全 事 業 者 が 対 象！

改正電子帳簿保存法により
必要となる対応とは？
電子取引データのデータ保存が義務化されます！

はじめに
電子帳簿保存法と聞くと「うちは帳簿を紙で保存しているから関係ないよ」と思われる方も多
いと思います。しかし、令和3年度の法改正で、令和4年1月1日以後の「電子取引」に関し電
子データで受け渡しした領収書等は、紙ではなく電子で保存することが、すべての事業者に求め
られます。今の世の中では、
電子取引に該当する取引を一つもしていない会社の方が少ないでしょ
う。例えば、インターネット上で購入することも電子取引の一つです。楽天市場やAmazon、
Yahoo、モノタロウなどで消耗品一つでも購入していれば、それは電子取引に該当します。
デジタル庁が設置され、これから官民挙げてさまざまな面でのデジタル化が進むと予想され
ます。電子帳簿保存法対策の実行は、経理体制等のデジタル化対応の第一歩です。本冊子がそ
の一助となれば幸いです。
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本冊子では、専門的な用語について、以下のとおり簡略化して使用しています。
電磁的記録→電子データ
電子取引の取引情報に係る電磁的記録→電子取引データ
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
→電子帳簿保存法または電帳法（条文番号を示す際は「法」とだけ記載）
令和 3 年度税制改正に関わる改正後の同法→改正電帳法
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
→条文番号を示す際は「規」とだけ記載
電子帳簿保存法取扱通達→取扱通達
法人税法施行規則→法規
所得税法施行規則→所規

Ⅰ

令和４年１月１日から必要となる対応

電子帳簿保存法とは

Q1
A 1

電子帳簿保存法とはどのようなものですか。
令和３年度の税制改正において、何が変わったのですか？
電子帳簿保存法とは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の
保存方法等の特例に関する法律」のことです。その内容は大きく３つに区
分されています。経済社会のデジタル化を踏まえ、令和３年度の税制改正
において抜本的な見直しがなされました。

1 電子帳簿保存法の概要

電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類を電子データで保
存をするための要件や、電子データでやりとりした取引情報の保存義務などを定めた法
律です。
電子データによる保存は、
「電子帳簿・電子書類保存」
「スキャナ保存」
「電子取引」の
３つに区分されており、それぞれ区別して理解することが大切です。
次ページ参照

経済社会のデジタル化を踏まえた法制度改正が進む
改正後の電子帳簿保存法は令和4年1月1日から施行されますが、その先には令和５年
10 月１日から開始される消費税インボイス制度が控えています。インボイス制度の開
始にあたっては、
「電子インボイス」の運用開始も予定されています。
つまり、これから先は、自社の中だけでなく社外との取引等もデジタルを前提とした
形に、社会全体で変わっていくということです。電子帳簿保存対策の実行はその第一歩
といえます。遅れることのないように進めていきましょう。
10月

10月

1月

令和３年

令和４年

電子
帳簿

令和4年1月～

令和５年

保存

スキャナ

｢優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」
による運用開始

令和4年1月～ 要件緩和

電子
取引

令和4年1月～ 電子取引データのデータ保存開始

インボイス

令和5年10月～
インボイス制度
電子インボイス

1

改正後の電子帳簿保存法に基づく
電子帳簿保存法の対象となる帳簿書類等は、大きく
「国税関係帳簿」
「国税関係書類」
「電子取引の取引情報」
の3つに分かれます。電子データの保存方法も
「①電子帳簿・
電子書類保存」
「②スキャナ保存」
「③電子取引」の 3 つ
に区分されており、それらの関係を整理すると下図のよ
うになります。
あなたの会社の帳簿書類等の保存方法は図のどこにあ
てはまるか確認しましょう。

決算関係書類

システム作成

その他（手書き等）

システム作成

原則

（強制）

特例

（任意）

保存方法

①電子帳簿・電子書類保存

※2

｢①電子帳簿・電子書類保存」
「②スキャナ保存」は法律上任意です。
一方、
「③電子取引」は、すべての法人・個人事業者に関わることですので、
きちんとした対応が求められます（法律上強制なので、対応しないと青色申告の承認が
取り消されてしまう可能性があります）
。

2

Ⅰ 令和 4 年 1 月 1 日から必要となる対応

帳簿書類等の保存方法（概要）

送受信した取引情報
取引関係書類

その他（手書き等）
※1

②スキャナ保存

③電子取引

（国税庁「電子帳簿保存法一問一答（令和3年7月）」を参考に作成）

※１

スキャナ保存の対象は、決算関係書類以外の国税関係書類のみ。

※２

電子計算機を用いて電子データを出力することにより作成する
マイクロフィルムのこと。

3

2 主な改正点

令和３年度の税制改正による主な改正点は以下のとおりです。

税務署長の事前承認制度の廃止
「電子帳簿・電子書類保存」
「スキャナ保存」を行う際に事前に必要だった所轄税
務署長の承認申請が不要とされました。
電 子 帳 簿 令和４年１月１日以後開始する事業年度分から適用。
電 子 書 類 令和４年１月１日以後保存を開始するデータから適用。
スキャナ保存 令和４年１月１日以後保存を開始する
「スキャナ保存」
について適用。
電子帳簿の一定の要件による分類（優良な電子帳簿・その他の電子帳簿）
令和４年１月１日以後に備え付けを開始する「電子帳簿」について適用されます。
タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和
令和４年１月１日以後に行う「スキャナ保存」
「電子取引」について適用されます。
スキャナ保存の要件緩和
令和４年１月１日以後に行う「スキャナ保存」について適用されます。
電子取引のデータ保存の義務化
令和４年１月１日以後に行う「電子取引」について適用されます。
優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置
現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳などの国税関係帳簿が、すべて「優
良な電子帳簿」の要件を満たしている場合には、
「過少申告加算税の軽減措置」を受
けられることとされました。
令和 4 年 1 月 1 日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
罰則規定（不正があった場合の重加算税の加重措置）
「スキャナ保存」と「電子取引」について、電子データの不正による申告漏れ等に
課される重加算税が 10% 加重される措置が整備されました。
令和４年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
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Ⅰ 令和 4 年 1 月 1 日から必要となる対応

