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韓国税制調査報告 

公明党税制調査会 

 

１．調査の目的 

現在、与党において消費税の軽減税率制度の導入について検討を行っている。 

この検討のため、与党は対象品目について飲食料品８案を公表したところで

あるが、対象品目をどのように定めるかが課題の一つとなっている。また軽減

税率の導入が事業者の事務負担や、国民生活にどのような影響を及ぼすのかと

いった点も論点の一つとなっている。 

韓国では１９７７年の付加価値税の創設以来、食料品全般ではなく、一部の

食料品に課税しない「未加工食料品非課税制度」をインボイス（税金計算書）

とともに導入している。 

そこで、日本における消費税の軽減税率制度の導入の検討に資するため、特

に食料品の取り扱いについて、制度および運用の実態を把握することが本調査

の目的である。 

 

２．視察先と日程 

10 月 17 日（金）～10 月 18 日（土）、斉藤鉄夫税制調査会長、上田勇会長代

理、西田実仁事務局長が韓国に出張し、韓国国税庁、大手法務法人、大型・中

小スーパー、伝統市場などでそれぞれ面談、視察を行った。 

 

・平成２６年１０月１７日（金） 

 韓国国税庁、律村(ユルチョン)法務法人、大型スーパー（emart） 

・平成２６年１０月１８日（土） 

 京東(キョンドン)市場〈露天商が並ぶ伝統市場〉、小商工人連合会、 

全国商人連合会、新院（シノン）市場〈地元の商店街〉、中小スーパー 

 

※面談の詳細は、P７～参照 
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３．韓国の付加価値税の概要 

                                          

 

 韓国の非課税対象品目は、１９７７年の付加価値税導入当初から設けられ、

大幅な変更は行われていない※。対象は、水道水や練炭・無煙炭、生理用品、

医療（美容整形を除く）、旅客運送サービス、新聞・書籍・雑誌等のほか、未

加工食料品※が含まれる。 

※ 1980 年代初めには、事業用の不動産賃貸が非課税から課税になった事例や、弁

付　　加　　価　　値　　税

１９７７年７月１日

営利目的の有無に関わらず事業上独立的に財貨又は用役を供給する
者及び財貨の輸入者

財貨又はサービスの対価

標 準 税 率 １０％

軽 減 税 率 なし

割 増 税 率 なし

輸出取引、国外で提供する用役、船舶・航空機の航行用役等

未加工の食料品、国内で生産された食用でない農林・水産物、水道
水、医療、教育、一定の旅客輸送、新聞、雑誌、書籍、放送、切手、専
売品、金融・保険、一定の住宅・土地の賃貸、芸術品、公益法人の供給
する財貨・サービス、等

前段階税額控除（インボイスによる）

６ヶ月。ただし、原則として３ヶ月毎に予定申告納付を行う

免税
簡易課税適用者のうち、当該課税期間の税込売上高が2,400万ウォン
（240万円）未満の者は納税を免除される。

簡易課税

直前一暦年の税込み売上高が4,800万ウォン（480万円）未満の納税義
務者は、簡易課税者として以下の簡易な税額計算を選択できる。
　納税額＝税込売上高×平均率×10％
平均率は大統領令によって業種別に定められている。
（平均率：10％～50％）

課税期間の延長 なし

名 称

施 行

納 税 義 務 者

課 税 標 準

税

率

（備考）　邦貨換算には、次の換算率を用いた
　　　　　100ウォン＝10円

免 税

非 課 税

累 積 課 税 の 排 除

課 税 期 間

中
小
企
業
に
対
す
る
特
例
措
置
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護士・会計士・税理士等の専門サービスについても、1998 年に非課税から課税に

変更されている。また、2011 年には美容およびペットに関する医療サービスも、

従来の非課税から課税に変更されている。一方、課税から非課税に変更された品

目として、衛生用品、高齢者の住宅管理費、子供用品などがある。 

 

