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問題意識

• ２月２０日の経済財政諮問会議で安倍総理は、消費増税に伴う経済の変
動を少なくする方策について、「欧州の事例にも学びつつ」検討するよ
う事務方に指示。

• 消費税は価格の上昇を通じて最終消費者に負担を求める税制（間接税）

• わが国では引き上げ前後の駆け込み需要とその反動減が大きな景気かく
乱要因となってきた

• EUの動きを見ると、実質GDPの動きはスムーズであるので、「わが国
特有の要因」があると考えられる

• BtoBとBtoCに区別して問題を考える必要がある。インボイスが導入さ
れれば、BtoBの転嫁は容易になり、価格形成は正常化するが、BtoCの
転嫁は、基本的に経済情勢次第。

• 欧州とわが国との違いの原因に、「便乗値上げ」の禁止など事業者の自
由度を縛る指導や規制の問題はないか。



東京財団作成

消費増税前後の経済変動（実質成長率、4半期）
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日本（2014年4月：5％⇒8％）

ドイツ（2007年1月：16％⇒19％）

英国（2011年1月：17.5％⇒20％）

（税率引き上げ前のCPI総合の水準＝100）

（税率引上げ前の月＝0）

（資料）総務省『消費者物価指数』、Eurostat

英国：2010年1月
15％⇒17.5％

CPI（消費税除く） 税率引き上げ

消費増税前後の消費者物価 月次



東京財団作成

わが国の消費増税前後の経済変動（実質成長率）
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東京財団作成

消費増税前後の物価指数の動き（東大日時物価指数）
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イートインの場合

ハンバーガーの
価格は

2.29ユーロ
（税込価格）

税率（ＳＡＴＺ）は
１９％
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テイクアウトの場合

ハンバーガーの
価格は

2.29ユーロ
（税込価格）

税率（ＳＡＴＺ）は
７％



ドイツの例

• ドイツのマクドナルドでは、軽減税率（７％）
でかっても、標準税率（１９％）で勝っても、
価格は同じ。

• これは、消費者の混乱（テイクアウトで買って
イートインする）を防ぐため。

• 店は消費税率にかかわらず値段を決めている。
消費税率はワンオブゼムのコストという認識の
表れ。

• 日本では、このような価格設定は、「益税」と
の批判が起きるかもしれないが、「益税」とは
何か議論すべき。



五十嵐財務副大臣の経験談（ファイナンス2012年11月号）

消費税はあくまで価格を構成するコストの一部であって、税率が引き上げ
られた場合でも、小売業者は、消費者の動向や他のコストを考慮しながら
価格付けを行うため、商品によって価格の引上げ方は異なるだろう、と推
測していました。こ

の点について、イギリスの例を確認した・・

イギリスにおいて、税率が引き上げられたのは、2010年、2011年ともに
１月ですが、小売業者によると、クリスマスに向けた商戦が開始する前年
の秋ごろと、翌年１月との２回に分けて価格を引き上げた・・際、前年秋
の引上げ幅を大きく、翌年１月の引上げ幅を小さくすることにより、消費
者が１月の税率引上げに伴う価格上昇を意識しにくくなるようにしたとい
うことです。１月は、税率の引上げ幅に比して値上げ幅が小さいため、
マージンが縮小・・・既に前年の秋に十分なマージンを確保しておいた、
というわけです

付加価値税率の引上げに伴う価格転嫁の度合いについては、それぞれの企
業の価格戦略に基づき、商品の性質に応じてその在り方が異なっている
上、価格転嫁の時期もまちまち・・・消費者にとっては、ある商品の価格
が引き上げられた場合、その変化分にどれだけ付加価値税の負担増が織り
込まれているのかを把握することはほぼ不可能である・・・イギリス財務
省の担当者が、消費者は、付加価値税の負担の増減について、それほど敏
感なわけではないと語っていた



さまざまな誤解？

１、事業者の価格に対する誤解ー価格は需要と供給により決
まる、消費税というコストによって決まるのではない。消費
税はワンオブゼムのコストという認識の欠如。

２、事業者の消費税に対する誤解ー消費税は売上全体として
転嫁できていいればよい（税法）のに、品目ごとに転嫁しよ
うとする。前日に徹夜して値札を張り替えるのは、日本だ
け。