「電子取引」の証憑は電子保存が義務に

Q2
A 2

令和 4 年 1 月 1 日から、電子取引の情報はデータで保存する必要があると
のことですが、対応しなかった場合、何か不都合は生じるのでしょうか？
法人・個人事業者ともに、令和 4 年 1 月 1 日から電子取引の取引情報は電子
データで保存することが法律上義務化されています。これに対応していな
いことが税務調査等で明らかになった場合、青色申告の承認が取り消され、
税務上不利な取り扱いを受ける可能性があります。

1 令和 4 年 1 月 1 日から電子取引はデータ保存が義務に

令和４年１月１日以後に行う電子取引の取引情報については、電子データのまま保存
することが義務づけられました（改正電帳法附則82⑥）。
これまでは、電子取引の情報（例えば PDF で送られてきた請求書や領収書）について、紙に
印刷して保存する対応をしているケースが多かったと思われます。しかし、令和４年１
月１日以後に行う電子取引の取引情報については、出力した書面等による保存をもって
電子取引データの保存に代えることはできなくなります。

2 電子での保存に対応しないと青色申告の承認取消しの可能性も

電子取引データについて要件を満たさず保存している場合や、電子取引データを紙に
印刷して保存している場合には、保存すべき電子取引データの保存がなかったものとし
て、青色申告の承認の取消しの対象となり得ます。

コラム

青色申告の承認が取り消されるとどうなる？

青色申告の承認が取り消された場合、法人・個人ともに課税標準
等の計算における各種特典が受けられなくなります。
例えば、特別償却や税額控除、欠損金の繰越控除等ができなくな
り、個人の場合には青色事業専従者の給与の必要経費の算入や、青
色申告特別控除も受けられなくなります。また、帳簿書類の調査を
経て課税所得等の計算に誤りがあると認められる場合でなければ課税所得の更正を
受けないこと、推計による課税所得の更正も受けないこと──という課税処分におけ
る一定の手続保障もなくなります。
このように、青色申告の承認が取り消された場合、多額の追徴課税が発生する可能
性がありますので、留意が必要です。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、
「個人
の青色申告の承認の取消しについて（事務運営指針）」
「法人の青色申告の承認の取消し
について（事務運営指針）」に基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと
認められるかどうか等を検討した上で行うこととされています。

5

電子取引データの保存への対応フローチャート

Q3
A 3

電子取引データの保存へ対応するために、どのような手順で確認を行っ
ていけばいいでしょうか？
社内でどのような電子取引データが、どの部署・担当者において生じるのか
整理しましょう。その上で、電子帳簿保存法が求める保存要件を満たし、
7 年間（最大 10 年間）、安定的に保存できる体制を構築できているかを確認し
ていきましょう。

電子取引データの保存における対応フローチャート
①取引先との間で受け渡ししている電子取引データを 電子取引なし 改正電帳法７条による電子
もれなく把握する（Q4、
5 参照）
取引データの保存は必要なし
電子取引あり
②電子取引データの保存等を行う場合の要件を満たし
た状態で保存されているか（Q6 参照）

NO

YES
③電子取引データをどの媒体で保存している（する）か
確認（決定）する（Q7 参照）

サーバーや外部
記憶装置に保存

クラウドサービ
スで保存

4

YES
改正電帳法７条による電子取引データの保存

6

4

書面出力による保存は不可
（改正電帳法７条）

保存要件・保存期間を遵守で
きるよう特段の留意が必要

個人のパソコン
のみに保存

④アーカイブ機能・バックアップ機能などにより、電
子取引データが法定の保存期間にわたり保存できる
体制になっているか（Q7 参照）

改正電帳法７条による電子
取引データの保存がなかっ
たものとなるため、保存要
件を満たすよう改善が必要

NO

電子取引データの長期保存
と、障害時の復旧体制を検
討することが必要

Ⅰ 令和 4 年 1 月 1 日から必要となる対応

「電子取引」の対象となる取引は

Q 4 「電子取引」には、どこまでが含まれるのでしょうか？
A 4 「電子取引」とは、取引情報の受け渡しを電磁的方式により行う取引をいい
ます。具体的には、インターネット等による取引、EDI 取引、電子メール
により取引情報を受け渡す取引（添付ファイルによる場合を含みます）、インター
ネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を受け渡す取引等
はすべて対象です。

