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インボイス ( 適格請求書 ) 制度とは

免税事業者の方も影響します

インボイス制度の下でも免税事業者のままの方がいい場合も

令和5年 10月1日～

なお、インボイスを交付するには登録が

必要です。

※登録、インボイスの記載事項については、

　折込チラシをご覧ください。

インボイス制度が導入されると、交付されるインボイスには消費税の額が明記されます。また、インボイスを交付

できるのは登録を受けた課税事業者に限られるため、免税事業者がインボイスを交付するには売上が1,000万円

以下であっても消費税課税事業者選択届出書を提出し、インボイス制度の登録を受ける必要があります。

登録を受けた課税事業者しかインボイスを交付できないので、登録を受けていない免税事業者が発行する請求

書は課税仕入とすることができません。

例えば、課税事業者(図のA)から見ると、免

税事業者(図のB)と課税事業者(図のC)からの

仕入価格は同額を支払うことには変わりませ

ん。しかし、課税事業者が免税事業者から仕入

れた場合は、「税額控除ができない」「費用が増

えて利益が減る」という結果になります。　

合理性を考えれば、仕入側は、仕入先として

課税事業者を選ぶことになります。

課税事業者(A)が
免税事業者(B)と課税事業者(C)から
110円で仕入を行った場合

メイン顧客が一般消費者である事業者です。顧客のほ

とんどが消費者であれば、あまり仕入税額控除のこと

を考慮する必要がありません。

インボイスは対消費者については交付義務はありま

せんので、交付するレシートは区分記載請求書(現在

発行しているレシート)でいいことになっています。
※取り引き先の現状を検討し、登録するかしないかを判
　断する必要があります。

① ②メイン顧客が免税事業者である事業者です。事業者

同士の取引だとしても、相手方が免税事業者であれ

ばインボイスの交付義務はありません。

西福岡税務署　TEL 092-843-6211

お問い合わせ

仕入側：課税事業者(A)

仕入先：免税事業者(B) 仕入先：課税事業者(C)

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業

者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなり

ません。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取

引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス

の保存等が必要となります。

インボイス（適格請求書）制度が導入されますインボイス（適格請求書）制度が導入されます

課税事業者（A）は
課税事業者（C）と
取引を行うほう
が有利

経費：110円
税額控除：0円（0％）

経費：110円
税額控除：10円（10％）

（登録開始は令和3年10月1日～）
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第5回理事会報告 ◆開催日時  令和3年8月17日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

【主な議案・報告】

令和3年度

第4回理事会報告 ◆開催日時  令和3年7月20日（火）　17時
◆開催場所  糸島市商工会　大会議室

令和3年度

【主な議案・報告】

会員加入・脱退等の承認の件について　　
加入10件、脱退9件、変更12件全て承認。

青年部報告について
6月29日の青年経営者の主張福岡地区大会に糸島・早良管内から早良商工
会青年部が出場された。来年は糸島市商工会青年部が出場するので、糸島市
商工会をしっかりアピールするということを報告された。

令和3年7月・8月の理事会で、
加入承認となりました事業所を紹介します。新会員紹介

地区名 事業所名 代表者 住所 電話番号

ー建設業ー　左官工事業

ーその他ー　不動産業

ー製造業ー　レモンの加工食品

ー飲食業ー　スナック

ー飲食業ー　かき氷屋、焼肉

ーサービス業ー　フリースクール

ー飲食業ー　カフェ（コーヒー・クッキー）

ー飲食業ー　ハンバーグ、焼肉、弁当

ー飲食業ー　スナック

ー製造業ー　ブリーダー

ーサービス業ー　IT導入支援

ー小売業ー　補聴器

ー製造業ー　豆腐製造・販売

ーその他ー　生命保険

ーサービス業ー　気功施術

ー小売業ー　雑貨

ーサービス業ー　OA機器販売・通信環境最適化・ITフードコーディネート

髙武　忍

山﨑　淳子

田端　進一

今任　すえみ

村上　雅成

田嶋　愛

榎　千佳

小倉　万有

山田　美奈

烏山　善幸

諸藤　英治

古川　秀則

伊藤　隆司

田中　慶彦

犬丸　貴博

斉藤　麻美

赤澤　清志

忍左官

㈱ライカ

きじむな農園合同会社

スナックCoCo

株式会社村上や

お山の樂校

Enopresso

イトシマン

スナック37mina

烏山　善幸

㈲イｰデザインショップ

株式会社糸島ヒヤリング

高取食品株式会社

ソニー生命

株式会社　冬花水月

SUKIHANA　Itoshima

フードライオン

小富士

雷山

南本町

北本町

長糸

二丈

二丈

上町

上町

加布里

老松町

東町

桜野

波多江

二丈

芥屋

可也

092-328-1228

092-322-0361

092-334-1703

092-324-2788

092-321-2334

090-9471-8686

092-324-0290

092-324-5858

092-334-1455

092-332-2510

092-327-0601

090-5483-7674

092-325-3333

050-3579-8711

092-327-3555

糸島市志摩御床2165-34

糸島市前原中央2-1-21-3F

糸島市前原中央3-2-21

糸島市白糸426-1

糸島市二丈福井2850

糸島市前原東2-12-3

糸島市神在西4-18-12

糸島市前原中央3-1-29

糸島市志摩桜井5583-1

糸島市高田5-15-35

糸島市二丈深江1672-6

糸島市志摩芥屋124-1-1

糸島市志摩師吉805－16

糸島市篠原西2-7-73
パピーウインズB104

糸島市二丈福井陣ノ尾
503-2-1

糸島市前原中央2-1-21
駅前ビル2F

糸島市前原中央2-10-32
山伝ビル3F-A

会員加入・脱退等の承認の件について　　
加入7件、脱退6件、変更4件全て承認。

商業委員会報告について
企業の業績向上に繋がるセミナーを、2月8日に開催予定。講師は、畑中副委
員長。仮テーマとして「食品業界のしくみ」で、裏話を交えた実践セミナーを
予定していることを報告された。
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新たな取り組みを補助金で支援します新たな取り組みを補助金で支援します