３、表示方法ー欧州では一般的に内税（総額表示）となって
おり、価格を変えやすい。わが国では、外税の特例が導入さ
れており、消費税額が別記されているので、欧州的な値付け
（税率前に引き上げる）は、便乗値上げと批判されやすい。
総額表示一本に直すべきではないか。

４、販売方法ー駆け込み需要をあおる販売手法が反動を招く
原因。

５、14年4月は、円安の影響、長いデフレで引き上げられな
かった価格を一気に転嫁しすぎたのではないか。直後に価格
を引き下げている。
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「消費税の円滑かつ適
正な転嫁のために」

（内閣官房、内閣府、
公取、消費者庁、財務

省）８％引上げ時



「消費税の円滑かつ適
正な転嫁のために」

（内閣官房、内閣府、
公取、消費者庁、財務

省）８％引上げ時



コメント
• 政府・公取は事業者の価格の自由度を縛る転嫁対策のありかたは

見直す必要があるのではないか。

• マスコミ（さらには消費者）は、過剰転嫁、便乗値上げというこ
とに対して、正しい知識を持つべきではないか。とりわけ「益
税」批判。全体として転嫁されているかどうかが問題。

• 事業者は、自ら駆け込み需要をあおる販売戦略を自粛することが
必要。

• IMFのWorking Paper“Inflation Smoothing and Modest Effect of 
VAT in Germany”(2008）には、税率引き上げのアナウンスメント
効果の重要性が指摘されている。



牛丼3社の対応

消費増税前 3社とも並盛280円(14年3月）

すき家 10円値下げ
吉野家 20円値上げ
松屋 10円値上げ

その後の影響として、2014年4-6月期決算で
すき家のゼンショーは最終赤字、値上げした吉
野家・松屋は増益を確保。すき家も8月下旬に
は21円値上げ。



BtoBの場合 適格請求書（欧州型インボイス）につい
て

・平成 35 年（2023年）10月から適格請求書等保存方式(イ
ンボイス方式）を導入。適用税率ごとの消費税額記載とイン
ボイス番号が義務化。

・それまでの間、簡素な方法（区分記載請求書等保存方式）
と税額計算の特例を設ける。

→軽減税率導入後4年以上の経過措置を置くことになる
が、その間の区分記載請求書等保存方式（簡易インボイス）
では、「益税」・「不正（脱税）」のおそれ

・大手企業は31年10月の簡易インボイス導入時から的確イン
ボイスを導入すると思われる。

• インボイスには価格転嫁を容易にする、納付消費税額を簡
素にするなど様々なメリットがある
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○○スーパー株式会社
事業者登録番号（VATナンバー）

請求書（平成30年4月1日）

税抜き価格 適用税率 消費税額 請求金額

4月1日 キャベツ、レタス、人参 ３，０００ ８％ ２４０
4月１日 ビール（1ケース） ３，０００ １０％ ３００

合計 ６，０００ ５４０ ６，５４０

№ ○○○○○○○

△△フードサービス株式会社 様



2020

売手
(卸売）

買手
(小売）

販売価格
1,000

仕入価格
1,000

消費税の仕組みとインボイス

国

消費税
80

消費税
80

支払(消費税80）

請求

納税80

１

２

販売価格
1,500

消費税
120

３

控除80 納税120

支払い
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インボイスのメリット（１）

• インボイスは、消費税・所得税・法人税の信頼向上のために必要
なツール。「益税」「不正」も防止。

• 益税は、「免税事業者からの仕入れに税額控除を求める制度」と
「簡易課税」の2つから生じている

• 星印を付ける区分記載請求書等保存方式では、「不正(脱税）」
が生じる可能性

• インボイスは複数税率に伴う税額計算の手間を緩和するためのも
の。導入時のイニシアルコストはかかるが、事業者は、インボイ
スさえ入手しておけば、売上にかかる消費税額と仕入れにかかる
消費税額を足しあげて、前者から後者を控除して納税すればい
い。

手間がかかるのは、複数税率・区分経理の導入で、インボイス
ではない。
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インボイスのメリット（２）

• インボイスにより取引の相手側に消費税額を正確に請
求できるので、事業者間の取引では、「価格転嫁が容
易になる」。この点の認識はわが国ではほとんどない
が、消費税が間接税であるためにはこのメカニズムを
きちんと機能させることが重要。

• 「免税事業者が排除される」という反論があるが、欧
州諸国の例では、彼らは免税特権を放棄して、課税選
択している。その方が、仕入れ税額控除ができるので
得。事務手間は、インボイスが省力化してくれる。
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