1「電子取引」とは

電子取引とは、下図のように取引情報の受け渡しを電磁的方式により行う取引をいい
ます（法２五）。
（電子メール等で）

授

受

取引情報
取引先

自社
ネット上からダウンロード
（出所：国税庁「電子帳簿保存法が改正されました（令和３年５月）」）

具体的には、以下のような取引が電子取引に該当するとされています。
①電子メールにより請求書や領収書等のデータ（PDF ファイル等）を受領
②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ
（PDF ファイル等）またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリー
ンショットを利用
③電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
④クレジットカードの利用明細データ、交通系 IC カードによる支払データ、スマー
トフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
⑤特定の取引に係る EDI システムを利用
⑥ペーパレス化された FAX 機能を持つ複合機を利用
⑦請求書や領収書等のデータを DVD 等の記録媒体を介して受領
（出所：国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」）
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2 ショッピングサイトでの購入も「電子取引」に該当する

電子取引の例としては、いわゆる大手ショッピングサイトを通じての材料、事務用品、
消耗品の購入など、世の中で広く利用されている取引もあります。このようなショッピ
ングサイトを通じて購入した取引については、インターネットのホームページからダウ
ンロードした請求書や領収書等のデータ（PDF ファイル等）またはホームページ上に表示さ
れる請求書や領収書等のスクリーンショットを利用し、令和４年１月１日からは紙に印
刷して保管するのではなく、電子データとして保存しなければなりません。

コラム

電子取引データを探せ !

①探し切れるか !?・・・個人で利用しているメール
社長や従業員が個人のメールアドレスを会社の業務で利用して
いるケースはないでしょうか？ そのような場合には、会社での
メール本文等の保存管理が難しい場合もあると思われます。例え
ば事務処理規程にて「会社のメールアドレスで取引をすること。
やむを得ず個人のメールアドレスを利用した場合は、添付ファイルもしくはメールの
スクリーンショットを会社に提出すること」等を定め、電子取引データとして適切に
保存できるようにする必要があるでしょう。
②管理フリーにならないよう注意 !?・・・フリー（無料）のメールサービス
無料で利用できるメールサービスは、保存期間が担保されておらず、提供事業者の
都合により削除されたり、サービスが終了されたりする可能性があります。利用する
サービスの規約を確認の上、会社での利用・管理方法を検討する必要があるでしょう。
③パスワードが分からない !?・・・開かずの添付ファイル
メールの添付ファイルにパスワードがかかっている場合には、そのパスワードが書
かれているメールもあわせて保存するなど、パスワードが解除できるように保存する
必要があるでしょう。
④スクリーンショットが証拠に !?・・・LINE やチャットソフト
最近では LINE やチャットソフトで担当者同士がメッセージをやりとりして取引し
たり、
電子ファイルが添付されていたりする場合もあります。その場合には、
メッセー
ジ画面のスクリーンショットや、メッセージ履歴（ログ）のダウンロード、添付ファイ
ルの保存などが必要になると思われます。
履歴のダウンロードができないソフトでは、
取引画面の保存が手作業となる場合もありますので、ソフトの機能を確認する必要が
あるでしょう。なお、
やりとりしなくなった取引先担当者のアカウントを削除すると、
過去の履歴も一括削除されるサービスもありますので注意が必要です。
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Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

Ⅰ 令和 4 年 1 月 1 日から必要となる対応

自社の「電子取引」の状況を確認

Q5
A 5

社内に「電子取引」がどれだけあるか、どう把握すればよいでしょうか？
まず、自社にどのような「電子取引」がどれだけ存在するかどうかを確認
するにあたっては、商流に合わせて自社がデータを受け取る場合と発行す
る場合に分けて確認していくとよいでしょう。

1「電子取引」の存在を整理

取引先との間で受け渡ししている電子取引データをもれなく把握しましょう。
まず、社内においてどれだけの電子取引があるのか、その対象書類や電子データの所
在についてもれなく把握することが必要です。この際、
取引関係の電子データについては、
「誰から」
「誰へ」
「どのような書類」をやりとりしているのかを、自社が受取／自社が発行
に分けると整理しやすいと思われます。

自社が発行した書類

自社が受け取った書類

自社
販売
見

積

受

注

契約
契

出荷指示
売

上

得意先

購買

約

入

荷

出

荷

発

注

仕

入

仕入先

在庫管理
請

求

入

金

経費精算
立替精算

債権管理

請

求

支

払

債務管理

経費精算先
（出典：JIIMA
「電子帳簿保存法を活用したデジタル化・スタートブック（2020 年 10 月）」）
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2 自社の「電子取引」の状況を確認する際の注意点

（１）自社が受け取る場合
代表的な例は、Q4 で示した、インターネットのホームページからダウンロードした
請求書や領収書等のデータまたはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスク
リーンショットを利用している場合でしょう。
また、電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領しているケースもあるでしょ
う。最近では、より進化した IT ツールとして、電子メールで請求書等を添付することな
く、電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用している場合や、従
業員の立替経費・出張旅費等の精算を、クレジットカードの利用明細データ・交通系 IC
カードによる支払データ・スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウ
ドサービスを利用しているケースもあります。このような取引も電子取引に該当すると
考えられます。
①自社が受け取った電子データを確認した例
誰から

