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消費税合同会議の検討内容（論点整理） 

 

１．消費税に関する対応状況の経緯（平成元年の消費税導入時から現在まで） 

 （参照資料＝資料１） 

①ホール業としては、平成元年の消費税導入当初から、貸玉個数調整により、 

すべてのお客様から均等に消費税を預かることを視野に入れていた。 

②玉貸機等の変更が伴い、貸玉時の転嫁は極めて困難であるため、平成元年、 

業界からの陳情の結果、警察庁から暫定的に賞品提供の際に消費税分を上 

乗せする方法が認められた。 

③平成１２年１２月全日遊連から陳情した結果、警察庁から「風営適正化法 

に規定する遊技料金の基準として、同法施行規則第２９条１項２号に定め 

る金額は、消費税額および地方消費税額を含まないものと解する」と認め 

られた。これにより遊技料金への消費税の転嫁が可能となり、パチンコは 

１玉税込み４．２円、パチスロは１枚税込み２１円までの価格設定が可能 

となった。（ただし、この対応のためには貸玉システムの変更が必須となる） 

④平成９年（税率５％改定時）、平成１２年（消費税転嫁承認時）、平成１６ 

年（総額表示移行時）を経ても、対応方法は従来通り賞品提供時の消費税 

分上乗せであり、その実施は経営者の自由選択とした。 

⑤遊技システム特別委員会では、平成１８年以降、貸玉システムによる対応 

の可能性を検討した。ホールの負担を極力軽減し、ホール業界全体で足並 

みを揃えて実施できる方策を探るため、プリペイドシステム協会や日本遊 

技機工業組合と意見交換をした。その結果、システム的には様々な方法が 

あるが、貸玉システムによる対応は多くのホールが設備を入れ替える必要 

性があり、どのような方式をとっても多額のコストがかかることや、導入 

したホールが消費税を転嫁して営業するかどうか疑問な点があることなど 

から、業界で足並みを揃えて対応することが難しいことがわかってきた。 

⑥全日遊連として消費税問題に関する方向性を見出すため、平成２１年２月、 

遊技システム特別委員会からの呼びかけで、執行部および消費税の問題に 

関連が深い経営・財務の両委員会正副委員長と「消費税に関する合同会議」 

（以下、「合同会議」）を開催して、消費税の基本的な考え方や、ホールに 

おける対応方法の様々な可能性について検討を開始した。 

⑦平成２１年４月以降は、全国理事会で逐次、協議経過・対応方針を報告。 
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２．基本的事項の整理 

  （参照資料＝資料１、資料２） 

①消費税の対応策を議論するために必要な、制度への基本的な理解を深める

ため、合同会議では税務の専門家から消費税に関する基本的事項や消費税

の会計処理の方法について説明を受けた。 

 ②ホールの貸玉料金は税込み１個４円のところ０．１９円はホールが預かり

消費税として計上し、従来（消費税導入前）４円であった遊技料金は 

３．８１円となるが、賞品提供は４円との等価交換を行っている。その粗

利益の中から消費税の納税額を捻出しているのが実態である。 

 ③消費税の最終の申告納税額は貸玉料金の総額にかかる預かり消費税額から

様々な経費にかかる支払い消費税額を差し引いた差額となる。 

 ④税務の専門家からは、現状の内税処理のまま増税されれば、さらにホール

の利益が減少すること。システムを導入して対応しても、それだけでは消

費税分の粗利益が確保できると保証されるわけではなく、稼働が増加し、

かつ、経費節減や仕入れの工夫など、様々な営業努力をしなければ、粗利

益は確保できないこと。つまりは、システムを入れ替えて対応しても、現

行の内税処理を続けても、粗利益を確保するための経営努力が重要だ、と

いう指摘があった。 

  

３．ホールにおける消費税対応の問題点（「合同会議」等での議論） 

 （参照資料＝資料２、資料３） 

①ホールは現行（１００円で２５玉）の内税処理を続ける限りは、貸玉料金 

にかかる預かり消費税を自己負担せざるを得ない。 

②税負担軽減のため貸玉システムによる対応をする場合、ＣＲユニットを総 

入れ替えする必要のある店舗が多数存在する。パチスロのメダル貸機は個 

数調整の対応ができていないものが多い。したがって、ほとんどのホール 

は入れ替えが必要になる。貸玉システムでの対応が前提となれば、設備投 

資がホール業界全体を圧迫すると思われる。 

③消費税の転嫁とはすなわち、貸玉料金の値上げである。お客様が値上げを 

受け入れるかどうか。また、低単価営業の普及により、貸玉料金への転嫁 

を選択しないホールがあるのではないか。 

④貸玉料金の値上げによる顧客離れの恐れもあり、たとえ設備を整えて消費 

税を転嫁したとしても、売上が上がるか、消費税分の粗利益が確保できる 

かは分からない。 



3 
 

⑤貸玉システムによる対応は消費税分の転嫁には資するものなので、転嫁を

希望するホールは、自由にシステムを選択すれば良いと思われる。 

⑥設備投資に耐えられないと思われるホールが多数あることを踏まえれば、 

 それらホールにも対応方法の選択肢が必要である。 

⑦システム対応をしても、内税による営業努力で対応しても、いずれにして 

も、粗利益の確保のための経営努力が必要である。 

 

