
8/4～9/12に休業または時短営業に協力される飲食店の皆様へ

広島県感染症拡大防止協力支援金（令和３年度第４期）の広島県感染症拡大防止協力支援金（令和３年度第４期）の
申請期間は９月13日（月）～10月29日（金）です申請期間は９月13日（月）～10月29日（金）です

広島県感染症拡大防止協力支援金（令和３年度第４期）の広島県感染症拡大防止協力支援金（令和３年度第４期）の
申請期間は９月13日（月）～10月29日（金）です申請期間は９月13日（月）～10月29日（金）です

アクセスしてください　　　　　　　　　　三原商工会議所　URL　https://www.mhr-cci.or.jp　　E-mail　info@mhr-cci.or.jp

【2面】コロナウイルスに関する各種支援情報
【5面】経営のヒント
【8面】消費税のインボイス制度

【3面】経営支援GOOD！
【6面】優良従業員表彰の推薦について

【4面】ITセミナー開催
【7面】男女共同参画社会づくり表彰の
　　　募集について

今 月 の 内 容
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引き続き、感染防止対策を徹底しましょう！！引き続き、感染防止対策を徹底しましょう！！
～三原市から市民及び事業者の皆さまへの６つのお願い～

１　�生活に必要な買い物を含め外出を半減してくだ
さい(通院・通学・通勤を除く)。20時以降の外
出はさらに削減してください。職場への出勤者
を７割削減。20時以降の勤務は抑制してくださ
い。

２　�県外に行かない・呼ばない。どうしても必要な
場合は出発前か到着地で検査を受けてください。

３　同居する家族以外との食事はやめてください。
４　�重症化を予防するため、機会を捉えてワクチン

を接種しましょう。既に接種された人も引き続
き、感染予防対策を徹底してください。

５　�体調に違和感を感じたら、軽い風邪症状でも、
かかりつけ医か、積極ガードダイヤル(082-
513-2567)にすぐに電話で相談して受診してく
ださい。

６　�三原市役所前PCRセンターサテライト（無料・
予約なし・翌日以降に検体提出）を積極的に利
用してください。

　令和３年８月４日～９月12日までを令和３年度第４期として、広島県の要請に協力した事業所に対して、
協力支援金が支給されます。なお、緊急事態宣言が発令されたことから、８月27日～９月12日までは緊急事
態措置期間となり、支給額も変更となりました。詳細は広島県のホームページ（QRコード）でご確認ください。

　令和３年度第４期より、要請期間終了後に受け付ける協力金給付の申請に先立ち、協力金の一部を早期
給付として受けられる制度が創設されました。詳細は早期給付のご案内（QRコード）でご確認ください。

早期給付額及び申請受付期間が変更となりました
申請締切は９月14日（火）です

●お問合せ　広島県協力支援金センター　☎082-248-6851
　　　　　　月・水・金（９時30分～20時）�火・木・土（９時30分～17時）　※日・祝日を除く

●支�給�額

9月12日（日）まで
三原市「緊急事態措置に伴う集中対策」期間です

9月12日（日）まで
三原市「緊急事態措置に伴う集中対策」期間です

（8/30時点）（8/30時点）

▲広島県HP

▲早期給付の
ご案内

（8/30時点）（8/30時点）

期間A（8/4～8/9）・期間B（8/10～8/19）
中小企業 大企業

時
短 2.0～7.0万円/日 最大19万円/日

休
業 2.5～7.5万円/日 最大19.5万円/日

期間D（8/27～9/12）＜緊急事態措置期間＞
中小企業 大企業

時
短 3.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休
業 4.0～10万円/日 最大20万円/日

期間C（8/20～8/26）＜まん防措置期間＞
中小企業 大企業

時
短 2.5～9.5万円/日 最大19.5万円/日

休
業 3.0～10万円/日 最大20万円/日
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補 事業再構築補助金
新分野展開や事業転換等を
検討中の方におすすめです。
◦補助上限　通常枠：8,000万円
　　　　　　特別枠：500～1,500万円
　　　　　　卒業枠：１億円　
◦補 助 率　通常枠：1/2又は2/3
　　　　　　特別枠：4/3又は2/3
　　　　　　卒業枠：2/3