業務

証憑

所在・部門

授受方法

得意先から

受注

発注書データ

営業担当者

メール添付

仕入先から

契約

電子契約・申込データ

購買担当者

ネット電子申込

仕入先から

入荷

納品書データ

購買担当者

EDI 取引

仕入先から

請求

請求書データ

経理担当者

メール添付

仕入先から

経費精算

領収書データ

従業員

ネットダウンロード
メール添付

（２）自社が発行する場合
代表的な例としては、電子メールにより請求書や領収書等のデータを送付している場
合が該当します。この場合、いわゆる販売管理システムを用いて請求書を作成し、それ
を紙で印刷する代わりに電子メールで PDF ファイルを添付して提供するケースはもちろ
ん、表計算ソフトやワープロソフトで作成した請求書等を紙に印刷し、押印後スキャナ
で読み取って PDF ファイル等に変換し、電子メールに添付して送る場合も、電子取引に
該当すると考えられます。
請求書を電子メールに添付して送付することを通常としている場合、電子取引として
対応すべきファイル数は相当な数になる可能性があります。
②自社が発行した電子データを確認した例
誰へ

業務

証憑

所在・部門

授受方法

得意先へ

契約

電子契約・申込データ

営業担当者

電子契約システム

得意先へ

見積

見積書（控え）データ

営業担当者

メール添付

得意先へ

出荷

納品書（控え）データ

出荷担当者

EDI システム

得意先へ

請求

請求書（控え）データ

経理担当者

請求管理システム

仕入先へ

発注

発注書（控え）データ

購買担当者

メール添付
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Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

電子による保存の要件

Q6
A 6

電子取引データは、どのように保存しておけばよいのでしょうか？
電子取引データの保存等にあたっては、「真実性」や「検索性」を確保する
ための保存要件を満たす必要があります。

1 保存要件

電子取引データの保存等における真実性や検索性の要件は、具体的には以下のように
なっています。
保存要件

要件

要否

関連法規

（※1）

規 2 ②一イ、
⑥七、4 ①

4 方法の
うち
いずれか
〇

規4①

法人 7 年間（欠損金繰越控除を受ける法人10 年間）、個人 5 年間

〇

Q7 参照

①

取引年月日その他の日付、取引金額、取引先による検索

〇

②

日付または金額の範囲指定による検索

（※3）

③

２つ以上の任意の記録項目を組み合わせた検索

（※3）

システム概要書類の備え付け

真実性

①

発信者側でタイムスタンプを付す方法

②

受信者側で速やかにタイムスタンプを付す方法（※2）

③

データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステムまた
は訂正削除ができないシステムを利用する方法

④

事務処理規程を設け正当な理由のない訂正削除を防止する方法

保存期間

検索性

可視性

見読可能装置（PC、ディスプレイ、プリンタ）の備付、整然・明瞭、
速やかな出力

〇

規 2 ⑥六、
4①
規 2 ②二、
4①

※１ 自社開発のプログラムを使用する場合に限る。
※２ その業務の処理にかかる通常の期間を経過した後、速やかに（最長 2カ月以内）
※３ 保存義務者が、税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じる場合は、検索性要件のうち②、③の要件
が不要となります。
また、基準期間の売上高が 1,000万円以下である小規模な事業者について、当該ダウンロードの求めに応じる場合は、検索性要件の
すべて
（①〜③）が不要となります。

上記の要件を満たして電子取引データを保存できる場合、具体的には真実性や検索性
の要件を満たした請求書等保存ソフトを使用すれば、それ以上の特段の対応は必要あり
ません。また、税務調査の際にも、調査官の求めに応じて、当該システムにおいて保存
されている電子取引データを、画面上、ないし書面への出力により確認してもらえば問
題ありません。
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2 電子取引データの態様別の保存要件

Q4 で紹介した電子取引の具体例は、以下の２つのケースに分けられ、それぞれ保存
にあたっての注意点があります。

（１）クラウドサービスを利用しないケース
・電子メールにより請求書や領収書等のデータ（PDF ファイル等）を受領した場合
・インターネットのホームページ上に表示される請求書や領収書等のデータ（PDFファイル
等）またはホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
・ペーパーレス化した FAX 機能を持つ複合機を利用
・請求書や領収書等のデータを DVD 等の記録媒体を介して受領
保存上の注意点
・上記の電子取引データは、一般的に受領者側におけるデータの訂正削除が可能と考え
られるため、真実性要件のうち前ページ表の①・②・④により適切にデータを管理す
ることが必要です。
・対象となる電子取引データは、最低限検索性要件の①を満たす必要がありますので、
データが添付された電子メールについて、当該メールソフト上で閲覧できるだけは十
分といえません。
（２）クラウドサービスを利用するケース
・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
・クレジットカード利用明細データ、交通系 IC カードによる支払データ、スマートフォ
ンアプリによる決済データ等を利用したクラウドサービスを利用
・特定の取引に係る EDI 取引システムを利用
保存上の注意点
・クラウド上で一時的に保存されたデータをダウンロードして保存するようなシステム
の場合には、
（１）の保存上の注意点と同様に留意が必要です。
・真実性要件のうち、前ページ表③（訂正削除の履歴が残るシステム等）であっても、そのシ
ステムが検索性要件および保存期間要件などを満たして保存ができるかについては別
途確認が必要です。
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Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