４．対応方針の報告説明 

  （参照資料＝資料３、資料４、資料５） 

①消費税については、単なる増税への対応ということではなく、現在のホー

ル業界に内在する消費税とホール経営に関する問題点を整理・確認し、 

業界が歩調を合わせて的確に対応を進めていくための考え方について、 

業界内でコンセンサスを得ていくことが重要である。 

②全日遊連として、今コンセンサスを得るべきことは、消費税対応に関する

基本的考え方については「経営的観点」から検討を進めることである。 

 具体的には、「等価交換の一玉の交換価格はいくらか」と「賞品提供の際の

提供価格の在り方」とのふたつの点を経営的に議論していく。 

③等価交換の一玉の価格については、現在の貸玉料金税込み１個４円の場合、

預かり消費税は０．１９円、遊技料金は３．８１円であるので、賞品提供

の際の一玉の価格は３．８１円とするのが正当な法解釈だと思われる。 

④賞品提供の際の提供価格については、過去の判例で、市場価格よりも低い

価値で賞品提供することは、射幸心をあおる行為と判断されていることか

らも、賞品提供の際には、仕入価格に適正な利益を乗せた価格での交換が、

法の精神に則ったものと考えられる。 

⑤これらの２点を経営的に議論し、粗利益から消費税を捻出するしかないホ

ール業界においては、貸玉に消費税を転嫁できないホールであっても、消

費税に対応しうるよう収益体質の強化をし、消費税分の粗利益を確保する

ことが必要と考える。 

⑥また、消費税の問題は難解だが、基本的理解のうえに対応方法の議論があ

ることを考えれば、個々の組合員まで消費税の理解を浸透させていくこと

が必要であるので、消費税の基本的事項に関する情報発信を並行して行っ

ていきたい。 
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平成２１年度 消費税対応検討経過と資料説明 

 
１．消費税に関する合同会議 

   執行部及び経営、財務、遊技システム特別の３委員会正副委員長により、 
  遊技システム特別委員会が消費税対応に関して検討してきた内容を踏まえ、

全日遊連としての消費税対応方針を検討した。 
 開催日 ２月２４日、４月２日、４月２２日、５月１４日 

 
 

２．全国理事会での報告 

  ①４月２３日 全国理事会 

   ・中島遊技システム特別委員会委員長（当時）から、同委員会及び消費

税に関する合同会議の検討状況を説明。 
   ・青松担当副理事長から、執行部としての消費税問題の考え方と今後の

取り組みについて説明。 
   ・事務局から「消費税の転嫁方法と問題点」「消費税の基本的な考え方」 
    「消費税に関する対応の過去の経緯」を説明。（資料１） 
 
  ②５月２０日 全国理事会 

 ・５月１４日開催の「消費税に関する合同会議」において、これまでの

検討の経緯について論点を整理したうえで、パチンコ業界における消

費税とその問題点について検討協議（資料２）し、「合同会議」として

の消費税対応に関するスタンスを「経営的観点」から検討することと

した。 
   ・その考え方について青松担当副理事長から報告。 
   ・また、今後は各委員会に事務局の担当者が出席し、これら検討の経緯

や背景を説明し、意見交換を進めていくことを報告。 
 
  ③７月１５日 全国理事会 

   ・青松担当副理事長から、消費税対応に関する「経営的観点」からの検

討の主眼は「等価交換の一玉の交換価格はいくらか」「賞品提供の際の

提供価格の在り方」を経営的に議論していくことであるという基本方

針を説明。（資料３） 

   ・事務局から、消費税の基本的考え方について説明。（資料４） 
 



5 
 

  ④９月１６日 全国理事会 

   ・青松担当副理事長から７月の報告内容を追加説明。 
   ・事務局から、消費税対応に関するＱ＆Ａを提出・説明。（資料５） 
 
 
３．添付資料について  【全国理事会等での配付資料】 

・資料１……消費税対応関連資料（平成２１年４月２３日 全国理事会資料） 

 …６～１０ページ 

 ・資料２……パチンコ業界における消費税とその問題点   …１１ページ 

 ・資料３……消費税対応について 平成２１年７月１５日 全国理事会報告

要約・抜粋）                …１３ページ 

 ・資料４……消費税の基本的考え方 

（平成２１年７月１５日 全国理事会資料）  …１４ページ 

・資料５……消費税対応 Ｑ＆Ａ （質疑１問追加） 

（平成２１年９月１６日 全国理事会資料）  …１６ページ 

 ・参 考……全国理事会 消費税対応報告（議事録抜粋）  …１９ページ 
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（平成２１年４月２３日 全国理事会資料） 

 
 
 
 
 

消費税対応関連資料 

 

 

 

 

①消費税の転嫁方法と問題点について     

 

②消費税の基本的な考え方          

 

③消費税に関する対応の過去の経緯      

資料１ 
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消費税に関する対応の過去の経緯 

 ～ 導入時から総額表示方式開始まで ～ 

 
 
１．消費税３％導入時（平成元年４月１日施行） 

 ①平成元年３月１６日 消費税の転嫁方法についての陳情書を警察庁に提出 
                                

陳情内容 …  暫定的に消費税の転嫁方法を景品と交換時に３％分

を上乗せする。 
 

※  当時、４案を提示したうえで、第２案を陳情した。 
 第１案 貸玉 １００円２５個から一個差引き 
     貸メダル ５００円２５枚から１枚差引き 
 第２案 景品交換時に消費税分として交換率を上げる 
 第３案 遊技機の釘調整で出玉率を下げる 
 第４案 貸玉料金を値上げして消費税分を内税に 