これは、生活に不可欠な財・サービスに関する国民負担の軽減が目的とされ

ている。 

 

※ 未加工食料品とは 

穀類、野菜類等であって、生産物本来の性質が変わらない程度の一次加工を経て食

用に供するもの（生鮮食料品、同一次加工品）※１ 

（１）ゆで野菜類、キムチ、たくわん、漬物、塩辛類、ケジャン、豆腐、こうじ、

しょうゆ、味噌、コチュジャンであって、単純に運送の便宜のために一時

的に缶・瓶詰めなどの包装をする場合を含むもの（単純加工品）※２ 

（２）一次加工の過程で発生する副産物、未加工食料品の混合物等※３とされて

いる。 

 

※１：保存目的で塩を振る、塩漬けにする、天日干しにする、切る、冷凍にすると

いったものは引き続き非課税、ゆでる（さっと湯通しをするのは除く）、焼く、味

をつけるといった生産物の本来の性質が変わるものは課税、という運用。たとえ

ば、塩鮭の切り身、うなぎ串、なべ用野菜セットは非課税、ゆでだこ、味付け海

苔は課税となる。 

※２：包装の要件をクリアすれば、明太子は塩辛として非課税、出汁入りみそは課

税品を入れ、味を変えているので課税となる。厳密に言えば加工されているが、

韓国の食生活において欠かすことのできない品目であって、簡易な包装によるも

のは非課税としている。 

※３：おからなど 
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なお、韓国では 37年間、税率が引き上げられていない。また、一般的に「総

額表示方式」の運用が定着している。総額表示、外税表示に関する具体的な法

律があるわけではないが、所管省庁ごとに、総額表示を基本とした指導を行っ

ているとのこと（ホテル、高級レストランは外税表示）。 

そのためか、消費者は課税か非課税かをほとんど意識していない。もっとも、

後に述べるように、スーパーマーケットのレシートでは、非課税品目の名称に

＊印が付されており、小計欄も非課税計、課税計、付加価値税計が記されてい

る。 

また、韓国の付加価値税制度には、中小企業に対する特例措置として、簡易

課税制度、およびその適用者のうち、一定の売上（2400 万ウォン＝240 万円）

未満の者は納税を免除される免税制度がある。 

さらに、付加価値税とは別に、宝石や貴金属製品などの贅沢品や、競馬や競

輪、カジノなど娯楽施設への入場行為に対する「個別消費税」がある。これは、

付加価値税の単一税率からくる逆進性を補完するためであるとの説明があっ

た。 

 

 

４．線引きの問題について 

課税、非課税の線引きについては、曖昧な部分があるのは事実だが、消費者、

事業者ともに混乱はなく、すでに定着している。要は「決め事」（スーパーの

財務担当者）だということ。 

ただ、課税か非課税かの線引きの解釈については、とりわけ事業者からの問

い合わせに迅速に回答ができる体制を整える必要がある。 

韓国では、内々、企画財政部（日本の財務省主税局に相当）に相談すること

はあるが、基本的に国税庁が線引きの解釈を決定しているとのこと。月 35 件

から 40 件の問い合わせに、四人の職員で対応し、問い合わせには原則 14日以

内で回答しているため、新商品の販売には支障はない、と聞いた。 

なお、付加価値税課内の会議で判断しきれない場合には、外部有識者も入っ
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た法令審査委員会（委員長は国税庁次長）に上げることがあるという。年間、

２，３件ほど。 

 

韓国の「非課税制度」は、当時のインフレの状況をさらに悪化させるのでは

ないか、との懸念に対して、食料品をはじめとした生活必需品の非課税により、

物価上昇を抑え、付加価値税に対する国民の理解を得るために導入された、と

いう。※ 

「食料品等の非課税は、かえって金持ち優遇ではないか」との批判について

は、「収入の多寡によらず、食料品など生活必需品は消費する。付加価値税の

逆進性を緩和するための非課税制度は、けっして金持ち優遇ではないし、その

導入によって、韓国の国民からは共感を得ている」（国税庁個人納税局長＝付

加価値税の所管局長）との返答だった。 

 

