平成２６年６月までの消費税転嫁対策の取組について
平成２６年７月１６日
公 正 取 引 委 員 会
１

はじめに
公正取引委員会は，今般の消費税率引上げに当たり，消費税の円滑かつ適
正な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等の行為（以下「転嫁拒否
行為」という。）の未然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対する迅速かつ
厳正な対処のための取組を進めてきた。
公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報を積極的に収集するため，
消費税率引上げが実施された本年４月以降，中小企業庁と合同で，中小企業・
小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査や，大規模小売事業者及び大企業
等に対する書面調査を実施したところであり，これらによって把握した情報
等に基づき，転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくこととして
いる。
また，平成 26 年４月 23 日には消費税転嫁対策特別措置法に基づく初めて
の勧告・公表を行ったが，その後，本年６月に４件の勧告・公表を行ったと
ころである。
今後も引き続き，転嫁拒否行為に対して迅速かつ厳正に対処していくとと
もに，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には勧告・公表を積極的に行う
こととしている。また，転嫁拒否行為の未然防止のための取組についても，
引き続き実施していく。

２

転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
(1) 転嫁拒否行為に関する情報収集
ア 中小企業・小規模事業者等に対する悉皆的な書面調査
公正取引委員会は，平成 26 年度において，中小企業庁と合同で，中小
企業・小規模事業者等（売手側）から転嫁拒否行為に関する情報提供を
求めるため，本年４月から６月にかけて，中小企業・小規模事業者等全
体に対して，広く調査票を送付又は配布して，書面調査を実施したとこ
ろである。
転嫁拒否行為は，今後も行われる可能性があることから，平成 26 年度
内にわたって違反行為を監視するため，本年７月以降も書面調査を引き
続き実施していくこととする。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 ０３－３５８１－３３７１（直通）
ホームページ http://www.jftc.go.jp/

1

イ

事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
公正取引委員会は，転嫁拒否行為に関する情報等を把握するため，こ
れまでに 3,128 社の事業者及び 1,015 の事業者団体に対してヒアリング
調査を実施した（平成 26 年６月末時点）。