 
 ②平成元年３月２０日 警察庁から陳情書の了承文書を受理  
     

了承内容 …  消費税については、その趣旨に鑑みれば、遊技球等

の賃貸の際に転嫁することが最も望ましいが、実際

上、極めて困難であることから、当面の間「客の取

得した出玉、メダルを景品と交換するときに消費税

分（３％）として交換率を上げる」旨の方法を了承

する。 
  
③平成元年３月３１日 公正取引委員会に消費税の転嫁方法の決定に係る共

同行為の実施届出書を提出、受理される。 
            （共同行為の実施期間 平成３年３月３１日まで） 
 
 ④平成元年３月３１日 消費税の転嫁方法等について、全組合に文書発出 

 

    文書内容 …  転嫁方法、表示方法と消費税の転嫁方法を遊技客に

周知徹底させる措置を講じる方法 
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２．消費税５％改正時（平成９年４月１日施行） 

 ①平成９年１月２２日 消費税５％改正の対応策について全国理事会で報告 
     

報告内容 …  従来通り、賞品交換時に消費税引き上げ分を転嫁さ

せる方法で、交換個数を消費税引き上げ２％相当分

加えたものに変更する。 
 
３．消費税転嫁方法の変更 

 ①平成１２年４月１３日 消費税の転嫁方法是正についての陳情書を警察庁

に提出。 
     

陳情内容 …  最終消費者である遊技客全員に対して遊技球等の賃

貸時に消費税を転嫁する。 
  
②平成１２年１２月２６日 警察庁から陳情書の了承文書を受理 

     
了承内容 …  風営適正化法に規定する遊技料金の基準として、同

法施行規則第２９条１項２号に定める金額は、消費

税額及び地方消費税額を含まないものと解する。 
  
③平成１２年１２月２６日 消費税の転嫁方法変更の承認について全組合に

文書発出 
    

文書内容 …  消費税の転嫁方法変更に伴う運用上の留意事項並び

に方法等を提示するまでの間、現行課税方法とする。 
 
４．総額表示導入時（平成１６年４月１日施行） 

 ①平成１６年３月２５日 消費税総額表示方式の実施に伴う「営業所内の遊

技料金表示」について、全組合に文書発出 
     

文書内容 …  総額表示方式がスタートするが、警察庁、財務省主

税局に照会したところ、遊技料金表示は、平成１６

年４月以降も従前通りの表示内容・方法で良い。 
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パチンコ業界における消費税とその問題点 

 
 業界における消費税の額とは概ね、貸玉料の内税分を預かり消費税額としてそこから

出玉と交換する賞品代・機械代・その他の経費（人件費、福利厚生費等は除く）に係る

支払い消費税額を差し引いたものである。 
 
 一見すると一般小売業と同様に見えるが、我が業界では預かり消費税を自己負担して

おり現在は 3.81 円（0.19 円は内税）の値引き営業（賞品の提供価格は 4 円との等価交

換）からの粗利益で消費税を捻出しているのが実態である。 
 （平成元年の消費税導入当初は提供個数の上乗せで対応していたが、提供価格の自由

化の中でそれは風化し税負担軽減の効果を失っている。） 
 
例えば：現行５％であれば 1000 万円の売り上げ（貸玉料）であれば約４８万円が預か

り消費税となり冒頭に示した支払い消費税を差し引いたものが納税額となり、

１玉の遊技料金 3.81 円営業での粗利益から賄っているのである。 
税率が上がった場合を想定すると１玉の遊技料金は次のようになる。 
   ：税率８％では 3.70 円 
      10％・・3.64 円 
      13％・・3.54 円 
      15％・・3.48 円 
      20％・・3.33 円営業となり 
    内税扱いである預かり消費税の負担増による値引き営業が強いられ、また当然

ながら納税額が増大することから粗利益が減少する事を念頭に置かなければ

ならない。 
    それに加え賞品提供の場の４円との等価原則（平成元年の税導入時からの暫定

措置のまま）を考慮すれば一層の重税感が増すのである。 
 
以上を踏まえると、実質として貸玉料金の値上げとなる精算機決済による外税対応や貸 
玉数カットによる内税方式が考えられるが、それには新たなシステム導入が必要になり 
多額のコストが掛る事や、税を取るかどうかで競争の具とされる事等が問題となる。ま 
た、現在に至るまで客側が税負担をしていた訳では無いので遊技客の理解も得にくい事 
も念頭に置く必要がある。 
 
 そして根本的な問題解決としてシステム的対応が消費税対策になると昨今思われて 
いるが改めて検証しなければならないと思う。何故ならばシステム的対応とは貸玉料金 
の値上げの道具にはなるが、消費税の納税額を補完する事に直結しないと考えるからで 
ある。パチンコ営業の利益の在り方を考えればご理解いただけると思う。（恒久的に増 

資料２ 
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税分の売上が維持できるか、また粗利益が増税に対応できるかも不透明なのである） 
 
