
社　長●　複数税率が導入されたら、うちの店では価格をどのように表示すれば
いいのですか？

税理士●　社長のイタリア料理店では、店内の飲食だけでなく、ピザやパスタのテ
イクアウトもありますので、少し丁寧に表示しないといけないですね。

社　長●　今は消費税込みの価格を表示していますが、どのように変更すればい
いのでしょうか？

税理士●　税率が8％から10％へ変わるもの、例えば現在は税込み2,160円のピ
ザを店内で飲食する場合であれば、メニュー表示は税込み2,200円に
変更することになります。具体的な表示方法としては、店内飲食とテ
イクアウトのそれぞれの税込価格を表示する方法や、店内飲食の利用
がほとんどであるお店の場合など、テイクアウトの価格を表示する必
要性が乏しい場合には、店内飲食の価格のみを表示して、注意書きと
して「テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となりま
す。」と明示しておくなどの方法があります。

社　長●　なるほど。確かにそういう表示にしないと、支払額が違うことが分か
りませんし、誤解を与えますね。

税理士●　でも、テイクアウトは持ち帰り用の容器に費用がかかるから、テイク
アウトの商品の価格を高く設定するということもあり得ます。反対に、
店内飲食の需要を喚起する目的で店内飲食の価格をテイクアウトより
低く設定することもあり得ます。これらの結果として、税込価格が店
内飲食もテイクアウトも同額になるということが考えられます。そう
すると、１つの税込価格を表示することになります。

社　長●　なるほど！　それもあり得ますね。
税理士●　はい。最後に、税抜価格を表示する場合ですが、税抜価格と店内飲食

とテイクアウトのそれぞれの消費税額を表示する方法や、店内飲食の
消費税額のみを表示して「テイクアウトの場合、税率が異なりますの
で、消費税額が異なります。」と明示しておくなどの方法があります。
また、税抜価格だけを表示して「店内飲食とテイクアウトでは、税率
が異なりますので、消費税額が異なります。」と明示しておくなどの
方法も考えられます。

社　長●　つまり、どの方法であっても、消費者が誤解しないように表示するこ
とが重要なのですね。

★税込価格を表示する場合
•店内飲食とテイクアウトの各価格を表示。
•店内飲食及びテイクアウトの両方の価格を表示することの重要性が
乏しい場合などは、いずれかの税率の価格や税額を表示して「（他
方の場合は）税率が異なりますので、別価格となります。」と表示。
•税込価格が同額となる場合には、１つの税込価格を表示。
★税抜価格を表示する場合
•店内飲食とテイクアウトの税抜価格に加え、各消費税額を表示。
•店内飲食及びテイクアウトの両方の価格を表示することの重要性が
乏しい場合などは、いずれかの税率の価格や税額を表示して「（他
方の場合は）税率が異なりますので、消費税額が異なります。」と表示。

•「店内飲食とテイクアウトでは、税率が異なりますので、消費税額
が異なります。」と表示。
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●実務上悩ましい61項目について解説

●スマートフォンからの申告も便利に

●研究開発税制を見直し
　昨年12月21日、政府は「平成31年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。主な内容は次のとおりです。

平成31年度税制改正の主な内容

事業承継税制の特例措置に係る質疑応答事例を公表

国税庁ホームページに平成30年分確定申告特集ページが開設
国税庁

政府

　国税庁ホームページに、平成30年分の確定申告特集のページが開設されました。ここでは、確定申告書の作成・提出方法や、今回から適用される税
制改正等について、図表や動画等を使ってわかりやすく解説しています。
　「税制上の主な変更点」のコーナーでは、平成30年から複雑になった配偶者（特別）控除について、図や表を交えて解説しています。また、今回か
ら確定申告書等作成コーナーが変わり、スマートフォンやタブレット端末による申告も便利になっています。

　平成30年度税制改正において導入された事業承継税制の特例についてわかりやすく解説するため、国税庁は「非上場株式等についての贈与税・相続
税の納税猶予及び免除の特例措置等に関する質疑応答事例について（情報）」を公表しました。
　この中では、次のような61項目について、図や表を用いて解説を行っています。

第11回どうなる!?
税理士　友松悦子

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人 納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

講義コース

通信コース・e－通信コース・通信セレクト・e－通信セレクト
履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務
講義コース 〈大阪・京都教室〉（納税協会会員）　65,880円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　76,680円
通信コース・e －通信コース（納税協会会員）　52,920円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員）　10,800円(※）

　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　12,960円(※）

『大阪教室 夜間コース（※）』
開催日時　前期　4月2日(火)～7月9日(火）
　　　　　後期　7月30日(火)～11月7日(木）
※ 前・後期開催中、4通りでのコース選択（各27日間）が可能です。
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