(2) 転嫁拒否行為に対する調査及び勧告・指導
公正取引委員会は，様々な情報収集活動によって把握した情報を踏まえ，
立入検査等の調査を積極的に実施しており，違反行為が認められた事業者
に対しては転嫁拒否行為に係る不利益の回復などの必要な改善措置を迅速
に行っている。また，重大な転嫁拒否行為が認められた場合には，勧告・
公表を積極的に行っている（公正取引委員会及び中小企業庁における平成
25 年 10 月から平成 26 年６月までの対応実績は別紙１参照）。
公正取引委員会及び中小企業庁は，本年６月に 34 件の指導を行い，平成
25 年 10 月から平成 26 年６月までの指導件数の合計は 1,266 件である。ま
た，公正取引委員会は，本年６月に４件の勧告を行い，平成 25 年 10 月か
ら平成 26 年６月までの勧告件数の合計は５件である。
違反行為類型別では，買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第
１号後段）が 992 件，本体価格での交渉の拒否（同法第３条第３号）が 235
件，役務利用・利益提供の要請（同法第３条第２号）が 59 件及び減額（同
法第３条第１号前段）が 10 件となっている（合計 1,296 件）。
(3) 平成２６年６月における転嫁拒否行為に対する措置
公正取引委員会は，本年６月に４件の勧告を行っており，同月における
勧告の概要は以下のとおりである。
また，公正取引委員会及び中小企業庁は，本年６月に 34 件の指導を行っ
ており，同月における主な指導事例は別添２のとおりである。
ア 株式会社三城に対する件（平成２６年６月１２日勧告）
(ｱ) 株式会社三城（以下「三城」という。）は，メガネ，補聴器及びコン
タクトレンズ等の小売業を行う者であって，前事業年度における売上
高が 100 億円以上の大規模小売事業者であり，他の事業者と賃貸借契
約を締結し，当該他の事業者から継続して商業施設を店舗として賃借
している。
(ｲ) 三城は，賃貸借契約を締結している事業者のうち 127 名の事業者（以
下「本件賃貸人」という。）と，賃借料の月額について消費税を含む金
額で契約しているところ，平成 26 年４月１日からの消費税率の引上げ
に対応するため，本件賃貸人に対して支払う賃借料について，消費税
率引上げ分を上乗せせず，据え置くことを決定し，平成 25 年 10 月下
旬に，本件賃貸人に対して文書で通知した。
(ｳ) 公正取引委員会は，上記(ｲ)の行為が，消費税転嫁対策特別措置法第
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３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反するものであるとして，法
第６条第１項の規定に基づき，三城に対し，据え置いた賃借料を，平成
26 年４月１日に遡って速やかに消費税率引上げ分を上乗せした額まで
引き上げ，当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと，同法の研修
の実施等の社内体制整備のための措置を講じること，実施した措置を速
やかに公正取引委員会に報告すること等を内容とする勧告を行った。
イ 山形市（山形市立病院済生館）に対する件（平成２６年６月１７日勧告）
(ｱ) 山形市は，条例に基づき山形市立病院済生館（以下「済生館」とい
う。）を設置し，病院事業を行う事業者であり，済生館で使用する医療
材料について，納入業者から継続して供給を受けている。
(ｲ) 山形市は，消費税率引上げに対応するため，平成 26 年度の医療材料
の納入価格について，平成 25 年度下期の納入価格の水準から引き下げ
ることとし，平成 25 年度下期の納入価格に一定率を乗じた額等を減じ
て算出した医療材料ごとの目標値を定めた旨を，平成 26 年１月に医療
材料を納入している納入業者に文書で通知した。
(ｳ) 公正取引委員会は，上記(ｲ)の行為が，消費税転嫁対策特別措置法第
３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反するものであるとして，
同法第６条第１項の規定に基づき，山形市に対し，平成 26 年度以後の
医療材料の納入価格について消費税率引上げ分の一部に相当する額を
減じて定めないこと，同法の研修の実施等の組織体制整備のための措
置を講じること，実施した措置を速やかに公正取引委員会に報告する
こと等を内容とする勧告を行った。
ウ 一般社団法人東京都自転車商防犯協力会に対する件（平成２６年６月
２６日勧告）
(ｱ) 一般社団法人東京都自転車商防犯協力会は，東京都公安委員会の指
定を受け，東京都の区域において，自転車の防犯登録事業を行う法人
たる事業者であって，自転車小売業者等に防犯登録業務（防犯登録の
申出がされた自転車に防犯登録シールを貼付する等の業務。以下同じ。
）
を委託し，継続して委託に係る役務の提供を受けている。
(ｲ) 同会は，自転車小売業者等に委託する防犯登録業務１件当たりの消
費税を含む手数料（以下「委託手数料」という。）を，防犯登録の申出
者から得る防犯登録料から自転車小売業者等に支給する防犯登録シー
ル等の費用（以下「防犯登録シール等支給費用」という。）を差し引い
た額に定めていた。
(ｳ) 同会は，平成 26 年４月１日以後に自転車小売業者等が行う防犯登録
業務の委託手数料の額を据え置くことを決定し，平成 26 年３月 12 日，
自転車小売業者等に対し，文書を送付することによりその旨を通知し
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た。また，同会は，公正取引委員会の調査開始を契機として，委託手
数料の額について，消費税率引上げ分を上乗せした額に変更すること
とし，平成 26 年３月 21 日，自転車小売業者等に通知したが，委託手
数料の一部については据え置くこととしていた。
(ｴ) 公正取引委員会は，上記(ｳ)の行為が，消費税転嫁対策特別措置法第
３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反するものであるとして，
同法第６条第１項の規定に基づき，同会に対し，委託手数料の額を，
平成 26 年４月１日に遡って，消費税率引上げ分を上乗せした額まで引
き上げ，当該引上げ分に相当する額を自転車小売業者等に支払うこと，
同法の研修の実施等の組織体制整備のための措置を講じること，実施
した措置を速やかに公正取引委員会に報告すること等を内容とする勧
告を行った。
エ 一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会に対する件（平成２６年６月
２６日勧告）
(ｱ) 一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会は，兵庫県公安委員会の指定
を受け，兵庫県の区域において，自転車の防犯登録事業を行う法人た
る事業者であって，自転車小売業者等に防犯登録業務を委託し，継続
して委託に係る役務の提供を受けている。
(ｲ) 同会は，委託手数料を，防犯登録の申出者から得る防犯登録料から
防犯登録シール等支給費用を差し引いた額に定めていた。
(ｳ) 同会は，平成 26 年４月１日以後に自転車小売業者等が行う防犯登
録業務の委託手数料の額を引き下げることを決定し，平成 25 年 12 月
７日頃から同月 27 日までの間に，自転車小売業者等に対し，文書を
送付することによりその旨を通知した。
(ｴ) なお，同会は，公正取引委員会の調査開始を契機として，平成 26 年
４月１日以後に自転車小売業者等が行う防犯登録業務の委託手数料の
額を，同日前の額に消費税率引上げ分を上乗せした額に変更し，平成
26 年３月 18 日，自転車小売業者等に通知するなど，当該委託手数料を
支払っている。
(ｵ) 公正取引委員会は，上記(ｳ)の行為が，消費税転嫁対策特別措置法第
３条第１号後段（買いたたき）の規定に違反するものであるとして，
同法第６条第１項の規定に基づき，同会に対し，今後，特定供給事業
者による消費税の転嫁を拒むことのないよう，自らの役員及び従業員
に本勧告の内容について周知徹底すること，同法の研修の実施等の組
織体制整備のための措置を講じること，実施した措置を速やかに公正
取引委員会に報告すること等を内容とする勧告を行った。
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３

