
Q14. Cancellation of registration   

We are a corporation with a fiscal year ending in March, and we were registered as qualified invoicing 

business on October 1, 2023, but we would like to cancel our registration on April 1, 2026. How can 

we cancel registration? 

登録の取りやめ 

当社は３月決算法人であり、令和５年 10 月１日に適格請求書発行事業者の登録を受けていまし

たが、令和８年４月１日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。この

場合、どのような手続が必要ですか。 

 

A14. A qualified invoice business may cancel its registration as a qualified invoice business by 

submitting a “ written request for cancellation of registration as a qualified invoice business” to the 

district director having jurisdiction over the place of tax payment. 

In this case, as a general rule, the registration will lose its effect on the first day of the taxable period 

following the taxable period that includes the day on which the Notification of Cancellation of 

Registration is submitted. 

However, if the registration cancellation notification is submitted between the 30th day prior to the 

last day of the taxable period that includes the date of submission of the notification and the last day 

of the taxable period, the registration will lose its effect on the first day of the second taxable period 

following the taxable period that includes the date of submission of the notification. 

Therefore, in case of your question, it is necessary to submit a registration cancellation notification 

by March 1, 2026. 

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取

消しを求める旨の届出書」（以下「登録取消届出書」といいます。）を提出することにより、適格請

求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。 

なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税

期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 

ただし、登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して 30 日前の日から、

その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課

税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 

したがって、ご質問の場合については、令和８年３月１日までに登録取消届出書を提出する

必要があります。 

 

(Example 1) A corporation (with a fiscal year ending in March) that isa qualified invoicing business 

operator submits a notification of cancellation of registration on February 1, 2025. 

（例１） 適格請求書発行事業者である法人（３月決算）が令和７年２月１日に登録取消届

出書を提出した場合 



 

(Example 2) A corporation that is a qualified invoice business ( whose fiscal year ends in March) 

submits a notification of cancellation of registration on March 15, 2025 

（例２） 適格請求書発行事業者である法人（３月決算）が令和７年３月 15 日に登録取消届

出書を提出した場合（届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して 

30 日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合） 

 

 

(Reference) For business that have submitted a taxation election notification, in order to apply the 

business tax exemption point system for the taxable period after the registration as a qualified 

invoicing business loses effect, for reasons such as taxable sales of 10 million yen or less in the base 

period, it is necessary to submit a “Notification of Non-application of the Consumption tax exemption 

point system” by the day before the first day of the taxable period for which the exemption is sought. 

For example, in the case of Example 1 above, it is necessary to submit a “ Notification of Non-

application of Consumption tax Exemption Point System” between February 1, 2025 and March 31, 

2025.   

（参考）課税選択届出書を提出している事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録の効力が

失われた後の課税期間について、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であるなどの理由によ



り事業者免税点制度の適用を受ける（免税事業者となる）ためには、適用を受けようとする課税

期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。 

例えば、上記例１の場合（課税選択届出書を提出している法人の場合）、令和８年３月期について事

業者免税点制度の適用を受けるためには、登録取消届出書を提出した令和 ７年２月１日から令和

７年３月 31 日までの間に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。 

 