開催日時　4月１日(月)～7月10日(水)のうち27日間
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　下京納税協会　会議室
(京都市下京区間之町通五条下ル二丁目塗師屋町126番地）

『京都教室 夜間コース』

＊2019年大阪教室・京都教室 申込み受付中＊

常時受け付けています。

※　①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、１回につき、１～3科目までお申込みいただけます。

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

＊2018年12月現在

※　テイクアウトの場合、税率が異
　なりますので、別価格となります。

メニュー
店内飲食 テイクアウト
2,200円 2,160円ピザ

メニュー
2,200円ピザ

メニュー
2,200円ピザ

※　テイクアウトの場合、税率が異な
　りますので、消費税額が異なります。

メニュー
本体価格 税額
2,000円 200円ピザ

メニュー

本体価格 税額：
店内飲食

2,000円 200円ピザ

税額：
テイクアウト

160円

国税庁

従来の事業承継税制との違い 後継者が複数いる場合 相続時精算課税を適用する場合 事業の継続が困難になった場合

◉　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
◉　中小企業投資促進税制

租税特別措置の適用期限の延長

　次の租税特別措置の適用期限が2年延長されます。

◉　中小企業経営強化税制（対象設備の範囲の明確化・適正化も実施）
◉　商業・サービス業・農林水産業活性化税制（認定経営革新等支援機関等の確認要件の追加も実施）

研究開発税制の見直し 《適用期間》2019年4月１日以後に開始する事業年度から

注意点 上乗せ措置としての【高水準型】が廃止され、【総額型】に統合されます。
一定のベンチャー企業については、控除税額の上限が引き上げられます。
【オープンイノベーション型】の対象となる特別試験研究費の範囲が拡大されます。

税額控除額 上　　限

税額控除額 ＝ 特別試験研究費(※) × 20％ or 25％ or 30％
※　対象範囲を拡大

オープンイノベーション型

総　額　型 （基　　　本)

総　額　型 （上乗せ措置) 基本の控除率に一定の割増率を乗じる。

税額控除額 ＝ 試験研究費の総額 × 控除率(※）

※　上乗せ措置も含めて6％～14％
　　中小企業者等は12％～17％

法人税額 × 10％

法人税額 × 25％
（一定のベンチャー企業は40％）

法人税額 × 10％

個人事業者の事業承継税制の創設

　個人事業者の事業承継に関しても、法人の事業承継税制に準じた納税猶予制度が創設されます。その概要は次のとおりです。

《適用期間》2019年１月１日から2028年12月31日までの相続等

項　目 内　　容

猶 予 対 象 資 産

猶予される税額

先 代 の 要 件

後 継 者 の 要 件

事業（不動産貸付業等を除く）の用に供されていた次の資産

対象資産に対応する相続税額・贈与税額の全額

相続開始前において、青色申告の承認を受けていること

承継計画に記載されていること　　　　　相続開始後において、青色申告の承認を受けていること
受贈者は20歳（2022年4月１日以後の贈与については18歳）以上であること

◉　土地（400㎡まで）　　　◉　建物（800㎡まで）　　　◉　建物以外の一定の減価償却資産

注意点 特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは、選択適用となります。

消費税の基本構造から、軽減税率の適用対象、複数税率制度下の
仕入税額控除、税額計算の特例、事業者の対応・準備まで、最新
の情報に基づきＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説。
■B5判224頁／定価：本体 2,400円＋税

消費税軽減税率
150問150答

税理士　金井恵美子 著

徹底
解説

〇×判定ですぐわかる

所得税の実務
公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編
「所得税実務問答集」（2018年12月刊）を
ベースに、所得税に関するできるだけ身
近な判定事例を選び、「○」「×」方式で
わかりやすく解説。
■B5判304頁／定価：本体 2,500円＋税

〇×判定ですぐわかる

資産税の実務
公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編
「資産税実務問答集」（2018年11月刊）を
ベースに、資産税に関するできるだけ身
近な判定事例を選び、「○」「×」方式で
わかりやすく解説。
■B5判280頁／定価：本体 2,500円＋税

改訂増補 実 践

一般社団法人・信託 活用ハンドブック
相続贈与 資産管理 事業承継対策 に役立つ！
大阪勉強会グループ
税理士　白井一馬・内藤忠大・村木慎吾・濱田康宏・岡野 訓
司法書士　北詰健太郎 著
「一般社団法人等に関する相続税の見直し」について、制度の内容を踏み込んで
理解し、改正後の実務への影響と対処法について具体的に検討。
■A5判312頁／定価：本体 2,600円＋税

※　税抜価格による表示は、平成33年（2021年）3月31日までの総額表示義務の特例です
　ので、注意してください。


