ぐためにも、岡山ＮＰＯセンターの
専門性を生かした事務支援事業がこれからも長く
継続して頂くことを期待しています。

団体の活動：子どもと大人が共に育ち合える環境
づくりをめざし、備前市伊部にある築100年の古
民家を拠点とし、妊娠中から思春期まで幅広い年
齢の子どもとそのご家族、地域の方々が集い、つな
がりを紡いでいく場の提供と交流の促進。

支援内容：会計ソフト導入に伴う支援。その後、
年に4回法人事務所訪問して会計ソフト入力。
他の月は当法人事務所で会計ソフト入力。都度
相談対応。収益事業開始に伴い専門家（税理
士）紹介。
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NPOのバックオフィス支援メニュー

種 類 内 容
料金（税込み）

単価

経 理 の 代 行
会計ソフトへの入力、計算書類作成
※税務などはできません

3,300円～/月

経 理 の 代 行
会計伝票起票、会計ソフトへの入力、計算書類作成。
※税務などはできません

9,900円～/月

経 理 の 代 行
証憑類の整理、会計伝票起票、会計ソフトへの入力、計
算書類作成 ※税務などはできません

13,200円～/月

窓 口 の 代 行 事務所の代行窓口として電話や郵便の連絡受付 5,500円～/月

行事受付・運営代行
参加者受付、問い合わせ対応、参加者名簿作成
講師、会場の手配、広報、当日運営

11,000円～/回

発 送 の 代 行 会報、チラシ等の発行作業 5,500円～/回

ＰＣ入力の代行 エクセル、ワードの入力 1,100円～

Ｉ Ｔ情報発信 ブログ、Facebookページの立ち上げ設定 27,500円/回

ウェブサービス活用
ウェブ上でのカレンダー共有、メーリングリスト等の支
援設定

10,000円/回

種類 相談内容例 相談料（税込み）

経理・事務相談
・決算処理、会計・経理の仕方や悩み
・組織内の運営、ICT導入などの悩み
・その他、事務全般の悩み

3,300円/時間

経営相談
・新規事業立案・政策提言、法人人設立
・戦略策定・組織見直し
・資金調達、助成申請、クラウドファンディングなど

5,500円/時間

ご相談ください！NPO等のバックオフィス支援・経営相談」を行っています！
（以下、目安の金額になります。都度見積もりをします。NPO法人以外の一般法人等も対象です）

（移動が伴う場合は、移動時間にも料金が発生します。公共交通機関利用の場合はその実費。 自家用車利用
の場合は、往復の距離×22円（税込み）をいただきます）

URL http://www.npokayama.org/ 業務時間 祝日を除く月曜日～金曜日

■ 出張＆訪問相談メニュー

■ バックオフィス支援（事務代行）メニュー


