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Japanese consumption tax on cross-border digital 
services 

Since 1 October 2015, the supply of digital 
services (such as ebooks, music, cloud 
services and advertisements) by overseas 
businesses to Japan is subject to Japanese 
consumption tax. Companies with a 
December fiscal year end has a filing 
obligation by 28 February 2018. 

Please watch this short video for more detail 
on the rules: 
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/vide
o/consumption-tax-return.html 
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2015年10月1日以後に行われる電子書籍・音楽・

広告の配信などの電気通信回線（インターネット

等）を介して行われる役務の提供を「電気通信利

用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が日

本の事業者・消費者に対して行われるものについて

は、国内、国外いずれから行われるものも国内取引

として消費税が課税されることとされています。 

特に国外事業者が日本の消費者に対して行うもの

については、日本における消費税の申告および納税

義務が国外事業者に課されることとなります。 

 下記リンクにて電気通信利用役務の提供の紹介

をしております。是非ご参照頂けますと幸いです。 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/vide 
o/consumption-tax-return.html 

 なお、12月決算の国外事業者の電気通信利用役

務の提供に関する申告および納税は免税事業者を

除き事業年度終了2ヵ月後となります（2017年12

月決算の場合、2018年2月末が申告及び納税

期限）。 

本件につきましてご質問などございましたら遠慮なくご

連絡ください。 
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＜個人情報の取り扱いについて＞ 

私どものクライアントの方々、過去にセミナーにお越し頂いた方々、または名刺交換をさせて頂いた方々に対して、皆様

に有益と思われる情報（会計、税務、法務、M&A, 人事関連トピックス ニュースやセミナーのご案内等）をお送りさせて

頂いております。皆様の個人情報は、業務上のご連絡のほか、こうした情報をお知らせする際に使用いたします。また、

プライスウォーターハウスクーパース（PwC）のグローバルネットワークに属するPwC各メンバーファーム、あるいはPwC以

外の第三者とセミナーを共催した場合は共催者と皆様の個人情報を共有させて頂く場合がございます。今後、私どもから

のニュースレターやセミナーのご案内等をご希望されない場合は、お手数ですが件名に「ホットライン登録解除希望」と

ご記入の上、japan@uk.pwc.comまでご連絡頂きますようお願い申し上げます。配信を停止し、また配信リストから削除い

たします。 

*尚、ホットラインへの登録を解除されますと、PwC LLP のジャパニーズ・ビジネス・ネットワークが発行する全てのニュ

ースレターおよびセミナー・イベントのご案内の配信も停止されますのでご注意ください。
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