コラム

特定の取引先との EDI※ 取引ではどう対応すればいい？

大企業との取引など、特定の取引に係る EDI システムを利用している場合には、
そのシステムが保存要件（Q6 参照）を満たしているかどうか、確かめる必要がありま
す。具体的には、以下の４つの点に関して確認が必要となります。
①真実性
取引情報（請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報）に係るデータ
について、訂正削除の記録が残る、または訂正削除ができないシステムを利用して
いれば、電子取引データの保存要件を満たすと考えられ、特段の対応は必要ありま
せん。そのようなシステムでなければ、発行者側か受領者側でのタイムスタンプの
付与、または同項４号に定める事務処理規程に基づき適切にデータを管理すること
が必要です。
②保存期間
電子取引データは、各税法に定められた保存期間が満了するまで保存できること
が必要です。
③検索性
日付または金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定する
ことができること、および２以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定でき
ること、あるいはこの機能が備わっていない場合には、税務職員による質問検査権
に基づくダウンロードの求めに応じることができるように対応する必要があります。
なお、電子取引データは、原則として一課税期間を通じて検索をすることができる
必要がありますが、それが困難であることについて合理的な理由があるときには、
合理的な期間ごとに範囲を指定して検索をすることができれば差し支えないとされ
ています。
④可視性
電子取引データは、その特性として、肉眼で見るためにはディスプレイ等に出力
する必要がありますが、これらの装置の性能や設置台数等については、法令上特に
要件とはされていません。
〈EDI取引のイメージ〉
発注データ
検収データ
Ａ社

受注データ
ＥＤＩ

請求データ

納品データ
請求データ

Ｂ社

※EDI（Electronic Data Interchange＝電子データ交換）
企業間において、取引情報（発注書、納品書等）を専用回線やインターネットを通じて、電子でやり取りするシ
ステムのことです。
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電子による保存方法の検討

Q7
A 7

電子取引データはどのような場所に、どのくらいの期間、どのような方
法で保存すれば良いのでしょうか？
国税関係書類（取引関係書類）が、作成・受領された日本国内の事務所または
納税地において、法人事業者の場合 7 年間（欠損金の繰越控除を受ける法人は最
長 10 年間）、個人事業者の場合 5 年間、真実性を確保する観点から、一定の
条件を満たす形式で（規４①）、電子データのまま記憶媒体に保存しておく必
要があります。

1 電子取引データの保存場所

電子取引データを保存すべき場所とは、法人事業者の場合には電子取引データの受け
渡しが紙の書面で行われた場合に保存するところとなります。つまり、国税関係書類
（取引関係書類）が、作成受領された日本国内の事務所または納税地ということになります。
なお、保存すべき場所において保存されるサーバと通信回線で接続するなどにより、
電子取引データを保存すべき場所に設置されたディスプレイやプリンタに、整然とした
形式および明瞭な状態で出力することができればよく、サーバ等を保存すべき場所に設
置しなくてもよいとされています（取扱通達 4-12）。また、サーバの設置場所については、
「保存すべきこととなる場所」での見読性・検索性などの要件を満たしていれば、たとえ
海外であっても問題ありません。

2 電子取引データの保存期間

電子取引データを保存すべき期間は、法人事業者の場合７年間（法規 59）、個人事業者
の場合 5 年間（所規 63）となります。なお、欠損金の繰越控除をする法人は、最⾧で 10 年
間（法規 26 条の 3、37 条の 3 の 2）の保存が必要となります。

納税地で見読性・検索性等の保存要件が満たされていれば
サーバがある保存場所自体は遠隔地で可（クラウド等含む）

保存要件を満たした状態
納税地または事業所その他準ずる場所

７年間保存

（最長10年間保存）

（出所：JIIMA「電子取引 取引情報保存ガイドライン第 2.00 版」）
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3 保存に用いる記憶媒体

電子帳簿保存法では、記憶媒体や保存すべき電子データを限定する規定はないことか
ら、パソコン本体はもちろん、外部記憶媒体、クラウドサービス、あるいはサーバを海
外に設置するなど、電子取引データの保存媒体については、保存義務者が任意に選択す
ることができることとなります。
また、保存要件に関しても記憶媒体ごとに規定されていないことから、いずれの記憶
媒体であっても同一の要件が適用されることとなります。
なお、実際の電子取引データの保存に際しては、サーバ等で保存していた電子取引デー
タと外部記憶媒体に保存している電子取引データは当然に同一のものでなければなりま
せん。このため、必要に応じて電子取引データの保存に関する責任者を定めるとともに、
管理規則を作成し、これを備え付けるなど、管理・保管に万全を期すことが望ましいと
考えられます。
また、バックアップデータの保存は要件となっていません。しかしながら、電子デー
タは、記録の大量消滅に対する危険性が高く、経年変化等による記録状態の劣化等が生
じるおそれがあることからすれば、保存期間中の可視性の確保という観点から、バック
アップデータを保存することが望ましいといえます。

実務上、記憶媒体の選択肢は、パソコンやサーバ、USB フラッシュメモリ等の外部媒体、
クラウドサービスなどになると思われますが、いずれにおいても法律が定める７年間（最
長 10 年間）の期間、確実に保管し、税務調査の際には電子取引データをディスプレイの画
面および書面に、速やかに出力することができる状態で、データのまま保管する必要が
あります。また、税務調査時に電子取引データが消失していた場合には、当然、法が定
める保存要件を満たしていないことになりますので、万が一の事態に備え、バックアッ
プデータの保存には万全を期する必要があります。
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TKCシステムで対応する場合は

Q8
A 8

TKC システムには、改正電子帳簿保存法の電子取引制度に対応するシス
テムがありますか？

TKC 自計化システム※ に電子取引データを保存する機能が搭載されます。
TKC 自計化システムは電子帳簿保存法が定める保存要件に完全準拠してい
ます。※ インターネットに接続できる環境が必要です。