 我が業界の消費税問題を考えるにつけ、大きな問題として浮上してくるのは賞品提供 
の場における現況の等価交換の在り方とその将来図が確定していない事ではないのか 
と辿り着くのである。 
 それは消費税導入当初から店舗負担軽減の暫定措置として提供個数の上乗せが認め 
られたが２０年間そのまま（１玉 3.81 円の遊技料金でありながら 4 円として交換）で 
推移し、提供価格の自由化で経営的には税負担効果はほとんど有名無実となっている事 
である。 
 この考え方で将来を見据えれば問題点が浮き彫りになってくる。現在の貸玉システム 
で、例えば 10％に税率が上がれば前述のように 3.64 円と遊技料金が下がるにも係わら 
ず賞品提供の場では 4 円としての交換を余儀なくされ、一方システム的対応で消費税を 
徴収すれば 4.4 円を 4 円として交換できる事になり、システム対応を導入できるかどう 
かで全く不平等な世界が出現することになるのである。 
 
 この問題の解決の道筋を示す事こそが先決の課題であり、それが解決されてこそ次に 
システムを導入するか否かを選択できる道が生まれるのではないでしょうか。 
 業界の将来はこの問題を解決する事に託されていると認識されることを望みたい。 



消費税対応について 
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平成２１年７月１５日 全国理事会報告（要約・抜粋） 

 

今後、消費税対応については、①「賞品提供の際の提供価格の在り方」と 

②「等価交換の一玉の交換価格はいくらか」

ホール営業の実態として、現行の貸玉料金は消費税込みの 4 円の場合、遊技

料金は 3.81円であり、0.19円分はホールが預かり消費税として計上し、賞品提

供は 4 円の等価交換を行っている。その粗利益の中から、消費税を納税してい

るのが現状であり、現在のホール営業は粗利益を生みにくい営業を強いられて

いる。 

というふたつの点を経営的に議論

していく。 

また、税負担軽減のために貸玉システムを変更して貸玉料金に消費税を転嫁

したとしても、売上が増えるか、消費税分の粗利益が確保できるか、全く見当

がつかない。ただし、貸玉システムによる対応は消費税分の転嫁には資するも

のなので、転嫁を希望するホールは、自由にシステムを選択すればよいと思わ

れる。 

しかし、費用面等で貸玉システムの変更・導入は難しいというホールも多数

存在し、それらのホールは現行方式のまま納税せざるを得ないため、貸玉料に

転嫁できないホールでも対応できる方策が選択肢として求められる。 

以上の観点から、まず行うべきことは、賞品提供の際の提供方法を風適法及

び法の趣旨に則って検討していくことだと思われる。

過去の判例では、市場価格より低い価値で賞品提供することは射幸心をあお

る行為と判断されていることからも、

風適法では、賞品提供の

基準は「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等

価の物品」となっている。「等価の物品」とは「同等の市場価格を有する物品」

となっており、一般の小売店における日常的な販売価格を指す。 

また、現在も賞品提供の場では、消費税の概念がないまま「一玉４円として

の等価交換」が行われているが、貸玉システムの変更・導入により

賞品提供の際には仕入価格に適正な利益

を乗せた価格での交換が、法の精神に則ったものなのではないかと考えられる。 

消費税を転

嫁して４．２円で貸玉した場合、賞品提供時の一玉の価値をどう考えるのか。

これを議論していかないと業界が混乱すると思われる。 

以上のことから、「賞品提供の際の提供価格の在り方」と「等価交換の一玉

の交換価格はいくらか」という２点を経営面から議論し、粗利益から消費税を

捻出するしかないホール業界においては、貸玉で消費税を転嫁できないホール

であっても、消費税分の粗利益が確保できる方策を整備することが必要と考え

ている。 

等価交換の一玉の交換価格は、現在の貸玉料税込み４円の場合、遊技料金は

３．８１円であり、そうであれば、賞品提供の際の価格は３．８１円とするの

が正当な法解釈だと思われる。 

① 

② 

資料３ 
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消費税対応 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１）貸玉料金と遊技料金は同じ意味ではないのか？ 

 

 Ａ）消費税導入前は同義語として扱われていたかもしれませんが、消費税導

入後は元来、すみ分けをきっちりすべきものであり、今後、この点をは

っきり定義付けようと考えています。 

風営法上定義されている用語は「遊技料金」であり、かつ、「遊技料金は 

消費税を含まない」との規定が明確になされています。 

一方、「貸玉料金」という用語は、営業上、お客様が支払う貸玉の単価で 

消費税を含んだ価格と言えます。これを現状にあてはめれば、貸玉料金 

が税込み４円の場合、貸玉料金（４円）＝遊技料金（３．８１円）＋ 

預かり消費税（０．１９円）と定義でき、貸玉料金が１円でも２円でも 

適用できます。 

まず、この考え方を理解いただき、「遊技料金」との等価で賞品交換する

のが適正ではないかという考え方についてコンセンサスを得たい、とい

うのが「消費税に関する合同会議」の方針であります。 

 

 ※ 風営法では法律第１９条で、 

「国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準に従い、その営

業を営まなければならない」とあり、 

同法施行規則第３５条（遊技料金等の基準）として 

  ぱちんこ玉は１個４円 メダルは１枚２０円を超えないこととあり、 

同法解釈運用基準 第１６の６（１）遊技料金に関する基準で 

  施行規則第３５条第１項第２号に定める金額は、消費税額及び地方

消費税額を含まないものとする、と規定されています。 

 

