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附

この 法律は、 社会保障の 安定財源 の確保等 を図る税 制の抜本的 な改革を行 うための 消費税法 の一部を 改正する等 の法律（ 平成二十 四年法律

（施行 期日）
第一 条

第六十八 号）附則 第一条第 二号に掲げ る規定の 施行の日 の属する 年の翌年の 四月一日ま での間に おいて政 令で定め る日から施 行する。 ただし、 次
（略）

の各 号に掲げ る規定は 、当該各 号に定める 日から施行 する。
一～四

消 費税法の 一部を次 のように改 正する。

◎社会保 障の安定財 源の確保 等を図る 税制の抜 本的な改革 を行うた めの消費 税法の一 部を改正す る等の法律 （平成二 十四年法 律第六十 八号）（抄 ）
第三条

第九条 第二項第 一号ロ及 び第九条 の二第二項 第二号中 「六十三 分の八十 」を「七十八 分の百」 に改める 。
第 二十九条 中「百分 の六・三 」を「百 分の七・八」 に改める 。

第三十 条第一項中 「百八分 の六・三 」を「百 十分の七・ 八」に改 め、同条第 六項中「 六十三分 の八十」を 「七十八 分の百」 に改める 。
第 三十二条 第一項第一 号及び第三 十六条第 一項中「 百八分の 六・三」を 「百十分 の七・八 」に改め る。

第三十八 条第一項 中「百分 の八」を「 百分の十 」に、「 百八分の 六・三」を 「百十分の 七・八」 に改める 。

則

第三 十九条第一 項中「百 八分の六 ・三」を 「百十分の 七・八」 に改める 。
附
（ 施行期日 ）
（略）
平成二 十七年十月 一日

この法律は 、平成二 十六年四 月一日か ら施行する 。ただし 、次の各 号に掲げ る規定は、 当該各号に 定める日 から施行 する。

一

第三 条の規定 並びに附則 第十五条 及び第十 六条の規 定

第一条
二

（第三条の 規定によ る消費税 法の一部 改正に伴う 経過措置 の原則）
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第十五条

この附則 に別段の定 めがある ものを除 き、第三 条の規定 による改正後 の消費税 法（次条 において 「二十七年 新消費税 法」とい う。）の 規

定は 、附則第 一条第二 号に定める日 （以下こ の条及び 次条にお いて「一 部施行日」 という。 ）以後に 国内にお いて事業者が 行う資産 の譲渡等 、国

内 において 事業者が 行う課税 仕入れ及び 保税地域 から引き 取られる 課税貨物に 係る消費税 について 適用し、 施行日か ら一部施行 日の前日 までの間

に国内 において事 業者が行 った資産 の譲渡等 、国内にお いて事業 者が行っ た課税仕 入れ及び保 税地域から 引き取っ た課税貨 物に係る 消費税につ い
て は、なお 従前の例に よる。