1 TKC 自計化システムは改正電子帳簿保存法の電子取引制度に完全準拠

電子取引データを自社のパソコン等に保存する場合、検索性要件を満たすように保存
することに相当の手間がかかることや、長期保存とバックアップができる文書管理体制
の構築が大変であることなどが課題となります。TKC 自計化システムであれば真実性要
件や検索性要件を満たして保存することができます。また、
デー
タを保存する TISC（TKC データセンター） は、日本初の ISO/
IEC27018 認証取得をしており、世界最高レベルの安全性をもっ
て、データを最長 11 年４カ月間保管できますので、保管期間要
件も満たして保存することができます。
メリット
自社パソコン等への保存 すぐに対応でき、簡単

課題
検索性確保の手間、保存の確実性

TKC自計化システムによ
真実性・検索性・保存期間の要件確保 料金がかかる
るクラウド保存

2 TKC 自計化システムの概要・メリット

（１）電子取引データを 1 カ所に「保存」できます
さまざまなルートから発生する電子取引データについて、TKC 自計化システムに集約
することで文書管理がシンプルになり負担軽減となることが想定されます。また、OCR
機能で証憑内容（日付・金額・取引先）を読み取ってテキスト化することで、検索性要件確
保のための作業の負担が軽減されます。なお、取引先名は、読み取った電話番号をもとに、
TKC 独自のデータベースを活用し、該当する取引先の候補を表示することもできます。
電子取引データを TKC 自計化システムでクラウド保存
取引先

メール等

安全性の高い
TISC へ集約
保存

EC サイト
ダウンロード
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Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

（２）会計事務所がすぐに「確認」できます
会計伝票と、それに紐づいた証憑画像データは、会計事務所からも閲覧可能であり、
会計事務所の担当者と情報共有することが可能です。そのため、遠隔で経理処理等の相
談を行うことができます。

事業者
仕訳
年月日

xxxx

取引先名

xxxx

取引金額

xxxx

仕訳

TKC

請求書

タイム
スタンプ

入力

コラム

会計事務所

TKCのデータセンター
（TISC）

xxxx

取引先名

xxxx

取引金額

xxxx

xxxx

取引先名

xxxx

取引金額

xxxx

請求書

タイム
スタンプ

閲覧

仕訳
年月日

年月日

請求書

タイム
スタンプ

 ョッピングサイトの購入履歴は電子取引データの保管
シ
になる？

大手のインターネットショッピングサイトでは、自分の購入履歴データを過去に
遡って確認できるケースがよくあります。これをもって電子取引データの保管とする
ことはできるでしょうか。
結論から言うと、現状は次に挙げるような状況のサイトがほとんどのようで、残念
ながら保存要件のうち検索性要件を満たしていないと考えられます。
・取引年月日で検索できるようになっている必要があるが、年あるいは年月でしか
検索できない。
・取引金額による検索ができない。
・サイトの画面からは検索できず、データを切り出す必要がある。
・２つ以上の項目による検索ができない。
つまり、保管はされているが、電子帳簿保存法が求める要件を満たしていないので、
法律上の電子取引データの保管にはならないということになります。また、長期間の
保存が保証されていないことから、保存期間の要件も満たしているとはいえないで
しょう。
今後それぞれのサイトで改善される可能性はありますが、現状は別の方法を考えな
ければならないといえます。
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システムを使わずに対応する場合は

Q 9 システムを使わないで保存する方法はありますか？
A 9 「電子取引」の数が少ない場合やシステムを使わない場合には、以下の２つ
の方法があります。
1 請求書データ（PDF）のファイル名に、規則性を持って内容を表示して保存する方法

具体的には、以下のような方法でファイル名に規則性を持たせ、任意のフォルダに格
納します。
①請求書データ（PDF）のファイル名に、規則性を持た
せる。
例）2022 年（令和４年）10 月 31 日に株式会社国税
商事から受領した 110,000 円の請求書
⇒ 「20221031_ ㈱国税商事 _110,000」
②
「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダに
格納して保存する。
③規則第４条第１項第４号に規定する「正当な理由が
ない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」
（次頁参照）を作成し備え付ける。

20221031_(株)国税
商事_110,0 0 0.pdf

202201

202202

202203

202204

202205

202206

202207

202208

202209

202210

202211

202212

※判定期間に係る基準期間の売上高が 1,000 万円以下であり、税務調査の際に、税務職員からのダウンロードの求めに
応じることができるようにしている場合には、①の設定は不要です。

2

受領した請求書等データのファイル名に連番を付して、内容については索引簿で
管理する方法

1 の方法以外に、索引簿を作成し、索引簿を使用して請求書等のデータを検索できる
ようにしておく方法も認められています。
この場合には、請求書等データのファイル名に連番を付し、任意のフォルダに格納す
ることに加え、以下の形式により、表計算ソフト等を用いて索引簿を作成する必要があ
ります。なお、索引簿のフォームについては、国税庁ウェブサイトからダウンロードす
ることができます（https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm）。
■索引簿（例）
連番

日付

金額

取引先

備考

①

20210131

110,000 ㈱霞商店

請求書

②

20210210

330,000 国税工務店㈱

注文書

③

20210228

330,000 国税工務店㈱

領収書

④
（出所：国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】
」
）
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Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

■事務処理規程（例）
（法人の例）

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

第１章

総則

（目的）
第１条

この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例

に関する法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履
行するため、○○において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存す
るために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。
（適用範囲）
第２条