9/21以降複数回予定
（電子申請）締切

支 頑張る中小事業者月次支援金（県）
緊急事態宣言や外出自粛の影響で売上が
30％以上減少した方がご利用できます。
※�売上が50％以上の場合は、国の月次支
援金の給付を受けている必要がありま
す。（５月分・６月分）
◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円�

個人事業者　上限10万円
◦お問合せ　�頑張る中小事業者月次支援金センター�

☎082-248-6853

9/8・11/10以降複数回予定
（電子申請）締切

ご予約・ご相談は三原商工会議所へ　☎0848-62-6155定9 期月 相 談 会
相 談 内 容 相　談　日 時　間 相　談　員

　　　　　雇用労働関係相談 29（水） 13時～16時 社会保険労務士

　　　　　経営相談 �2�（木）・��9�（木）
16（木）・30（木） 10時～16時 中小企業診断士

金融・税務・創業・経営に関する相談 毎日
（土日祝除く） ８時30分～17時 本所経営指導員

働き方改革・労務 ７（火） 13時～16時 広島働き方改革推進支援センター

事業承継・M&A 15（水） 13時～16時 広島県事業承継・引継ぎ支援センター

知的財産（特許・実用新案・意匠・商標） 16（木） 13時～17時 (一社）広島県発明協会

コロナ
対策

補 持続化補助金（一般型）
幅広い販路開拓に
使用できます。

◦補助上限　50万円　

◦補 助 率　2/3

◦活 用 例
　店舗改装や改修、自社HPの製作
　新たなチラシの作成�等

新型コロナウイルス感染症に関する各種支援情報 支 支援策
補 補助金

10/1・2/4以降複数回予定
(電子申請または郵送申請)締切

補  持続化補助金 
（低感染リスク型ビジネス枠）

ポストコロナを踏まえた新たなビジ
ネスやサービス等に使用できます。
◦補助上限　100万円　
◦補 助 率　3/4
◦活 用 例
　オンライン化のためのシステム導入
　自社ECサイトやHPの製作�等

9/8・11/10以降複数回予定
（電子申請）締切

持続化補助金・事業再構築補助金など、年に数回の申請受付があります。
概要説明や申請書作成のポイントについてサポートしていますので、お気軽にご利用ください。

支 月次支援金（国）
緊急事態宣言や外出自粛の影響で売上が
50％以上減少した方がご利用できます。

◦支 援 額　�中 小 法 人　上限20万円
　　　　　　個人事業者　上限10万円

◦お問合せ　�月次支援金相談窓口�
☎0120-211-240

7月分：9/30・8月分・10/31
9月分：11/30（電子申請）締切

「広島県感染症拡大防止協力支援金」、「広島県大規模施設等協力金」の対象者は、
同じ月次においては対象外です。
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経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!
経営支援
GOOD!

　足のトラブルでお悩みの方へオーダーメイドのインソール
の製作販売や歩き方教室なども開催しています。「足から幸せ
に」をモットーに様々な相談に応じる安田�照美さんに持続化
補助金の活用事例と今後の展望についてお聞きしました。

Sono Felice.
〔代表者〕安田　照美
〔住　所〕三原市糸崎６丁目19-12
〔ＴＥＬ〕0848-36-6370
〔URL〕https://sonofelice.fun/

＜創業＞
　2016年、尾道市にて開業。2019年に三原市の自宅を改
装し、より本格的に事業を開始しました。

「Sono�Felice.」とは…
　イタリア語で「私は幸せです。」という意味です。私
はインソールと出逢えて娘の歩き方が良くなったこと
をとても幸せに思い、屋号にしました。「足」は身体の
土台であり、健康を維持するための基本です。特に、
足裏を整えることは、身体全体の健康を支えています。