 

 

 

Ｑ２）ホールは、粗利益の５％を消費税として支払っているのではないのか。 

   

Ａ）消費税は、事業者が消費者から消費税を預かり、事業活動の中で支払っ

た消費税額を預かった消費税額から差し引いて、差額を納税する仕組み

です。粗利益の５％を計上して納税しているのではありません。 

 

 

資料５ 
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Ｑ３）ホールは消費税を預かっていないではないか。預かっているように説明

するのはおかしい。 

 

 Ａ）Ｑ２で説明した形でホールは消費税を申告納税しています。消費税の制

度上、ホールがお客様から受領する金額は、消費税を含んでいるものと

みなされます。したがって、お客様に消費税を転嫁できなくても、ホー

ルは貸玉料金から預かり消費税を計上しているのです。貸玉料金４円の

内訳は遊技料金３．８１円と預かり消費税０．１９円となっております。 

 

 

Ｑ４）システムで個数調整する方式は「外税」ではないか。資料で「内税」と

しているのは誤りだ。外税はお客様に転嫁すること、内税は転嫁しない

こと、ではないのか？ 

 

 Ａ）この点を多くの方が誤解しているようです。以前までの議論では、外税

はお客様に転嫁すること、内税は転嫁しないことという議論がされてい

ました。実際には以下のとおりです。 

外税、内税とは、商品の価格とその価格に対する消費税の表示の仕方で

す（※）。外税は、税抜きの商品価格に消費税を上乗せして販売価格を表

示する方法。内税は、販売価格に消費税を含んで、税込みで表示する方

法です。したがって、個数調整による転嫁の場合、「２４個で１００円」

と表示すれば、「１００円」は税を含んだ価格、つまり内税価格になるわ

けです。ただし、個数調整で転嫁するなら、それに対応するシステムを

導入する必要があります。 

  

 ※ 平成１６年に総額表示が義務付けられてから、小売段階の販売価格はす

べて税込み価格で表示することになりました。 
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Ｑ５）貸玉料金税込み４円の場合の消費税（５％）は、０．２円ではないのか？ 

１００円２５個で貸玉する時、４円の内訳が遊技料金３．８円と 

消費税０．２円ではなく、なぜ３．８１円と０．１９円になるのか？ 

 

Ａ）Ｑ３の説明のとおり、ホールがお客様から受領する金額は消費税を含ん

でいるものとみなされます。また、Ｑ４の説明のとおり、小売段階の販

売価格はすべて税込みの総額表示が義務付けられています。 

よって、１００円２５個の貸玉料金１個４円は、消費税を含んだ総額と

なります。 

消費税率５％の場合、消費税を含んだ総額から消費税を算出するには、

税込みの総額に 
５

１０５
 を乗じて計算します。 

 したがって、貸玉料金（税込みの総額）４円の場合の預かり消費税は、 

４円 × 
５

１０５
 ≒ ０．１９円 となり、貸玉料金４円から預かり 

消費税を差し引いた遊技料金（税抜価格）は３．８１円となるのです。 

     

   

※ 税率を変えて計算する場合のかけ率は 
税率

１００＋税率
 です。 

     たとえば、７％の場合は 
７

１０７
 になります。 
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全国理事会 消費税対応報告 （議事録抜粋） 

 