※：1977 年、韓国の付加価値税の税率（本則）は 13％、その上下３％の幅を持つ

制度として導入された（その後、本則は 10％に法定されている） 

 

 また、韓国の小規模事業らでつくる小商人連合会会長からは、日本での軽

減税率制度の導入について、「内需関連の市場活性化に資する」と期待を寄せ

ていた。一部食料品などの非課税制度は、逆進性の緩和とともに、経済の活性

化策としても有効である、とのこと。「国民や事業者から見ると、一見、不便

に見えることもあるかもしれないが、そうした副作用については、行政、国民、

小規模事業者の間でよく話し合って対応していけばよい」と助言していた。 

 

概して言えば、線引きの問題については、たとえ曖昧さがあったとしても、

逆進性の緩和や経済対策としての効果などにより、付加価値税に対する国民の

理解が得られたからこそ、韓国では、一部食料品の非課税制度がすっかり定着

していると考えられる。 
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付加価値税の非課税対象 

（大手スーパーからの説明資料より） 

 

 

（参照） 

付加価値税法第 26 条 ［財貨又は用役の提供に対する非課税］ 

付加価値税法施行令第 34 条 ［非課税とする未加工食料品などの範囲］ 

付加価値税法施行規則第 24 条 ［非課税とする未加工食料品の範囲］ 
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◯ 線引きについて～各面談者とのヒアリングから～ 

（国税庁） 

線引きについて、消費者からの

問い合わせは殆どなく、事業者か

らの問い合わせについては書面

による質疑を受け付けている。 

納税事務に関わる問い合わせ

は全体で月３５～４０件程度で

あり、そのうち線引きに関する問

い合わせが何件あるかは統計を

取っていないが、年間に数件程度

ではないか。 

事業者からの問い合わせについては、国税庁の窓口が受け、４名の職員で対

応にあたっている。基本的には国税庁が過去の範例に基づいて判断するが、企

画財政部に問い合わせすることもある。国税庁として判断出来ない案件につい

ては法令審査委員会で審議する他、法廷でも争うことはできる。 

課税か非課税かの線引きの解釈をめぐる裁判所の判例は 180 件、租税審判は

760 件、有権解釈は 3800 件とのこと（法務法人）。 

具体事例に対する回答は原則として１４日以内に返答することが申し合わ

せになっているが、平均して２週間から３週間で回答している。それらの事例

についてはインターネット上で公開しているので誰でも見ることができる。 

 

 

  

国税庁個人納税局長（写真右）と面会する上田、西田 
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（大規模スーパー） 

大規模スーパーでは、

レジスターのマスターデ

ータにおいて一品ずつ非

課税か課税か登録してお

り、買い物客も店員も混乱

することはない。 

店内においては、量り売

りしているキムチは非課

税であるのに対し、きれい

に個別包装されているキム

チは課税と、同じ売り場でも課税、非課税が混在しているが混乱はない。消費

者は、課税か否かによって商品選択をするのではなく、支払う総額と商品の品

質により選択しているのではないか。 

品目毎の課税・非課税に関する問い合わせについてはレジスターにおいて

100 人に１人程度いるが、そのうち苦情を申し出てくる客は年間１人とのこと

であった。 

スーパーの財務担当者の話によれば、すでに３７年経って定着していること

に加え、若干の曖昧さ※についても、決め事なので決められた通りに対応すれ

ば問題は発生しないとのことであった。 

 

※視察に於いて実際に買ったレシートや、課税、非課税品目は P10～参照 

 

 

（中・小規模スーパー） 

レジスターを導入しているスーパーでは、大規模スーパー同様品目毎の線引

きについて混乱はなかった。個人商店においても、国税庁のシステムとリンク

大手スーパー（emart)の売り場を視察する斉藤、上田、西田 
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した POS レジを導入しており、自動的に区分され計算される。個人商店の店主