＜相談しようと思ったのは…＞
　より本格的に事業を開始しようと決意しましたが、ど
こから手を付けていいのか、どのように広報したらいい
のか、分からないことだらけでした。今まで、ホームペー
ジ、インスタグラム、Facebook、ブログなど、様々な
SNSを活用していました。SNSは、新しい情報を素早く
知らせることができますが、更新が追いつかず、思うよ
うに広報が進みませんでした。知り合いから、商工会議
所へ相談してみては…と、アドバイスをもらい尋ねるこ
とにしました。

＜相談の内容は…＞
　お客様とお会いして、足についての相談や靴の選び方
など相談を受けています。以前より、ホームページやイ
ンスタグラムを利用していましたが、より効果的に活用

する方法について
相談することにし
ました。また、お
客様の相談に応じ
る際、お話がしや
すい環境も整えた
いと考えていまし
た。それらを後押しできるような施策について尋ねたと
ころ、小規模事業者持続化補助金制度を紹介され、チャ
レンジすることにしました。

＜持続化補助金へチャンレンジを決意！＞
　現在は、人との接触が難しい状況となっているため、
ホームページを更新し、ECサイトを立ち上げることで、
近隣の方はもちろん遠方の方にも当社を知ってもらうこ
とにつなげたいと考えました。主にインソールの紹介や
足にまつわる相談ごとなどを掲載しますが、季節の話や
お役立ち情報も掲載することで、読者を増やすことにつ
ながります。インターネットが苦手な方のためには、パ
ンフレットを作成し、店舗ではもちろんイベントでの配
布や店等にも置いてもらい、いろんな方の目にふれるよ
う広報に力を入れました。

＜今後やってみたいことは…＞
　インターネットは、どこでも誰でも検索し見ることが
できます。ホームページをリニューアルし、商品の紹介
はもちろん当店を知っていただくことにつなげたいと
思っています。
　また、足底面圧測定器を導入し、より細かいデータを
読み取れますので、ぜひお試しいただきたいと思ってい
ます。足に関することは「ソノフェリーチェ」といわれ

るように、もっともっと色んな
方に見て知っていただきたいと
思っています。　　
　店舗以外で、歩き方教室の開
催、足のお悩みに答えています。
お問い合わせいただき参加をお
待ちしています。

Vol.3

より効果的な広報活動に！
持続化補助金を活用してECサイトの立ち上げへ

足底面圧測定器足底面圧測定器

担当の香田経営指導員と安田さん担当の香田経営指導員と安田さん
（一時的にマスクを外しています）（一時的にマスクを外しています）
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　先月、オンラインで納涼例会を
開催しました。
　この例会では、経営等のスキル
を高めるための委員会活動とは異
なり、和やかな雰囲気の中、異業

種でかつ世代を越えてコミュニケーションを取ること
で、会員同士の貴重なつながりを作ってきました。
　今年度は、新型コロナウイルス感染状況を鑑みオン
ラインでの開催でしたが、会員それぞれが三原の店舗
で購入したテイクアウトメニューや食材を使った料理
を用意するという、オンラインならではのアイデアを
取り入れるなど工夫をしました。
　それぞれが行きつけの店舗の一押しのメニューを紹
介したり、家族と一緒に参加したり、オンラインだか
らこその新たな一面が見えることもあり、楽しく有意
義な会になったと思います。
　毎月開催している委員会もオンラインに切り替えるな
ど、今まで通りのコミュニケーションが取りにくい中、
今回の納涼例会も含め、青年部会ではオンラインを活
かした活動を会員同士で話し合い実行することで、よ
り一層の強いつながりが生まれていると感じています。
　引き続き、このつながりを大切にし、会員同士で高
め合えるよう、私自身も積極的であろうと思いを新た
にしました。