１．４月２３日 報告事項（５） 

中島遊技システム特別委員長から、ホールにおける消費税対応の問題におけ

る検討の経過について、景気対策や福祉の財源として、消費税率の引き上げは

将来的に必ずあると思われるが、現在の会計処理による内税対応のままで消費

税率が引き上げられれば、ホール経営はますます苦しくなるため、業界全体で

消費税の議論が活発化している。 

 消費税について話題にするとき、ホール経営者の多くが「ホールの消費税は

遊技客から預かっておらず、粗利益の５％を払っている」という誤解をしてい

るのではないかと感じる。実際は、貸玉料金の中から内税として消費税分を預

かり、様々な経費にかかる支払い消費税との差額を納税している。その額が粗

利益の５％に近いので、結果として、粗利益の５％を支払っているという理解

をしている人が多いものと思われる。 

 消費税のシステム的対応の可能性としては、遊技システム特別委員会が平成

18 年以降 3 年間かけて、具体的な方法をプリペイドシステム協会、日工組へ問

い合わせる等の情報収集をした結果、様々なシステム的対応の方法があるが、

多くのホールが設備を入れ替える必要性があり、どのような方式をとっても多

額のコストがかかることや、導入したホールが消費税を転嫁して営業するかど

うか疑問な点があることから、業界で足並み揃えて対応することが難しいこと

がわかってきた。 

そのような情報が整理できたことから、全日遊連として、本課題に関する方

向性を見出すため、遊技システム特別委員会の呼びかけで、執行部および消費

税の問題に関係が深い経営・財務の両委員会正副委員長との合同会議を開催し

て意見交換を行った。そのなかで、消費税の基本的な考え方や、ホールにおけ

る消費税対応方法のさまざまな可能性の検討を始めたところである。 

 消費税合同会議はこれまで 2 月 24 日、4 月 2 日、4 月 22 日の 3 回行われ、4

月 2 日には、ホールでの消費税対応に詳しい税理士を招いて、現状の基本的事

項や、消費税の会計処理の方法について、具体的な説明をいただいた。 

 ホールの貸玉料金は 1 玉 4 円のところ遊技料金 3.81 円、預かり消費税 0.19

円の内税という内訳である。納税額は預かり消費税から支払い消費税を差し引

いた差額となるが、それを粗利益の中から捻出しているのが実態である。 

 税務の専門家からは、現状の内税処理のまま増税されれば、さらにホールの

利益が減少すること。システムを導入して対応しても、それだけでは消費税分

の粗利益が確保できるわけではなく、経費節減や仕入れの工夫等、様々な営業

参 考 



20 
 

努力をしなければ、粗利益は確保できないこと。つまり、システムを入れ替え

て対応しても、現行の会計処理による内税対応を続けても、粗利益を確保する

ための経営努力が重要だということを指摘された。 

 なお、遊技料金を外税化することについては、平成 12年、全日遊連から陳情

した結果、警察庁から、「風営適正化法に規定する遊技料金の基準として、同法

施行規則第２９条１項２号に定める金額は、消費税額および地方消費税額を含

まないものと解する」として認められた。これにより、1玉税込み 4.2円の価格

設定も可能になったが、システム的な対応には、先に申し上げたとおりさまざ

まな課題があることも事実である。 

 さらに、4 月 22 日の消費税合同会議には、日遊協から消費税部会の関係者が

出席し、本件に関する日遊協内での検討状況について説明があり、ホールとし

ての方向性をまとめるため、今後も双方で協議を行いたいとの要請があった、

との報告があった。 

 青松遊技システム特別委員会担当副理事長から、執行部としての消費税問題

の考え方と今後の取り組みについて、4 月 20 日の全日遊連、日遊協、日工組、

日電協の代表者による４団体代表者懇談会の席上、日遊協側から消費税の検討

内容を説明し意見交換をしたいとの強い要請があったことを受け、4 月 22 日の

消費税合同会議に急きょ出席していただいた。また、同懇談会で日工組、日電

協から、メーカーの立場として、「消費税の対応方法について、まず、ホール団

体が方向性をまとめてほしい。メーカーはそれに基づいて開発する。」との話も

出ているように、遊技業界全体で消費税問題を議論する機運が高まっている。 

消費税処理の方法は個々のホールの経営方針に関わることであるが、独占禁

止法上、消費税の転嫁方法を組合が一つの方式として組合員に強制することは

不可能である。しかしながら、個々のホールが選択を誤ることなく、かつ、業

界全体の利益を損ねることのないよう、組合員に選択すべき方向性を示す必要

があるのではないだろうか。 

全日遊連としても、消費税対応の方法論についてコンセンサスを得るために、

これまで得られた情報を整理して、全体で意見交換を始める段階になったと考

えている。日遊協等の他団体からの協議要請にも応じながら、双方十分に情報

交換を行い、その結果を随時報告したうえで、全日遊連内部の意見の収束を図

っていく必要がある。具体的な方法論については、検討してあらためて提案さ

せていただく、との報告があった。 

事務局から、消費税対応関連資料として、消費税の転嫁方法と問題点につい

て、消費税の基本的な考え方、消費税に関する対応の過去の経緯について説明

があった。 

質疑に入り、理事から、今後消費税率が引き上げられることでホールの経営
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に大きな影響が出てくることは間違いない。何らかのかたちで行政に働きかけ

る必要があるのではないか、との意見があった。これに対して、青松遊技シス

テム特別委員会担当副理事長から、消費税問題は非常に複雑であるが、いずれ

必ず来るであろう消費税率引き上げに向け、業界としてこの問題に対応できる

ように、議論を深めていきたい、との回答があった。 

 

 

２．５月２０日  報告事項（２）消費税対応について 

 青松副理事長から、消費税対応に関する検討状況の経過について、５月１４

日に４回目となる消費税に関する合同会議を開き、昨日の執行部会と併せて、

業界全体で消費税問題を検討していくに際し、全日遊連としての今後の取り組

み方について協議した。 

その中で、ホールにおける消費税対応の基本的考え方について意見交換し、

消費税対応は「経営的観点」から今後、さらに検討を進めることを確認したと

ころである。 

ホールにおける消費税対応は、システム導入が前提であるとの認識も聞かれ

るところであるが、前回の全国理事会で報告したとおり、システム的対応は遊

技システム特別委員会が平成１８年から具体的に検討しており、その結果、シ

ステム的対応は多くのホールが設備を入れ替える必要性があり、どのような方

式をとっても多額のコストがかかることや、導入したホールが消費税を転嫁し

て営業するかどうか疑問な点があることから、業界で足並み揃えて対応するこ

とが難しいと思われる。また、システム的対応は貸玉料金の値上げの手段には

なるが、それがすなわち消費税対応の解決策になるものではない、ということ

もわかってきたところである。 

したがって、ホールの消費税対応は「経営的な観点」から、ホールが受け入

れやすく、足並みをそろえやすい方策を検討していくべきである等の基本方針

を確認し、今後、合同会議において、消費税問題の根本的部分からさらに検討

を進めることとしたい。 

今後、全日遊連としては、この問題を重要なテーマとして基本的事項の理解、

それに基づく意見交換、意見集約へとつなげていきたい。その方法として、理

事会よりも小さな単位での話し合いが望ましいと思われるので、当面はすべて

の委員会で消費税対応に関する議題を含めていただき、意見交換をしながら消

費税問題に関する認識を高めていき、理事会での意見交換を経て、ゆくゆくは

全日遊連として意見の収束を図れるようにもっていきたいと考えている。 

また、各組合員への基本的な理解の浸透を図ることも重要であり、その内容

と方法については、今後の取り組みの推移をみながら検討していきたい。その
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ための基本戦略も含めて、消費税に関する合同会議で今後も続けて検討してい