転嫁拒否行為の未然防止のための取組
(1) 消費税率引上げ後の集中的な広報
公正取引委員会は，消費税率引上げ後における転嫁拒否行為の未然防止
を図るため，転嫁拒否行為に対して公正取引委員会が厳しく監視している
こと等に加えて，書面調査の周知を行うこととしており，本年６月から，
新聞広告等の各種媒体を活用した集中的な広報を実施している（別紙２参
照）
。
(2) 公正取引委員会主催説明会
公正取引委員会は，事業者及び事業者団体を対象として，本年６月以降，
公正取引委員会主催の説明会を全国 28 か所（28 回）で開催することとして
おり，本年６月に説明会を 18 回実施したところである。
本年７月以降も順次説明会を実施することとしており，現在，公正取引
委員会のホームページ（以下のＵＲＬを参照）において説明会の応募を受
け付けている。
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/setumeikai.html
当該説明会では，消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている転嫁拒否
行為の概要やこれまでの勧告・指導事例などについて，公正取引委員会の
職員が説明する。
なお，説明会の開催に併せて，転嫁拒否行為を受ける事業者等からの相
談を公正取引委員会の職員が受け付ける移動相談会を開催する。
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別紙１

転嫁拒否行為に対する対応実績（平成２６年６月まで）
公正取引委員会
中 小 企 業 庁
平成 26 年６月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為に
対する対応状況は下表のとおりである（勧告事件及び主な指導事例については，
別添１及び別添２参照）。
表１：転嫁拒否行為に対する対応状況（注１）
調査着手件数

指導件数（注２）

公正取引委員会による
勧告件数

１，２６６件
５件
（大規模小売事業者５７件） （大規模小売事業者２件）

２，２３７件

（注１） 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また，平成 26 年６月までの累計（平成 25 年 10 月～平成
26 年６月）
。
（注２） 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企
業庁の指導を含む。

表２：勧告及び指導件数の内訳（業種別）
（注３）
業種
建設業
製造業
運輸業(道路貨物運送業等)
情報通信業
卸売業
小売業
不動産業
技術サービス業（広告・建築
設計業等）
事業サービス業（ビルメンテ
ナンス業・警備業等）
自動車整備業・機械等修理業
その他（注４）
合

計

指導
２３件
５０３件
１４６件
１２４件
１３５件
１２２件
２０件

勧告
０件
０件
０件
０件
０件
２件
０件

合計
２３件
５０３件
１４６件
１２４件
１３５件
１２４件
２０件

９３件

０件

９３件

２５件

０件

２５件

１６件
５９件

０件
３件

１６件
６２件

１，２６６件

５件

１，２７１件

（注３） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主な業種
を１件として計上している。
（注４） 「その他」は，医療福祉，旅行業，労働者派遣業等である。

表３：勧告及び指導件数の内訳（行為類型別）
行為類型
減額
買いたたき（注５）
役務利用・利益提供の要請
本体価格での交渉の拒否

指導
１０件
９８７件
５９件
２３５件

合

勧告
０件
５件
０件
０件

合計
１０件
９９２件
５９件
２３５件

計（注６）
１，２９１件
５件
１，２９６件
買いたたきの勧告及び指導件数には，平成 26 年３月 31 日以前に減額行為があり，同年４
月１日以降に違反のおそれがあるものを含む。
（注６） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表２に記載の件数とは一
致しない。

