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一一  

 

「「増増値値税税改改革革のの深深化化にに関関すするる政政策策ににつついいててのの公公告告」」  

（原文「关于深化增值税改革有关政策的公告」） 

財政部・税務総局・税関総署公告 2019 年第 39号、財政部・税務総局・税関総署 2019 年 3月 20日公布、2019 年

4月 1日施行 

 2019年 3月 5日付の政府活動報告
1
及び 2019年 3月 20日の国務院常務会議

2
において、企業の増値税の負担

の軽減政策が示された。これを受けて、税務総局は、2019年 3月 20日、「増値税改革の深化に関する政策について

の公告」（以下「本公告」という）を公布し、増値税の改革措置を具体に規定した。本公告の主な内容は以下のとおりで

ある。 

 

1. 増値税の税率等の調整 

本公告は、2019 年 4 月 1 日より、増値税の一般納税者に適用される増値税の税率の一部を下表のとおり引き下

げると共に、合わせて農産物の控除率及び輸出税還付率を調整した（一～四）。 

                                                      
1
 http://www.gov.cn/premier/2019-03/16/content_5374314.htm 

2
 http://www.gov.cn/premier/2019-03/20/content_5375468.htm 
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課税の対象 変更前 変更後 

増値税課税対象となる販売行為又は物品の輸入（現行16％の税率を適用しているもの） 税率：16％ 税率：13％ 

増値税課税対象となる販売行為又は物品の輸入（現行10％の税率を適用しているもの） 税率：10％ 税率：9％ 

農産物の購入（販売又は委託加工するための購入を除く） 控除率：10％ 控除率：9％ 

農産物の購入（販売又は委託加工するための購入） 控除率：12％ 控除率：10％ 

現行税率及び輸出税還付率が共に 16％の輸出物品・労務 還付率：16％ 還付率：13％ 

現行税率及び輸出税還付率が共に 10％の輸出物品・越境課税行為 還付率：10％ 還付率：9％ 

現行税率 13％の海外旅客税還付商品 還付率：13％ 還付率：11％ 

現行税率 9％の海外旅客税還付商品 還付率：9％ 還付率：8％ 

 

2. 仕入税額の控除の範囲の拡大 

従来、不動産又は建設中の不動産の取得に関する仕入税額は、2 年間に割り付ける形で売上税額から控除する
3

とされていたが、本公告は、2019年 4月 1日より、不動産又は建設中の不動産の取得に関する仕入税額を 2年間に

割り付けることは不要とした。これにより、不動産又は建設中の不動産の取得に関する仕入税額は当期において全

額控除をすることができるようになる。（五）。 

また、従来は仕入税額の控除ができないとされていた国内旅客運輸サービスの費用について、本公告は、航空

機・鉄道・自動車・船舶等の運賃に関する仕入税額を、売上税額から控除できるとした（六）。 

 

3. 仕入税額の追加控除制度の新設 

本公告によれば、2019 年 4 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日までの期間内に、生産・生活サービス業に従事する

納税者は、当期の仕入税額に 10％を加算して納税額から控除できるとされている（七）。ここでいう生産・生活サービ

ス業に従事する納税者とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス及び生活サービスを提供し、当該 4 つの

サービスに関連する売上が売上全体の 50％を超える納税者を指す（七の（一））。 

 

4. 増値税の期末控除留保税額の還付制度の試行 

本公告によれば、2019 年 4 月 1 日より、増値税の期末控除留保税額の還付制度（原文は「增值税期末留抵税额

退税制度」）を試行するとされている（八）。すなわち、次の条件を同時に満たした納税者は、控除留保税額の増加分
4

の還付を主管税務機関に申請することができる（八の（一））。 

①2019 年 4 月より、控除留保税額の増加分が 6 か月連続してプラスとなり、かつ 6 か月目の控除留保税額の増

加分が 50万元を下回っていないこと 

②納税者の納税信用等級が A級又は B級であること 

③税還付を申請する前の 36か月以内に、留保還付税金・輸出還付税金の騙取又は増値税専用インボイスの虚偽

発行を行ったことがないこと 

                                                      
3
 「営業税の増値税移行試行に関する事項についての規定」（本ニュースレターNo.223（2016年 5月 2日発行））1条 4号及び 2条 1号によれば、不動産の取

得に関する仕入税額は、2年間に割り付けて（1年目 60％、2年目 40％）控除しなければならないと規定されていた。 
4
 控除留保税額の増加分とは、2019年 3月末と比べて新たに増加した期末控除留保税額を指す（八の（二））。 
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④税還付を申請する前の 36か月以内に、脱税行為で 2回以上税務機関に処罰されたことがないこと 