きたい。 

本件が遊技業界全体で検討すべき取り組みであることは、前回も報告したと

おりである。したがって、全日遊連内部の検討と並行して他団体との協議も行

うこととしており、専門のメンバーが集中的に協議するかたちで意見交換を進

めていきたい。その内容を随時報告しながら、業界全体で適正な方向付けがで

きるようさらに検討を進めていく、との報告があった。 

質疑に入り、理事から、貸玉料金が 4 円の場合、遊技料金は 3.81 円で 0.19

円を消費税として預かっている。それならば、等価交換の原則に基づいて考え

ると、賞品提供の際の玉 1個の価格は 4円なのか 3.81円なのか。まずは、この

点の確認が必要ではないか。消費税のシステム的対応は多額なコストがかかり、

業界全体で足並みを揃えるのは不可能だと思われる。したがって、現実的な問

題として、賞品提供時の原則の確認が重要事項だと思う、との意見があった。 

これに対し、消費税に関する合同会議の委員として平川遊技システム特別委

員会副委員長（大阪・参与）から、ご指摘の点は的を射たものであり、5 月 14

日の消費税合同会議でも問題提起して意見交換を行った。青松副理事長からの

報告にあった、「消費税対応は経営的観点から検討する」というのは、まさに賞

品提供時の原則を確認していこうという意味である。今後、合同会議でさらに

議論を深めていきたい、などの回答があった。 

 

 

３．７月１５日 報告事項（７） 

 青松遊技システム特別委員会担当副理事長から、消費税対応に関する検討状

況の経過について、前回の全国理事会で、消費税対応の基本的考え方について

は、「経営的観点」から検討を進めるという方針を報告し、あわせて、各委員会

で消費税対応についての議題をあげて、意見交換していただくようお願いさせ

ていただいた。また、6月以降の各委員会には、消費税の事務局担当者が出席し、

「経営的観点」から検討を進めるという方針について、経緯や背景を補足説明

させていただいた。 

この動きと並行して、6 月 29 日に執行部と山田遊技システム特別委員会委員

長、平川同委員会副委員長が、「消費税に関する合同会議」に準じ、この方針を

さらに掘り下げるための意見交換を行った。その結果、消費税対応については、

「賞品提供の際の提供価格の在り方」と「等価交換の一玉の交換価格はいくら

か」というふたつの点を経営的に議論していくという方針で一致した。 

ホール営業の実態として、現行の貸玉料金は消費税込みの 4 円の場合、遊技

料金は 3.81円であり、0.19円分はホールが預かり消費税として計上し、賞品提
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供は 4 円の等価交換を行っている。その粗利益の中から、消費税を納税してい

るのが現状であり、現在のホール営業は粗利益を生みにくい営業を強いられて

いる。 

また、税負担軽減のために貸玉システムを変更して貸玉料金に消費税を転嫁

したとしても、売上が増えるか、消費税分の粗利益が確保できるか、全く見当

がつかないところである。ただし、貸玉システムによる対応は消費税分の転嫁

には資するものなので、転嫁を希望するホールは、自由にシステムを選択すれ

ばよいと思われる。 

しかし、費用面等で貸玉システムの変更・導入は難しいというホールも多数

存在し、それらのホールは現行方式のまま納税せざるを得ないため、貸玉料に

転嫁できないホールでも対応できる方策が選択肢として求められる。 

以上の観点から、まず行うべきことは、賞品提供の際の提供方法を風適法及

び法の趣旨に則って検討していくことだと思われる。風適法では、賞品提供の

基準は「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等

価の物品」となっている。「等価の物品」とは「同等の市場価格を有する物品」

となっており、一般の小売店における日常的な販売価格を指す。 

過去の判例では、市場価格より低い価値で賞品提供することは射幸心をあお

る行為と判断されていることからも、賞品提供の際には仕入価格に適正な利益

を乗せた価格での交換が、法の精神に則ったものなのではないかと考えられる。 

また、現在も賞品提供の場では、消費税の概念がないまま「一玉４円として

の等価交換」が行われているが、貸玉システムの変更・導入により消費税を転

嫁して４．２円で貸玉した場合、賞品提供時の一玉の価値をどう考えるのか。

これを議論していかないと業界が混乱すると思われる。 

等価交換の一玉の交換価格は、現在の貸玉料税込み４円の場合、遊技料金は

３．８１円であり、そうであれば、賞品提供の際の価格は３．８１円とするの

が正当な法解釈だと思われる。 

以上のことから、「賞品提供の際の提供価格の在り方」と「等価交換の一玉

の交換価格はいくらか」という２点を経営面から議論し、粗利益から消費税を

捻出するしかないホール業界においては、貸玉で消費税を転嫁できないホール

であっても、消費税分の粗利益が確保できる方策を整備することが必要と考え

ている。 

今後、これらの点についてさらに理論構築を行い、全日遊連全体でのコンセ

ンサスを得られるよう、さらにはホール業界全体での同意が得られるよう、意

見交換を進めていく。 

なお、各委員会に出席し消費税対応について説明をした事務局担当者からは、 

・「経営的観点」から検討するという方針については、おおむね理解を得られた
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と思われる。 