この規程は、○○の全ての役員及び従業員（契約社員、パートタイマー及び派遣社

員を含む。以下同じ。）に対して適用する。
（管理責任者）
第３条

この規程の管理責任者は、●●とする。

第２章

電子取引データの取扱い

（電子取引の範囲）
第４条

当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。

一

ＥＤＩ取引

二

電子メールを利用した請求書等の授受

三

■■（クラウドサービス）を利用した請求書等の授受

四

・・・・・・

記載に当たってはその範囲を具体的に記載してください
（取引データの保存）
第５条

取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、

第６条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

国税庁「電子帳簿保存法関係ー参考資料
（各種規程等のサンプル）」

（二次元コードは令和3年11月1日時点のものです）
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JIIMA認証とは？

Q 10

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
（JIIMA）
認証とは何ですか？
JIIMA により認証されたソフトウェア等とはどのようなものでしょう
か？

JIIMA では、市販のソフトウェアを対象に、国税関係帳簿を作成・保存
A 10 する電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様をチェックし、要件適
合性の確認（認証）を行っています。

1 JIIMA 認証とは

JIIMA では、市販されているソフトウェア
やソフトウェアサービスが電子帳簿保存法の
要件を満たしているか機能仕様をチェックし、
法的要件を満たしていると判断したものを認
証しています。JIIMA 認証を取得したソフト
ウェア等を適正に使用することで、法令に準
拠した税務処理業務を行うことができます。
ソフトウェア等を導入する企業は、電子帳
簿保存法およびその他の税法が要求している
要件を個々にチェックする必要がなく、安心
して導入することができます。電子帳簿保存
法は改正が多く最新の法的要件に対応してい
るかの判断が難しいため、ソフトウェアを検討
（JIIMA 認証のロゴの例）
する際に簡単に見極めることができます。
電子帳簿保存法の法的要件を満たしているとして JIIMA が認証した製品には、上のよ
うなロゴの表示を認めています。

2 JIIMA 認証されたソフトウェア等を利用をしてリスクを回避

国税庁では、JIIMA で認証されたソフトウェア等をホームページで公表しています。

（https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm）

TKC の自計化システム等は、JIIMA 認証されており、国税庁ならびに JIIMA のホーム
ページに公表されています。
デジタル化の波にのって、今後ますます電子取引は加速していくでしょう。今回の改
正によりさまざまな要件が緩和された反面、罰則が厳しくなっています。JIIMA 認証を
取得したソフトウェア等を利用することで、思わぬ罰則を受けることのないようにリス
ク回避をはかりましょう。
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Ⅲ 「電子帳簿」への対応の注意点

Ⅱ 「電子取引」への対応の注意点

「電子帳簿」への対応の注意点

Q 11 また、対応する際の注意点について教えてください
A 11 電子帳簿は、一定の要件によって５つに分類されることになりました。
「電子帳簿」はどのように改正されたのでしょうか。

また、旧法で事前の承認を受けた事業者が改正後の要件に従った電子帳
簿保存を行う場合は一定の手続きが必要となります。

1 電子帳簿の種類

改正後の電子帳簿は５つに分類されることになります。
新法

区分

電子帳簿の種類

旧法

優良
の要件
規5⑤

1 優良な電子帳簿

○

規2②

過少申告
加算税
の軽減適用

新法

○

3 その他の電子帳簿

法8④

国税関係帳簿の全部また
は一部

○

○

○

（得意先元帳や固定資産台帳
など、規 5 ①に定める特例
国税関係帳簿）

国税関係帳簿の全部また
は一部

○

国税関係帳簿の全部また
は一部

○

旧法
電子帳簿（旧法）＋
5
過少申告加算税の軽減措置

対象となる帳簿

国税関係帳簿の全部

優良な電子帳簿＋
2
過少申告加算税の軽減措置

4 電子帳簿（旧法）

その他
の要件

国税関係帳簿の全部

○

○
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（得意先元帳や固定資産台帳
など、規 5 ①に定める特例
国税関係帳簿）

（１）優良な電子帳簿
総勘定元帳、仕訳帳など一定の国税関係帳簿（※１）の全部または一部について、
「訂正・
削除履歴の確保」
「相互関連性の確保」
「検索機能の確保」等の要件を満たしている場合、
「優良な電子帳簿」として認められます。
さらに、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳などの国税関係帳簿が、すべて「優
良な電子帳簿」の要件を満たしている場合（特例国税関係帳簿）には、
「過少申告加算税の
（※２）
軽減措置
」が受けられます。この軽減措置を受けるためには、あらかじめ所轄税務
署長に届出を提出していることが必要です。
※１ 「一定の国税関係帳簿」とは、所得税法・法人税法に基づき青色申告者（青色申告法人）が保存しなければなら

ないこととされる総勘定元帳、仕訳帳、その他必要な帳簿（売掛帳や固定資産台帳等）または消費税法に基づき
事業者が保存しなければならないこととされている帳簿をいいます。
※２ 「過少申告加算税の軽減措置」の規定の適用を受けるための届出書は、法定申告期限までに提出する必要があり

ます。すでに旧法の適用を受けている場合には、令和４年１月１日以降に申告期限が到来する事業年度から該
当しますので、法人においては、令和３年 10 月末決算期分から、個人事業者については、令和３年分から適用
することができます。なお、個人事業者は、事業所得、不動産所得および山林所得のように帳簿の保存義務が
ある所得に係る過少申告加算税についてのみ適用されます。