附則第三条 、第十一 条及び第 十二条の 規定は一部 施行日前 に国内にお いて行っ た課税資 産の譲渡等 につき一 部施行日 以後に二 十七年新消

（第 三条の規 定による 消費税法 の一部改正 に伴う税率 等に関す る経過措 置）
第十六条

費税 法第三十 八条第一項に 規定する 売上げに 係る対価 の返還等を した場合 又は二十 七年新消 費税法第 三十九条第一 項に規定 する領収 をするこ とが

で きなくな った場合 について、 附則第五 条第一項 から第五 項まで及び 第七条第一 項の規定 は一部施 行日前の 契約に基づ き一部施 行日以後 に国内に

おいて課 税資産の 譲渡等を 行う場合 について、 附則第六 条第一項 の規定は 一部施行日 前に行った 消費税法 第十六条 第一項に 規定する長 期割賦販 売

等 に係る賦払 金の支払 の期日が 一部施行 日以後に到 来する場合 について 、附則第 八条第一 項及び第三 項並びに 第十四条 第一項、 第三項及び 第四項

の規定は 同法第十 八条第一項 の個人事 業者又は 同法第六 十条第二項 の規定の適 用を受け る国若し くは地方 公共団体若 しくは同 条第三項 の規定の 適

用を 受ける法 人が一部 施行日前に 行った課税 資産の譲 渡等又は 課税仕入 れの対価の 計上の時 期が一部 施行日以 後となる場 合について 、附則第 九条

の 規定は一 部施行日 前に国内 において 行った課税 仕入れに つき一部 施行日以後 に二十七年 新消費税 法第三十 二条第一 項に規定 する仕入れ に係る対

価の返 還等を受け た場合に ついて、 附則第十 条の規定は 一部施行 日前に行 った課税 仕入れに係 る棚卸資産 又は保税 地域から 引き取っ た課税貨物 で

棚 卸資産に 該当するも のを一部 施行日以 後有して いる場合に ついて、附 則第十三 条第二項 の規定は 一部施行日 以後に終 了する課 税期間（ みなし課

税期間に あっては 、その末 日が一部施 行日以後 である当 該みなし 課税期間） において第 三条の規 定による 改正前の 消費税法第 二十九条 に規定す る

税率 が適用さ れる課税 資産の譲 渡等が行わ れた場合に おける同 項に規定 する申告 書について 、それぞ れ準用す る。この 場合におい て、附則第 三条

中「施行 日前」とあ るのは「 施行日か ら附則第 一条第二号 に定める 日（以下附 則第十四 条までに おいて「一 部施行日 」という 。）の前 日までの間

」と 、「新消 費税法」とあ るのは「 第三条の 規定によ る改正後 の消費税法 （以下附 則第十四 条までに おいて「二十 七年新消 費税法」 という。 ）」

と 、附則第 五条第一 項中「施行 日前」と あるのは 「施行日 から一部 施行日の前日 までの間 」と、「 施行日以 後」とある のは「一 部施行日 以後」と

、「第二 条」とあ るのは「 第三条」 と、「旧消 費税法」 とあるの は「二十 七年旧消費 税法」と、 同条第二 項中「施 行日」と あるのは「 一部施行 日

」 と、「平成 二十六年 四月三十 日」とあ るのは「平 成二十七年 十月三十 一日」と 、「同月 三十日」と あるのは 「同月三 十一日」 と、「旧消 費税法

」とある のは「二 十七年旧消 費税法」 と、同条 第三項中 「平成八年 十月一日」 とあるの は「平成 二十五年 十月一日」 と、「平 成二十五 年十月一 日

」と あるのは 「平成二 十七年四月 一日」と、 「指定日 」とある のは「二 十七年指定 日」と、 「施行日 」とある のは「一部 施行日」と 、「旧消 費税

法」とある のは「二 十七年旧 消費税法 」と、同条 第四項及 び第五項 中「平成八 年十月一 日から指定 日」とあ るのは「 平成二十 五年十月一 日から二

-2-

２

３

十七年指 定日」と 、「施行日 」とある のは「一 部施行日 」と、「旧 消費税法」 とあるの は「二十 七年旧消 費税法」と 、「、指 定日」と あるのは 「

、二 十七年指 定日」と 、附則第六条 第一項中 「施行日 前」とあ るのは「 施行日から 一部施行 日の前日 までの間 」と、「施行 日以後」 とあるの は「

一 部施行日 以後」と 、「旧消 費税法」と あるのは 「二十七 年旧消費 税法」と、 附則第七条 第一項中 「指定日 」とある のは「二十 七年指定 日」と、