・消費税対応について、まず貸玉システムの変更・導入ありきではなく、選択

肢をもった検討をしていることについて、支持をする意見があった。 

・消費税の基本的な仕組みが分からないので、その点をわかりやすく解説して

ほしいという要望があった。 

等の報告を受けている。現状の方針について、ご理解とご支持をいただいたこ

とについて感謝申し上げる。 

他方、消費税の基本的仕組みやホール経営への影響については、複雑で難し

い問題であるが、基本的理解のうえに対応方法の議論があることを考えれば、

各理事はもちろん、個々の組合員まで消費税の理解を浸透させていく必要があ

る。その方法は別途消費税に関する合同会議等で検討していくが、一連の情報

を、段階的に組合員向けホームページ等で閲覧できるよう整備していきたいと

考えている、との報告があった。 

引き続き、事務局から、消費税の基本的な仕組みについて、資料に基づき説

明が行われた。 

 

 

４．９月１６日 報告事項（６） 

 青松遊技システム特別委員会担当副理事長から、資料により、消費税対応に

ついて、このたび民主党が政権与党となり、消費税の増税を 4 年間行わないと

公約している。したがって、私たちの消費税対応の議論も「ひと段落」といっ

た雰囲気になりつつある。 

しかし、将来的な消費税の増税は避けられないものとみられるので、単なる

増税への対応ということではなく、現在のホール業界に内在する消費税の問題

点を整理・確認し、歩調をあわせて的確に対応を進めていくための考え方につ

いて、業界内でコンセンサスを得たいと考えている。 

したがって、今後も、消費税対応についての議論は、繰り返し、また、スピ

ードを落とすことなく進めていきたいので、理事各位のご協力をお願い申し上

げる。 

前回 7 月の全国理事会において、消費税対応について「賞品提供の際の提供

価格の在り方」と「等価交換の一玉の交換価格はいくらか」というふたつの点

を経営的に議論していきたいことを説明した。 

再度内容を説明させていただくと、ホール営業の実態として、現行の貸玉料

金は消費税込み４円の場合、遊技料金は 3.81円であり、0.19円分はホールが預

かり消費税として計上し、賞品の提供は 4 円との等価交換を行っている。その

結果生じる粗利益の中から、消費税を納税しているのが現状である。預かり消
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費税分はホールが粗利益の中から自己負担して計上せざるをえないが、現在の

ホール営業は粗利益を生みにくい営業を強いられている。 

また、税負担軽減のために貸玉に関わる設備・システムを変更して貸玉料金

に消費税を転嫁したとしても、売上が増えるか、消費税分の粗利益が確保でき

るかどうか、まったく見当がつかない。 

このような貸玉システムによる対応は消費税分の転嫁には資するものなので、

転嫁を希望するホールは、自由にシステムを選択すればよいと思われる。 

しかし、莫大な設備投資が必要なためシステム導入は難しいというホールも

多数あり、それらのホールは現行方式のまま納税せざるをえないのであるから、

貸玉料金に消費税が転嫁できないホールであっても、適正かつ公平な競争環境

で消費税に対応できる方策を整備することがたいへん重要となる。 

そのための方策のひとつとして、賞品提供の際の提供価格を、風適法の精神

に則り、適正な利益を乗せた価格で交換を行うこと、もうひとつは、等価交換

の一玉の交換価格を、貸玉料金税込み 4円の場合であれば、税抜き価格である

遊技料金 3.81円との交換を行うことによって、射幸性を抑えつつ、粗利益を確

保する方策として、全組合員が歩調を合わせて対応できるのではないか、とい

う考え方を説明させていただいた。 

 この考え方について理事各位と十分に議論し、コンセンサスを得られるよう

努めていきたい。また、行政にもこの考え方について見解をいただけるよう、

検討を進めているところである。 

消費税問題について、事務局担当者が各委員会で説明をさせていただき、理

事各位からさまざまな意見をいただいたところである。十分なコンセンサスを

得るまでには時間が必要であると思うが、今後も地道にこの考え方を説明して

いくので、ご協力をお願い申し上げる。 

また、前回の全国理事会で消費税の基本的考え方を説明したところ、これに

関する問い合わせも徐々に増えてきていると事務局担当者から報告があった。

その質疑内容を共有することで各組合が消費税を話題にするときの参考になる

と思われることから、このたび「Ｑ＆Ａ」を作成し、本日、資料として配付さ

せていただいた。この内容が充実するよう、さらに担当者に問い合わせていた

だきたい、との報告があった。 

続いて、事務局から、消費税対応関連資料について、補足説明があった。 

 

 


	1全国理事会表紙.pdf
	2再修正消費税対応の論点整理
	3平成２１年度全日遊連・消費税対応検討経過
	4消費税対応関連資料表紙
	5-78
	6消費税 基礎資料(過去経緯)
	7パチンコ業界における消費税とその問題点
	8各委員会報告用７１５
	9-1415
	10-最終消費税Q&A
	11-全議事録抜粋