糸島市商工観光課　
☎（332）-2080

がんばる補助金

糸島市では、新たな取り組みに挑戦する商工業者に、「がんばる中小企業者応援補助金」を交付しています。
初めて利用される方には、商工会がしっかり申請をサポートします。ぜひご利用ください。

対象者

対象事業

対象経費

事業・経費例

事業期間

お問い合わせお問い合わせ 糸島市公式HP検索キーワード

補助率・限度額

市内で商工業を営む中小企業者で創業から１年以上経過した方

●新規事業の実施に直接必要な経費

●新商品や新サービスの開発・販売　●新たな生産・販売方式の導入

●新たな事業活動の開始など

●インターネット販売を開始するためのホームページ制作費

●一次産品生産者が加工品製造事業を開始するための費用

●商品開発に必要な原材料費や消耗品費、マーケティング調査の委託費

●新商品や新サービスの広告費など

補助金の限度額補助率事業区分
経営革新計画※１を取得し、実施する
経営革新のための事業
上記に準じる事業であると
市長が認める事業

事業に要する経費の
３分の２以内
事業に要する経費の
３分の1以内

40万円

10万円

※１ 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当
　　程度の向上」を図ることを目的に策定し、県知事が承認する中期的な経営計画書。
※２ 市内農林水産物を50％以上使用する事業は、限度額が上乗せされます。（最大60万円）

交付決定日～令和４年２月28日
※補助金の交付は予算枠内の交付決定順です。
※交付決定後に発注・支払した経費が補助の対象です。

がんばる補助金活用事業所

※2

がんばる補助金活用事業所
がんばる補助金活用事業所

THALIA  COFFEE  ROASTERS（タリアコーヒーロースターズ）

　こだわりのコーヒー豆を買い付け、店内で焙煎しフレッシュなコーヒーを

提供しています。志摩野北のサンセットロード上に位置し、観光客の休憩地

になっています。

　こだわりのコーヒー豆を買い付け、店内で焙煎しフレッシュなコーヒーを

提供しています。志摩野北のサンセットロード上に位置し、観光客の休憩地

になっています。

　糸島の海岸沿いのスポットを巡る

のに最適な立地を活かし、自転車レン

タルサービスを開始。補助金を活用し

て、自転車を収納するコンテナやホー

ムページを整備しました。

　補助金を活用し、やりたいことにチャレンジできました。新

規事業に漠然と取り組むより、経営革新計画を立てることで、

考えが整理でき、様々なアイデアが出てきました。計画作成は

商工会や中小企業診断士がサポートしてくれ、補助金申請も

難しくなかったです。　　　　　　　　 代表・吉井俊二さん

活用例

事業者からひ
と言

好立地を活かし、自転車レンタルサービスを開始
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無料税務相談会のご案内
森博己税理士、稲葉和彦税理士

13：00～16：00 
（1事業者あたり30分）

糸島市商工会館　会議室

092-322-3535

森博己税理士の日程 稲葉和彦税理士の日程

11/9(火)、12/23(木)

1/6(木)、2/3(木)、2/14(月)、
2/21(月)、3/2(水)、3/4(金)

※相談したいことを簡潔にお
　まとめの上、事前にTEL
　にてお申込みください。

◆講師

◆時間

◆場所

◆予約

日頃の税務に関する疑問など何でも構いません。

令和3年

令和4年

10/5(火)、12/7(火)

2/8(火)、2/18(金)、2/25(金)、
2/28(月)

令和3年

令和4年

新型コロナウイルス感染症対策
経営相談窓口を開設中です！

糸島市商工会では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の

皆様の事業継続支援を行うため専用相談窓口を設置しています。

窓口では月次支援金の申請支援や小規模事業者向けに各種支援情報

（補助金等）の提供等、いろいろな支援を行っていますので、ぜひ、ご相談に

お越しください。

相談は、新型コロナウイルス感染防止のため完全予約制とし、1回につ

き約1時間といたします。下記の電話番号よりご予約をお願いいたします。

◆設置期間 令和4年1月31日（月）まで
　 ※土日、祝祭日及び、12月29日～1月3日は除く

9：00～12：00 ／ 13：00～17：00
※1回の相談につき約1時間　※完全予約制

糸島市商工会館１階（糸島市前原北1-1-1）

お問合せ・ご予約はこちら

080-4925-0258

080-4928-6457

コラボ健診のご案内
令和3年12月12日(日)令和3年12月12日(日)

商工会と糸島市　共同開催

10：00～10：20、10：30～10：50（25名ずつ）

◆日　時

◆受　付

◆対象者

◆会　場

◆開設時間

◆場　　所

糸島市に住民票のある
商工会会員と従業員及びその家族

健康福祉センター「あごら」

※詳細・お申し込みは
　折り込みチラシをご
　覧ください。

福岡県最低賃金額
改定のお知らせ

福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。

令和3年10月1日から 870円1時間

（28円アップ）