（２）その他の電子帳簿
正規の簿記の原則に従って記録された、最低限の要件を満たす電子帳簿については、
「そ
の他の電子帳簿」として、電子データによる保存等が可能となりました。

2 電子帳簿の要件

新旧の対比については、次ページの通りです。
「訂正・削除履歴の確保」
「相互関連性の確保」
「検索機能の確保」等の要件を満たして
いなくても、質問検査権に基づくダウンロードが可能であれば、
「その他の電子帳簿」と
なります。

3 旧法で電子帳簿保存を行っている場合

旧法による「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を提出している
場合、原則は「取りやめの届出書」の提出が必要です。ただし、次の（１）
（２）いずれか
による方法も可能です。
（１）優良な電子帳簿の要件を満たして「保存等を開始した日」について、管理記録し、
税務調査があった際に答えられるようにしておくこと。
①保存等を開始した日とは、通常、令和４年１月１日以後の期首となります。
②令和４年１月１日までに利用システムが変更されている場合（例：FX2からFXクラウド）
は、旧法における変更の届出が必要です。
③令和４年１月１日以後に利用システムを変更する場合は、届出は不要です。

（２）過少申告加算税の軽減措置の適用届出書の「その他」欄に取りやめようとする承認
済国税関係帳簿の種類等を記載すること。
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Ⅲ 「電子帳簿」への対応の注意点

旧法と新法の比較
電子帳簿（新法）
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ＴＫＣシステムでデジタル社会に対応し、
経理業務の合理化を実現しよう！
1 中小企業もデジタル化の推進は必須

IT 技術の発展に伴い、中小企業にもデジタル化の波が来ています。デジタル化は業務
の効率化を進められるだけでなく、省力化による人手不足解消、テレワーク導入などの
労働環境の改善、ユーザーへのサービス向上など、さまざまな面への波及効果が期待で
きます。また、中小企業白書（平成 28 年版）では、IT 投資に積極的な企業ほど、売上高経
常利益率が高いという分析結果も出ており、業績向上という観点からも、デジタル化の
積極的な推進が期待されているといえるでしょう。

2 経理業務のデジタル化

国税庁は令和３年６月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」を公表し、
そこではデジタル庁の主導の下、
「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」に
向けた構想を示しています。
経理の現場では、すでに紙の会計帳簿は「電子帳簿」に、紙の申告書は「電子申告」に、
紙の納付書は「電子納税」へと進化してきていますが、
今後は電子インボイス（適格請求書）
の導入が予定されており、紙の請求書や領収書が「電子証憑」に置き換わる時代がやっ
てきています。これにより経理業務の全工程が電子化する将来像が見えてきています。
TKC システムによる経理業務のデジタル化の例

TPS1000
（法人決算
申告システム）で電
子申告

電子取引データから仕訳を自動生成
電子帳簿（CD-ROM）

電子納税

電子申告

電子帳簿

電子証憑
電子取引データ
電子インボイス

TKC電子納税かんたん
キットで納税

TKCモニタリング情報サービスに
より金融機関に決算書を電子提供

3 金融機関への決算書・月次試算表も「電子で提供」する時代

TKC モニタリング情報サービスを使うと、決算書は電子申告と同時に金融機関に電子
提供されます。金融機関は適時に財務内容を開示してくれる企業を信頼する傾向にあり
ます。金融機関と信頼関係を構築しておくことで、追加融資を受ける際のスムーズな交
渉や、金融機関による適切な本業支援等が期待できます。経理が電子化することで、業
務改革とともに新たな付加価値が創出されます。
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4 TKC システムの活用による経理業務の合理化

経理業務が電子化したとしても、周辺システムとの連携ができないままでは非効率で
あり経理の合理化に至りません。今後は、インターネットバンキングデータや、給与・
販売管理システム等からのデータ連携（仕訳連携）など、会計以外のシステムとのデータ
連携やデータ利活用により、経理の業務改革が進んでいくことが想定されます。
ただし、システムさえ導入すれば業務改革ができるわけではなく、経理担当者が新し
いシステムやツールを習得し、業務改革につなげていく力を身に付けることも重要です。
TKC 会計事務所では、事業者の業務内容に合った経理業務の構築をご支援します。
TKC システムの活用や経理の業務改革については、TKC 会計事務所にご相談ください。
経理の業務改革の総合図（TKC「FX シリーズ」の活用例）
給与計算

PX

請求書

これまで

仕訳連携
給与仕訳

手入力,IB
預金入出金
仕訳連携

手入力

掛取引

経費等未払計上
領収書
現金出納表

給与計算

PX

領収書

請求書

手入力

レジ

現金売上

これから

仕訳連携

銀行信販データ受信

給与仕訳

預金入出金

電子証憑保管

仕訳連携

経費等未払計上

績
業
ト
ー
マ
ス

電子取引の読み込み

SX

手入力

現金出金

現金出金

販売管理

実現！

掛取引
仕訳連携

販売管理

SX

タブレット
POSレジ

現金売上
クレジットカードによる掛売上

スマホ等で、売上や
預金の動きを即時に把握

※本冊子の内容は、令和3年10月1日現在の法令等を基に作成しています。変更されることもありますので、実務にあたっては
国税庁等の最新情報をご確認ください。
全事業者が対象！

改正電子帳簿保存法により
必要となる対応とは？
電子取引データのデータ保存が義務化されます!
2021年11月11日
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