納涼例会
オンライン開催

幹事　末本　尚吾

令和3年度会費・特定商工業者負担金令和3年度会費・特定商工業者負担金 ９月期口座振替のお知らせ

　本所会費・特定商工業者負担金につきまして、９月期の口座振替を指定されている事業所の皆様へ、８月中旬
に「口座振替のお知らせ」をご送付しております。今年度は、９月16日（木）にご指定の口座より振替させていた
だきますので、ご手配くださいますようよろしくお願い申し上げます。
　なお、口座に変更がある方、また、会費の納入方法を「納付書による振込」から「口座振替」への変更を希望
される方は、本所 総務管理課までお早めにご連絡ください。

　「特定商工業者」は、「会員」とは異なる国が定めた制度です。毎年
４月１日現在において、それまで６ヶ月以上引き続き、本所の地区
内（旧三原市）に事業所を所有している一定規模以上の商工業者のこと
で、該当する事業所は登録が義務付けられています。
　この「特定商工業者」は、毎年度「法定台帳」により事業状況を報
告する義務があります。「法定台帳」とは、特定商工業者の方が自己
の事業の内容を商工会議所に登録する台帳のことで、いわば商工業者
の戸籍台帳にあたるものです。
　商工会議所は、この「法定台帳」によって商工業者の実態を正確に
把握し、商工業者の発展に役立てるよう活用しています。
　なお、「法定台帳」は、７月に送付しておりますので、その際はご
提出をお願いいたします。

◆特定商工業者とは ◆法律による登録義務
・①②のいずれかに該当する事業所
　①資本金または出資金が300万円以上
　②常時使用する従業員数が20人以上
　　（商業またはサービス業は５人以上）
・「法定台帳」の提出

◆特定商工業者負担金
・1,000円
・法定台帳の管理・作成にかかる費用

◆議員選挙権
負担金（1,000円）で１票

情報化委員会主催
ITを活用した生産性向上支援セミナー

　本所情報化委員会（勝村祥治
委員長）では、昨年度に続き、
８月４日（水）にGoogle�と連携
したGrow�with�Google�のオンラ
インセミナーを開催しました。
　講師に㈱インターロジック　代
表取締役　原田光治氏を招き、
デジタルを活用した「働き方改革」と「販路拡大」をテー
マに２部構成で実施しました。
　第１部は、テレワークをはじめ、テクノロジーを活用し
た新しい働き方を提案してきたGoogle�が得た経験やノウハ
ウを基に「働き方のこれから」を実現するために必要なア
クションプランについて解説。テレワークにおいて重要な
ポイントや、テレワークによって生じる課題にどう対応し
ていくか具体的にお話いただきました。
　第２部では、DX（デジタルトランスフォーメーション）
時代に向けて、企業が何から着手するべきか様々なマーケ
ティング手法について紹介。効果的なマーケティング活動
を継続して行うことで、新規顧客の獲得と既存の顧客によ
るリピート率のアップにつながるとお話されました。
　情報化委員会では、コロナ禍によるビジネスの変化に対
応するためにも、今後も継続してセミナーを開催していき
たいと考えています。

協力：Grow�with�Google
　　　※Google�、Google�ロゴは、Google�LCC�の商標です。

Grow�with�Google�とは…Google�による無料のデジタル
スキルトレーニングを提供するプロジェクトです。
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　前回は、貸借対照表を見るポイントをお伝えしました
が、いかがでしたでしょうか。
　今回は、損益計算書の見方をお話します。
　はじめに、損益計算書の構成を説明します。損益計算
書（略してP/L（ピーエル）といいます）は、会社が営業活動
を行うことでいくら儲けて、いくら費用が掛かったのか、
そして利益はいくら出たのかを、会計期間で区切って計
算したものをいいます。つまり、損益計算書は会社の経
営成績表です。
　損益計算書は、「収益」（売上など、会社に入ってくる
お金）と「費用」（様々な使途で使われたお金）、収益と費
用の差額の「利益（損失）」で構成されています。

　図にすると以下
のようになります。
　この中で、会社
の収益は「売上高」
「営業外収益」「特別
利益」、費用は「売
上原価」「販売費・
一般管理費」「営業
外費用」「特別損失」
です。また利益は５
つあり、それぞれ
に意味があります。
　「売上総利益」は、
商品の仕入れや製
造など、売上獲得に
係る最低限必要な
コスト（売上原価）
を売上から引いた
もので「粗利」と