「施行 日」とある のは「一 部施行日 」と、「 旧消費税法 」とある のは「二 十七年旧 消費税法」 と、附則第 八条第一 項中「施 行日前」 とあるのは 「

施 行日から 一部施行日 の前日ま での間」 と、「施 行日以後」 とあるのは 「一部施 行日以後 」と、「 旧消費税法 」とある のは「二 十七年旧 消費税法

」と、同 条第三項 及び附則 第九条中「 施行日前 」とある のは「施 行日から一 部施行日の 前日まで の間」と 、「施行 日以後」と あるのは 「一部施 行

日以 後」と、 「新消費 税法」と あるのは「 二十七年新 消費税法 」と、附 則第十条 第一項、第 十一条及 び第十二 条中「新 消費税法」 とあるのは 「二

十七年新 消費税法」 と、「施 行日前」 とあるの は「施行日 から一部 施行日の前 日までの 間」と、 「施行日以 後」とあ るのは「 一部施行 日以後」と

、附 則第十三 条第二項中「 施行日」 とあるの は「一部 施行日」と 、「規定 する税率 」とある のは「規 定する税率又 は附則第 十五条及 び第十六 条の

規 定により 二十七年 旧消費税法 第二十九 条に規定 する税率 」と、附則 第十四条第 一項中「 施行日前 」とある のは「施行 日から一 部施行日 の前日ま

での間」 と、「施 行日以後 」とある のは「一部 施行日以 後」と、 「旧消費 税法」とあ るのは「二 十七年旧 消費税法 」と、同 条第三項中 「施行日 前

」 とあるのは 「施行日 から一部 施行日の 前日までの 間」と、「 施行日以 後」とあ るのは「 一部施行日 以後」と 、「新消 費税法」 とあるのは 「二十

七年新消 費税法」 と、同条第 四項中「 施行日前 」とある のは「施行 日から一部 施行日の 前日まで の間」と 読み替える ものとす る。

附 則第五条 第六項の 規定は前 項において読 み替えて 準用する 同条第一 項から第三 項まで、 第四項本 文又は第 五項本文 の規定（以下 この項に おい

て 「経過措 置規定」 という。 ）の適用 を受ける課 税資産の 譲渡等（ 以下この項 において「 経過措置 譲渡等」 という。 ）に係る 二十七年新 消費税法

第三十 八条第一項 及び第三 十九条第 一項の規 定の適用に ついて、 附則第五 条第七項 の規定は事 業者が経過 措置規定 の適用を 受けた事 業者から経 過

措 置譲渡等 に係る資産 を譲り受 け、若し くは借り 受け、又は 当該経過措 置譲渡等 に係る役 務の提供 を受けた場 合におけ る二十七 年新消費 税法第三

十条第一 項、第三 十二条第 一項及び第 三十六条 第一項の 規定の適 用について 、附則第五 条第八項 の規定は 事業者が 経過措置譲 渡等（前 項におい て

読み 替えて準 用する同 条第三項 又は第四項 本文の規定 の適用を 受けるも のに限る 。）を行っ た場合に ついて、 それぞれ 準用する。 この場合に おい

て、附則 第五条第六 項中「百 分の八」 とあるの は「百分の 十」と、 「百分の五 」とある のは「百 分の八」と 、「百八 分の六・ 三」とあ るのは「百

十分 の七・八 」と、「百五 分の四」 とあるの は「百八 分の六・ 三」と、同 条第七項 中「百八 分の六・ 三」とあるの は「百十 分の七・ 八」と、 「百
五 分の四」 とあるの は「百八分 の六・三 」と読み 替えるも のとする 。

前項 において読 み替えて 準用する 附則第五 条第六項の 規定は第 一項にお いて読み 替えて準用 する附則第 六条第一 項、第七 条第一項 、第八条第 一

項 及び第十四 条第一項 の規定の 適用を受 ける場合に ついて、前 項におい て読み替 えて準用 する附則第 五条第七 項の規定 は第一項 において読 み替え

て準用す る附則第 七条第一項 の規定の 適用を受 けた事業 者から同項 の規定の適 用を受け た目的物 の引渡し を受けた場 合（当該 引渡しを 受けた目 的

物に 係る対価 の額のう ち同項の規 定の適用を 受けた金 額に係る 部分に限 る。）につ いて、附 則第七条 第四項の 規定は第一 項において 読み替え て準
用する同条 第一項の 規定の適 用を受け た目的物の 引渡しを 行った場 合について 、それぞ れ準用する 。
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