も、どの商品が課税か非課税かについておよそ把握しており、顧客の間で問題

になることはないとのことであった。 

中小スーパーにおいても同様であるが、税理士と契約を結んでおり申告前に

間違いがないかチェックをしている店もあった。 
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レシート 領収証の形態 

図１．大型スーパー（emart）で実際に買い物をした際のレシート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実際のレシート(左)の★印はお買い得商品に付けられるマーク） 

  

emart

2014/10/17 17:58 POS:番号

商品名 単価 数量 金額

01　＊買い物袋（２０L） 350 1 350
02　　味付け鴨肉 3,490 1 3,490
03　　味付け豚肉 7,850 1 7,850
04　　焼き海苔 4,800 1 4,800
05　　キムチ（８パック入り） 9,950 1 9,950
06　＊牛（ヒレ肉） 18,300 1 18,300
07　＊青トウガラシ 1,250 1 1,250
08　＊ニンニク（薄切りパック） 1,980 1 1,980
09　　すりゴマ（荏胡麻の粉末） 8,600 1 8,600
10　＊牛肉のしょうゆ煮（パック） 14,340 1 14,340
11　　胡麻の葉の漬物 13,000 1 13,000
12　＊純豆腐 1,280 1 1,280
13　＊キムチ（量り売り） 11,250 1 11,250
14　　味付け海苔（９パック） 3,980 1 3,980

非課税物品 ： 48,750
課税物品 ： 46,973

付加税 ：（ 4,697）
合計 ： 100,420

商品名の前に＊表示がある品目は付加税が非課税品目です

現金 100,500
現金釣り銭 80
現金領収証承認番号
現金領収証承認日時
識別情報
現金領収証問合せ：☎

［現金　（所得控除）］
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品目事例 

 

０５ パック入りキムチ（課税）  １３ 量り売りのキムチ（非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

０９ すりゴマ（課税）   ０８ にんにくスライス（非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １１ 胡麻の葉の漬物（課税）  １２ 豆腐（非課税） 
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品目事例（つづき） 

０２ 味付け鴨肉 （課税）   ０６ 国内産韓牛のヒレ肉（非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

０３ 味付け豚肉 （課税）   １０ 韓牛肉の醤油煮（非課税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

０４ 焼き海苔（課税）    ０７ 青トウガラシ（非課税） 
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（伝統市場） 

京東（キョンドン）市場 

 

・市場において露天商を営んでいる者は殆どが個人事業者であり、免税事業者

である。 

・取り扱っている商品については、単品もしくは生鮮食料品のみであるなど、

課税品目と非課税品目を同時に扱っている店は殆どなかった。 

・一部の商品が課税対象商品であっても、販売価格に転嫁できることや、個人

に販売する場合にはその個人が仕入税額控除を受けるわけではないので、イ

ンボイスの発行義務（必要性）がない。 

・済州島からみかんを仕入れて卸している事業者に話を聴いたところ、仕入れ

から販売まで全て非課税であるため、付加価値税の計算や仕入控除等の必要

性が発生しない。 

・また、みかん箱のように仕入れ時には課税されるはずの物品についても、農

家から仕入れる段階※で既に箱詰めされているため、その店では控除すべき

ソウル市内 京東市場で露天商などを視察する斉藤、西田 
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税はないとのこと。 

・また個人に販売する場合には、インボイスの発行する必要はないが、大きな

ＢtoＢ取引の場合には、インボイスを発行しているとのこと。 

 

※農家が肥料や農機具、梱包材など生産・出荷に必要な物品を購入する場合に

は、ゼロ税率が適用され、付加価値税額分は全額還付または控除を受けるこ

とができる。 
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新院（シノォン）市場 

 

