
消費税の問題（新版）

すぐる学習会

近い将来に，消費税が８％から１０％にアップします。
このプリントで，消費税に関する問題を練習して，しっかり対策をしておきましょう。
なお，消費税の計算では１円未満があるときは，ふつう切り捨てをします。

問題 1 消費税が８％のとき，品物の値段が３４７円なら，支払う金額は何円ですか。

問題 2 消費税が１０％のとき，品物の値段が５６８円なら，支払う金額は何円ですか。

問題 3 消費税が８％のとき，支払った金額が４００円なら，品物の値段は何円ですか。

問題 4 消費税が１０％のとき，支払った金額が１２３０円なら，品物の値段は何円ですか。

問題 5 太郎君のお父さんは，３０００万円の家を買うことにしました。消費税が８％と１０％では，支
払う金額に何円の差が出ますか。

問題 6 消費税が８％のとき，支払った金額が９５２円なら，消費税が１０％になったら，何円を支
払うことになりますか。

問題 7 消費税が８％のとき，消費税が４円となるような品物の値段は，何円から何円までです
か。

問題 8 消費税が１０％のとき，消費税が８０円となるような品物の値段は，何円から何円までです
か。

問題 9 消費税が８％でも１０％でも，支払う金額が同じになる品物の値段のうち，一番高いものを
答えなさい。

問題 10 消費税が８％のとき，品物の値段が１２円ならば支払う金額は１２円で，値段が１３円のと
き支払う金額は１４円です。したがって，何を買っても１３円を支払うことはありません。このよう
な支払うことのない金額のうち，２００円にもっとも近いものを答えなさい。

問題 11 消費税が１０％のとき，品物の値段が９円ならば支払う金額は９円で，値段が１０円のと
き支払う金額は１１円です。したがって，何を買っても１０円を支払うことはありません。このよう
な支払うことのない金額のうち，３００円にもっとも近いものを答えなさい。

問題 12 消費税が８％でも１０％でも支払うことのない金額のうち，最も安いものを答えなさい。



消費税の問題（新版）・解答用紙
すぐる学習会
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消費税の問題（新版）・解答と解説
すぐる学習会

問題 1 消費税が８％なら，品物の値段の８％増しの金額を支払わなければならない。
８％増し＝１.０８倍だから，３４７×１.０８＝３７４.７６（円）
１円未満は切り捨てるので，３７４円。

答え( ３７４ )円
問題 2 消費税が１０％なら，品物の値段の１０％増しの金額を支払わなければならない。

１０％増し＝１.１倍だから，５６８×１.１＝６２４.８（円）
１円未満は切り捨てるので，６２４円。

答え( ６２４ )円
問題 3 ×１.０８＝４００ ＝４００÷１.０８＝３７０.３…

３７０円だったら，３７０×１.０８＝３９９.６（円）となり，切り捨てすると３９９円になってしまう。
３７１円だったら，３７１×１.０８＝４００.６８（円）となり，切り捨てで４００円になりＯＫ。
要するに，逆算の場合は切り上げすればよいということ。

答え( ３７１ )円
問題 4 ×１.１＝１２３０ ＝１２３０÷１.１＝１１１８.１…

問題 3 と同じく，切り上げすればよいから，品物の値段は１１１９円。

答え( １１１９ )円
問題 5 ８％なら，３０００万×１.０８＝３２４０万。１０％なら，３０００万×１.１＝３３００万。

３３００万－３２４０万＝６０万。
３０００万×（０.１－０.０８）＝６０万 でもＯＫ。

答え( ６０万 )円
問題 6 ×１.０８＝９５２ ＝９５２÷１.０８＝８８１.４…

問題 3 と同じく，切り上げすればよいから，品物の値段は８８２円。
消費税が１０％だと，８８２×１.１＝９７０.２… → ９７０円。

答え( ９７０ )円
問題 7 ４円が８％にあたるので，４÷０.０８＝５０（円）が品物の値段。

５円になるのは，５÷０.０８＝６２.５ → ６３（円）から。
よって，５０円から，６３円の直前の６２円までが，消費税が４円になる。

答え( ５０ )円から( ６２ )円
問題 8 ８０円が１０％にあたるので，８０÷０.１＝８００（円）が品物の値段。

８１円になるのは，８１÷０.１＝８１０（円）から。
よって，８００円から，８１０円の直前の８０９円までが，消費税が８０円になる。

答え( ８００ )円から( ８０９ )円



消費税の問題（新版）・解答と解説
問題 9 まず，消費税が１円になるような品物の値段を，８％と１０％の場合に分けて求める。

８％の場合…１÷０.０８＝１２.５（円）から，２÷０.０８＝２５（円）の直前の２４円まで。
１０％の場合…１÷０.１＝１０（円）から，２÷０.１＝２０（円）の直前の１９円まで。
よって，８％と１０％のどちらにしても消費税が１円な