もいいます。
　「営業利益」は、売上原価以外で売上を獲得するために
かかった費用を売上総利益から引いたものです。会社の
本業によって継続的に発生する利益を表しています。
　「経常利益」は、本業以外の活動で毎年発生する収入と
費用を営業利益に加減算したもので、「会社の実力が一番

反映される利益」と言われます。例えば他社の株式を保
有している場合、配当金を受け取ったり株式を売却した
りすると利益を得ます。また、借入金がある場合は、利
息の支払いが毎年発生します。
　これらは本業に係る収益・費用ではありませんが、会
社の経常的な活動から発生し、また会社の利益に影響す
るため経常利益は大切な指標となります。
　「税引前当期純利益」は、その会計期間で発生した臨時
的な収入・支出を経常利益に加減算したものです。
　「当期純利益」は、法人税を控除した後のその会計期間
で稼ぎ出した最終的な利益です。
　次に損益計算書を見るポイントをお話しします。大切
なのは、各利益がマイナスになっていないこと、「利益」
が「損失」になっていないことです。特に「営業利益」
できちんと利益を出していることが大切です。
　営業利益が出ていないということは、本業に何かしら
の課題を抱えているので、自社の商品やサービス、収益
体制を見直す必要があります。
　また、過去複数年の損益計算書を比較して確認するこ
とも大切です。
　例えば、売上について過去数年間、右肩上がりに順調
に伸びているのか、上がったり下がったりを繰り返しな
がら全体的には少しずつ下がってきているのか、など過
去からの推移を見ると自社の事業の本質が見えてきます。
　他にも、利益が減少した場合、その理由は売上が落ち
てきているのか、原材料の価格が上がって売上原価が上
昇しているのか、特定の経費が増加しているのかなど、
過去数年間を比較すると見えてくるので、課題を見つけ
て対策を打つことができます。
　このように、損益計算書を使って自社の経営状況を把
握し、これからの行動につなげていくことが重要です。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　三原商工会議所で毎週木曜日に個別相談会を行ってお
ります。
　「決算書って、どう見るの？」を詳しく知りたい方は、
ぜひお越しください。

決算書って、どうみるの？
～その２～

経営の経営の
ヒントヒント

中小企業診断士/ビジネスコーチ　牧野　恵美子
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　三原市の中小企業事業所（中小企業基準法�第２条に該当する会社及び個人）で働く
人の勤労意欲の高揚をはかり、定着性を高め、今後の事業展開に寄与していただくた
め、今年も勤労感謝の日にちなみ、永年勤続され、勤務成績優秀な方の表彰を行います。
９月30日（木）までに、同封の推薦書を下記お問合せ先までご提出ください。
　なお、今年度の表彰式につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ
ながら判断することとしており、決まりましたら、別途お知らせさせていただきます。
■表彰基準
　表彰基準日令和３年10月１日現在において、同一の中小企業の事業所に引き続き在勤し、基準日前１年間
に次の各号に掲げる勤務年数に達したもので、事業主または事業団体の長が、所定の手続きにより推薦する
従業員を選考の上、表彰いたします。

（１）10年　（２）20年　（３）30年　（４）40年

■お問合せ　本所（TEL�62-6155）�／�三原臨空商工会（TEL�86-2238）�／�三原市商工振興課（TEL�67-6072）
　　　　　　HP：https://www.mhr-cci.or.jp/cci/service/excellent_employee_awards.html