（注５）
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別添１

勧告事件（平成２６年６月まで）

名称
（勧告年月日）

１

㈱ＪＲ東日本ステーシ
ョンリテイリング
（平成 26 年４月 23 日）

２

㈱三城
（平成 26 年６月 12 日）

３

山形市（山形市立病院
済生館）
（平成 26 年６月 17 日）

４

一般社団法人東京都自
転車商防犯協力会
（平成 26 年６月 26 日）

５

一般社団法人兵庫県自
転車防犯登録会
（平成 26 年６月 26 日）

概要
駅構内等で食料品，衣料品等を販売
する㈱ＪＲ東日本ステーションリテイ
リングは，消費税率引上げに伴う売上
高の減少を防止するため，納入業者に
対し，仕入価格を通常支払われる仕入
価格に比べ３％程度低く設定すること
になる販売促進企画への参加を要請し
た。
メガネ等を販売する㈱三城は，消費
税率の引上げに対応するため，店舗の
賃貸人のうち，税込価格で賃借料を契
約している賃貸人に対し，消費税率の
引上げ分を上乗せせずに賃借料を据え
置いた。
山形市立病院済生館は，消費税率の
引上げに対応するため，医療材料の納
入価格を引き下げることとし，納入業
者に対し，平成 25 年度下期の納入価格
に一定率を乗じた額等を減じて算出し
た医療材料ごとの納入価格の目標値を
定めた。
東京都公安委員会が指定する自転車
の防犯登録を行う一般社団法人東京都
自転車商防犯協力会は，防犯登録業務
を委託している自転車販売店等に対し，
消費税率の引上げ分を上乗せせずに委
託手数料を据え置いた。
兵庫県公安委員会が指定する自転車
の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県
自転車防犯登録会は，消費税率の引上
げに伴う自らの経費の負担を回避する
ため，防犯登録業務を委託している自
転車販売店等に対し，消費税率引上げ
前の額より更に低い委託手数料を定め
た。
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違反法条
（違反行為類型）

第３条第１号後段
（買いたたき）

第３条第１号後段
（買いたたき）

第３条第１号後段
（買いたたき）

第３条第１号後段
（買いたたき）

第３条第１号後段
（買いたたき）
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主な指導事例（平成 26 年６月）
１

減額（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号前段）
業種
概 要
建設業
建設工事に係る資材の供給を受けるＡ社は，建設資材
の納入業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４月１
日以後に供給を受けた建設資材について，納入業者との
間で既に取り決めていた対価の一部を，合理的な理由な
く事後的に減じて支払っていた。
２

買いたたき（消費税転嫁対策特別措置法第３条第１号後段）
業種
概 要
出版業
雑誌の掲載記事の執筆に係る役務を委託しているＢ社
は，自社が出版する雑誌に掲載する記事の執筆を委託し
ている個人事業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年
４月１日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることな
く，執筆料を据え置いていた。
地方公共団体
木造住宅の耐震診断を希望する市民に対して耐震診断
士を派遣する事業を行っているＣ市は，当該耐震診断を
委託している耐震診断士（特定供給事業者）に対して，
平成 26 年４月１日以後も消費税率引上げ分を上乗せする
ことなく，消費税込みの報酬を据え置いていた。
製造業
服飾製品の製造を行うＤ社は，服飾製品の材料等の納
入業者（特定供給事業者）に対し，消費税率引上げ分を
上乗せすることなく納入代金を定めていた。
卸売業
ＬＮＧの輸入・販売を行うＥ社は，通関等に係る業務
を委託している事業者（特定供給事業者）に対し，平成
26 年４月１日以後の委託代金について，消費税率引上げ
分を上乗せした額よりも低い委託代金を定めていた。
３

利益提供の要請（消費税転嫁対策特別措置法第３条第２号）
業種
概 要
小売業
大規模小売事業者であるＦ社は，自社で販売する衣料
品等の納入業者（特定供給事業者）に対し，平成 26 年４
月１日からの消費税率引上げに伴い，自社の費用負担を
明確にすることなく，店頭ポップ及び値札の様式を消費
税率の引上げに対応したものに変更し，当該ポップの設
置作業や新値札用シールの貼付作業を要請した。

8

凚凤凛凣㠃✺ฟ傽ᗈ࿌

凚凣凛凧ẁᗈ࿌

９

䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ᗈ࿌

ᥖ㍕᪥
䠒᭶䠎䠏᪥䠄᭶䠅䡚䠒᭶䠏䠌᪥䠄᭶䠅
䛾㛫䛾䛔䛪䜜䛛䠍᪥

ᥖ㍕፹య
䠄䠍䠅ᅜ⣬䠓⣬
䠄䠎䠅䝤䝻䝑䜽⣬䞉ᆅ᪉⣬䠒䠓⣬

᪂⪺ᗈ࿌

䠒᭶䠎䠓᪥䠄㔠䠅
䡚䠓᭶䠍䠓᪥䠄ᮌ䠅

ᥖ㍕ᮇ㛫

䝫䞊䝍䝹䝃䜲䝖䜔ྛ✀㏻ಙ♫䠈
᪂⪺䠈䝡䝆䝛䝇ㄅ➼䛾䝙䝳䞊䝇
䝃䜲䝖

ᥖ㍕፹య

ᥖ㍕፹య
ᥖ㍕ྕ
⤒῭㞧ㄅ䠐ㄅ 䠓᭶䠓᪥䠄᭶䠅䡚䠓᭶䠍䠐᪥䠄᭶䠅
䛾㛫䛾䛔䛪䜜䛛䛾ྕ

㞧ㄅᗈ࿌

ᾘ㈝⛯⋡ᘬୖ䛢ᚋ䛻䛚䛡䜛බṇྲྀᘬጤဨ䛾㞟୰ⓗ䛺ᗈሗ䛻䛴䛔䛶

別紙２