露天商が並ぶ伝統市場とは違い、地元の商店街である。 

その一角で精肉店を営む店主であり、全国商人連合会の会長を務める陳炳鎬

（ジン ビョンホ）氏より話しを伺いながら、商店街を視察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商店街では顧客の殆どが最終消費者である。 

・課税品目と非課税品目を同時に扱っているのは、商店街の中にある小スーパ

ーや一部精肉店など限られており、ここでもレジスターが導入されているた

め混乱はない。 

・例えば、精肉店において、量り売りは非課税、簡単な包装（持ち運ぶための

包装）をした商品も非課税であるが、味付け肉は課税である。 

・制度が導入されて３０年以上経つ中で既に慣れたが、例えばこれから新たに

非課税が課税になるなど制度が変われば事務負担が増えることになること

は間違いなく、中小事業者の意見を聞きながら実現するに取り組むことが重

要である。 

ソウル市内 新院市場の入り口 
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左：新院市場の様子 

 

 伝統的な市場（商店街）で屋根がある

ところはソウルでも珍しく、地域住民に

密着した商店街を守るために様々な工夫

をしているとの話も伺った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：精肉店の店主から説明を受ける 

斉藤、西田 
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５．納税事務とインボイス 

～各面談者とのヒアリングから～ 

（国税庁） 

付加価値税が導入された当時に、透明性を図るという観点からインボイスを

導入した。定着する前は、納税者の負担があったと聞くが、今では定着してお

り、負担を軽減するために電子インボイスを発行するようになっており、それ

も試行しながら定着している。 

原則として取引段階毎にインボイスを発行しなければいけないが、これを１

ヶ月分まとめて発行することが可能となっており、事務負担を軽減していると

考える。また、前段階税額控除方式を採っており、仕入れ税額控除をするため

には税金計算書がなければならず、その点もインボイスが定着する環境なので

はないか。 

 

（法務法人） 

非課税事業者の取引排除について、非課税事業者は、“税金計算書”の代わ

りに、“計算書”を発行することができ、これも付加価値税法上、法定証憑に

あたるため、税金計算書制度の導入により、非課税事業者が商取引から排除さ

れているとは思われないとのことであった。 

一方で、実際の営業はしていないにもかかわらず、税金計算書を発行し、相

手先が仕入税額について過度に控除または還付を受ける不正も摘発されてい

ると聞いた。 
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電子税金計算書の導入以来、すべての課税事業者(法人の場合)が電子税金

計算書を発行する一方、非課税事業者は、計算書等を電子的な方法で発行する

ことが出来ず、取引上の不便さや税金計算書を発行することが出来ない問題が

提起され、2015 年から非課税事業者でも、電子税金計算書を発給するように、

法令を改訂中であるとの話も伺った。 

 

 律村（ユルチョン）法務法人にて、朴（パク）顧問（左から 3 番目）らと共に 

 

 

（事業者） 

大型スーパーはもちろん、地場の中小スーパーにおいても、未加工食料品非

課税による事務負担を苦にする声は全くなかった。 

理由としては、時間の経過とともにすっかり定着していること、2000 年代以

降の政府の強力な推進により、クレジットカード決済が普及したことが上げら
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れる。さらには、課税・非課税を分別するコンピュータシステムが普及してい

ることなどが挙げられる。カード決済を利用すると、同時に国税庁のシステム

に売り上げ、仕入れ情報が電信される仕組みとなっているとのことであった。 

もっとも、こうしたコンピュータシステム等が導入される以前においては、

手作業による税額計算書の提出を求められていたが、それでも「税のことなの

で必死に勉強したので、一週間ほどですぐに慣れた」（個人商店の店主）との

ことであった。 

また、正確な課税・非課税の仕分けのため、税理士と顧問契約を結んでいる

スーパーもあった。税理士によれば、「一部食料品の非課税制度は確かに事務

負担が増えるが、その手間よりも庶民の暮らしのほうが大事だと思って仕事を

している」とのこと。 

 

 

 

以上 