三原市中小企業優良従業員表彰 被表彰者の推薦について

インフォメーション
三原市、三原テレビ放送と連携して
緊急情報をお届けしています

　FMみはらの増原です。いつもFMみはらを応援してく
ださりありがとうございます。暑い夏から台風、そして
大雨のシーズンを迎え、季節が急に変わりましたが、皆
様いかがお過ごしでしょうか。
　新型コロナウイルス感染拡大が収まらない中での２回
目の夏です。ワクチン接種が進むと同時に、新型のデル
タ株の感染拡大などにより、多くの活動が制限されてい
ます。FMみはらでは、①スタジオへの入場制限�②共有
スペースの封鎖�③駅前スペースサテラスからの放送の中
止など特別体制で放送を続けております。
　しかし、コロナ禍においても大雨や台風はやってきま
す。今年は、７月８日に警戒レベル５：緊急安全確保が
発令されるほどの大雨が降りました。その後も８月８日
に台風９号が接近し、大雨警報が発令。12日からも長期
で雨が降り続け、大雨警報が複数回発令され、緊急態勢
を組み、臨時放送を行いました。
　緊急放送では、スタジオのテレビを三原テレビ放送の
河川カメラに切り替え、各河川の水位を確認しながら、

危険水位について告知しています。また、各地の防災士
で構成する「三原災害情報ネットワーク」のメンバーか
ら情報をLINEで収集し、崩土や橋の崩落などの情報を、
Facebookやラジオ放送により発信しています。
　３年前の西日本豪雨災害時に、「被害状況が見えない」
というご意見を活かし、日々立体的な情報発信ができる
ように、改善を行っています。
　三原市においても、積極的にFM告知端末を利用され、
緊急時においては岡田市長が自らマイクを握りメッセー
ジを届けてくださっています。
　皆様、FM告知端末を普段から聞けるようにご準備はで
きていますか？まだまだ台風シーズンは続きます。もし
もの災害に備え、緊急持ち出し品や非常食などの準備状
況も確認しましょう。まだFM告知端末を持っていないと
いう方は、この機会にお申込みください。（お問合せ先：
三原市�デジタル化戦略課　☎0848-67-6195）
　FMみはらは、平時においても緊急時においても、お役
に立てる放送局でありたいと思います。
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～協会けんぽ広島支部加入企業の事業主の皆様へ～

■ 協会けんぽ広島支部の「ひろしま企業健康宣言」にエントリー

経済産業省 健康経営優良法人2022に
申請しませんか？

経済産業省の「健康経営優良法人2022」の申請受付が始まっていますので、従業員の
健康づくりを積極的に実施されている事業所様は、是非申請をお願いします。

経済産業省と日本健康会議が、特に優良な「健康経営」を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰
する制度です。健康経営優良法人に認定されると、会社のイメージアップにつながります。
健康経営優良法人2021では、広島県の中小規模法人部門の認定法人は147社と、

前年度と比較して飛躍的に増加しており、職場での健康づくりが広がっています。

■ 経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」の申請へ

■ 健康経営優良法人の申請をわかりやすくサポート！

協会けんぽ広島支部では、ひろしま企業健康宣言事業所様に「健康経営優良法人
サポートブック2022（中小規模法人部門）」を９月中旬頃にお送りする予定です。
24ページの冊子で各評価項目についてわかりやすく説明していますので、健康経

営優良法人の認定に向けて、有効にご活用ください。

さらなる
ステップ
アップ

経済産業省の健康経営優良法人（中小規模法人部門）の認
定には「健康宣言」のエントリーが必須です。
協会けんぽ広島支部ホームページ掲載のエントリーシート

を協会けんぽ広島支部にＦＡＸで提出してください。

健康経営
サポートページ
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ＴＥＬ：０８２－５６８－１０１4（企画総務グループ）
受付時間：平日８：３０～１７：１５

お問合せ先

＼詳しくはこちら／

※健康経営はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

三原市本町3丁目15−7
TEL64−8383

ヤッサヤッサ

三原市男女共同参画社会づくり表彰三原市男女共同参画社会づくり表彰
候補者の募集について候補者の募集について

　男女共同参画社会の推進を積極的に実施している事業者・個人・団体・教育
に携わる人を対象に募集します。（自薦・他薦は問いません）　
　表彰された場合は、広報・HP等に公表・掲載します。男女がともに働きやす
い職場環境の企業PRにお役立てください。