のは，右の図のように，１３円から１９円までになる。
次に，消費税が２円になるような品物の値段を求める。
８％の場合… ２÷０.０８＝２５（円）から，

３÷０.０８＝３７.５（円）の直前の３７円まで。
１０％の場合… ２÷０.１＝２０（円）から，３÷０.１＝３０（円）の直前の２９円まで。
よって，８％と１０％のどちらにしても消費税が２円なのは，２５円から２９円まで。
同じようにして，消費税が３円になるような品物の値段も求めると（式は省略），

８％の場合は３８（円）から４９円まで。１０％の場合は３０（円）から３９円まで。
よって，８％と１０％のどちらにしても消費税が３円なのは，３８円から３９円まで。
消費税が４円になるような品物の値段も求めると（式は省略），

８％の場合は５０円から６２円まで。１０％の場合は４０円から４９円まで。
よって，消費税が４円になるような品物の値段はありえない。
よって，一番高い値段は３９円になる。 答え( ３９ )円

問題 10 品物の値段が２４円ならば，支払う金額は ２４×１.０８＝２５.９２ → ２５円。
品物の値段が２５円ならば，支払う金額は ２５×１.０８＝２７円。
よって，２６円を支払うことはありえない。
同様に考えると支払うことがありえない金額は，次の２つの等差数列のいずれか。，
ア １３，４０，６７，９４，…
イ ２６，５３，８０，１０７，…

いまは，２００にもっとも近いものを求める問題だった。
ア １３＋２７×（Ｎ－１）＝２００ とすると，Ｎ＝７.９…

四捨五入して，Ｎ＝８だから，１３＋２７×（８－１）＝２０２
イ ２６＋２７×（Ｎ－１）＝２００ とすると，Ｎ＝７.４…

四捨五入して，Ｎ＝７だから，２６＋２７×（７－１）＝１８８
２０２と１８８のうち，２００に近いのは２０２。 答え( ２０２ )円

問題 11 品物の値段が１９円ならば，支払う金額は １９×１.１＝２０.９ → ２０円。
品物の値段が２０円ならば，支払う金額は ２０×１.１＝２２円。
よって，２１円を支払うことはありえない。
同様に考えると支払うことがありえない金額は，１０，２１，３２，４３，…という等差数列。
いまは，３００にもっとも近いものを求める問題だった。
等差数列のＮ番目の公式は，はじめ＋ふえる数×（Ｎ－１） だから，
１０＋１１×（Ｎ－１）＝３００ とすると，Ｎ＝２７.３… 四捨五入して，Ｎ＝２７
よって，３００にもっとも近いのは，数列の２７番目になり，１０＋１１×（２７－１）＝２９６

答え( ２９６ )円
問題 12 問題 10 で，消費税が８％の場合に支払うことがありえない金額は，

ア １３，４０，６７，９４，１２１，１４８，１７５，…
イ ２６，５３，８０，１０７，１３４，１６１，１８８，… の，いずれかであることがわかった。
問題 11 で，消費税が１０％の場合に支払うことがありえない金額は，

１０，２１，３２，４３，５４，６５，７６，８７，９８，１０９，１２０，１３１，１４２，１５３，１６４，１７５…
であることがわかった。
問題 10 と 問題 11 のどちらの数列にも，１７５が登場しているので，

最も安い金額は１７５円であることがわかった。
答え( １７５ )円
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消費税の問題（新版）・要点のまとめ
すぐる学習会

消費税が ８％の場合 … 支払う金額＝品物の値段×１.０８
消費税が１０％の場合 … 支払う金額＝品物の値段×１.１

消費税の計算で１円未満があるときは，ふつう切り捨てをする。

消費税が８％でも１０％でも，支払う金額が同じになる品物の値段は，一番高くて３９円。
（答えを覚えるだけでなく，考え方を理解しておくこと。）

消費税が８％のとき，支払うことのない金額は，次の２種類。
ア １３，４０，６７，９４，１２１，…
（２７で割ると１３あまる数）

イ ２６，５３，８０，１０７，１３４，…
（２７で割ると２６あまる数）

消費税が１０％のとき，支払うことのない金額は，１０，２１，３２，４３，…
（１１で割ると１０あまる数）

消費税が８％でも１０％でも，支払うことのない金額は，一番安くて１７５円。（次に安い
金額は，２９６円。）