三原市人権推進課　〒723-8601�三原市港町三丁目５番１号
電話：0848-67-6044　FAX：0848-64-4103
Email：jinken@city.mihara.hiroshima.jp　HP：http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/22/

■表彰件数　５件以内
■選　　考　男女共同参画審議会で審査
■表 彰 式　令和３年12月開催予定
■�応募方法　９月１日（水）～10月11日(月)までに、応募用
紙を人権推進課へ持参・郵送・FAX・電子メールで受付

―事業者の取組みの具体例―
◦�育児・介護を行いながら仕事を続けられるよう
に、休暇制度や再雇用制度を導入・活用している
◦女性の採用拡大、管理職登用を行っている�など

お問合せ
お申込み

秋の 交 通 安 全 運 動
横断歩道止まって確認  お先にどうぞ！
みんなで守って！
歩行者の安全を確保しよう。

令和３年９月21日（火）～９月30日（木）までの10日間

令和２年度表彰令和２年度表彰
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令和元年10月１日 令和５年10月１日
軽減税率制度の実施 インボイス制度の導入

令和８年10月１日 令和11年10月１日

区分記載請求書等保存方式
免税事業者等からの課税仕入れについて
仕入税額相当額の全額控除可能

免税事業者等からの課税仕入れについて
仕入税額相当額の80％控除可能※

免税事業者等からの課税仕入れについて
仕入税額相当額の50％控除可能※ 控除不可

※　仕入税額控除の適用に当たっては、定められた書類・帳簿の保存など要件があります。

４　年４　年
３　年３　年

３　年３　年

　令和５年10月１日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除方式として「適格請求書等保存方式（以下：イン
ボイス制度）」が導入されます。「適格請求書発行事業者（登録事業者）」
のみが「適格請求書（以下：インボイス）」を交付することができ、導入
に先立ち来月から登録の受付が開始されます。
　現在、課税事業者でない方も取引相手（買手）からインボイスを求めら
れる場合を想定して、課税事業者となる選択を検討する必要があります。

　売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
　具体的には、現行の「区分記載請求書」（納品書・請求書・領収書等）
に『登録番号』、『適用税率』及び『税率ごとに区分した消費税額等』の
記載が追加された書類をいいます（右記参照）。

売手�－インボイスを発行するには－ 買手 －仕入税額控除を受けるには－
・適格請求書発行事業者の登録が必須
　→課税事業者であることが登録の条件
・交付したインボイスの写しを保存
※免税事業者（基準期間の課税売上高が1,000万円以下）の場合
①消費税課税事業者選択届出書を提出、課税事業者へ。
②適格請求書発行事業者の登録。

・�適格請求書発行事業
者である取引相手
（売手）が発行したイ
ンボイスを受取る
・�受取ったインボイス
を保存

　登録申請書は、令和３年10月１日から提出可能です。インボイス制度が導入される令和５年10月１日から適用を受け
るには、原則として、令和５年３月31日まで（但し、困難な事情がある場合には、令和５年９月30日まで）にe-Taxを用い
て申請。もしくは、広島国税局インボイス登録センターへ登録申請書をご郵送ください。

インボイス制度に
関するお問合せ先

■軽減・インボイスコールセンター�0120-205-553　■受付時間�9：00～17：00（土日祝除く）
※インボイス制度についての詳しい情報は、国税庁HP内の特設サイトをご覧ください。
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

令和３年10月１日より
「適格請求書発行事業者登録申請」の受付が開始されます！

インボイスとは

インボイス制度の留意点

登録申請のスケジュール

免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

消費税のインボイス制度

LINEの「友だち追加」から〔ID検索〕
または〔QRコード〕から登録するだけ
なのでとってもカンタン！

三原商工会議所

LINE ID   @914wzsaaLINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウントLINE公式アカウント
●新型コロナウイルスに関する各種支援情報
●経営に関する様々なサービスの情報

●セミナー・講演会・イベント情報
●そのほか行政機関や会員サービスの情報

役立つ情報を
配信中！
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