⑤2019年 4月より、即時還付、後日還付を受けていないこと 

また、還付できる控除留保税額の増加分は、次の計算式で計算される（八の（三））。 

還付できる控除留保税額の増加分＝控除留保税額の増加分×仕入構成比例
5
×60％ 

（全 9条） 

二二  

  

「「非非居居住住者者個個人人及及びび住住所所をを有有ししなないい居居住住者者個個人人にに関関連連すするる個個人人所所得得税税政政策策ににつついいててのの公公告告」」  

（原文「关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告」） 

財政部・税務総局公告 2019 年 35号、財政部・税務総局 2019年 3月 14日公布、2019年 1月 1日施行 

  

2019年 1月 1日より施行された「個人所得税法（改正）」
6
においては、居住者個人の定義及び税額の計算等が改

正されたが、非居住者個人
7
及び住所がない居住者個人

8
に関する個人所得税の取り扱い、税の計算方法等は、不

明確であった。改正後の「個人所得税法」及び「個人所得税法実施条例」の実施に際し、財政部及び税務総局は、

「非居住者個人及び住所を有しない居住者個人に関連する個人所得税政策についての公告」（以下「本公告」）を公

布し、こうした点を明確にした。本公告は、中国で勤務する出向者及び出張者等の個人所得税を計算する上で、重要

であり、主な内容は、下記のとおりである。 

 

1. 所得源泉地について 

（1）賃金、給与所得の源泉地について 

個人が取得する中国国内（以下「国内」という）での勤務期間に対応する賃金、給与所得は、国内において取得す

る（国内源泉の）賃金、給与所得とする。国内での勤務期間は、個人の国内での勤務日数で計算される。 

住所のない個人は、①国内企業及び国外企業の職務を兼任し、又は国外企業の職務のみを有し、かつ②国内及

び国外で業務に従事する場合、取得した賃金、給与に対応する国内又は国外の勤務日数の当期の歴日数に占める

割合により、国内又は国外において取得する所得額を確定する（1条 1項）。賞与及び株式のインセンティブ所得の源

泉地についても、上述の原則に従って確定する（1条 2項）。 

 

（2）董事、監事及び高級管理職が取得する報酬の源泉地について 

国内企業の董事、監事及び高級管理職の職務を担当する個人（以下「高級管理職」と総称する）は、国内で勤務す

るか否かを問わず、国内企業が支払い又は負担する、董事報酬、監事報酬、賃金、給与その他の報酬を取得する場

合、当該所得は、国内での所得に該当する（1条 3項）。 

 

2. 住所を有しない個人の賃金、給与所得額の計算について 

住所を有しない個人（非高級管理職）の賃金、給与収入額の計算については、下表のとおりである（2 条 1 項、2

項）。 

                                                      
5
 仕入構成比例とは、2019年 4月より税還付の申請の前月までの控除済み増値税専用インボイス（自動車販売統一インボイスを含む）、税関輸入増値税専用

納付書、税金納付済み証憑に記載した増値税額が、同期の控除済みの仕入税額の全額に占める比率を指す（八の（三））。 
6
 本ニュースレターNo.289（2018年 11月 9日発行）をご参照ください。 

7
 「個人所得法（改正）」1条 2項によれば、中国国内に住所を有せず居住しない個人、又は住所を有せず一納税年度内の中国国内居住期間が累計で 183日

未満の個人を、非居住者個人とするとされている。「個人所得税法実施条例」2 条によれば、中国国内に住所を有するとは、戸籍、家庭、経済的利益の関係に

より中国国内に習慣的に滞在することをいうとされている。また、中国国内の居住期間を計算する際、中国国内の滞在時間が 24 時間となる場合、居住日数 1

日として数え、24時間未満の場合、居住日数として数えない（「中国国内に住所を有しない個人の居住期間判定基準に関する公告」2条）。 
8 「個人所得法（改正）」1条 1 項によれば、中国国内に住所を有する個人、又は住所を有しないが一納税年度内の中国国内居住期間が累計で満 183 日に達

する個人を、居住者個人とするとされている。 
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居住者・

非居住者 

国内での累

計居住期間

（一納税年

度内） 

国内勤務 国外勤務 

当月の賃金給与収入額の計算式 

国内企

業の支

払また

は負担 

国外企

業の支

払また

は負担 

国内企

業の支

払また

は負担 

国外企

業の支

払また

は負担 

非居住者 

90日未満 課税 非課税 非課税 非課税 

当月賃金、給与収入額＝ 

当月の国内外での賃金、給与総額 

×当月国内で支払われた賃金、給与所得額／

当月国内外で支払われた賃金、給与所得額 

×当月の国内の勤務日数／当月の歴日数 

（計算式一） 

90 日以上

183日未満 
課税 課税 非課税 非課税 

当月賃金、給与収入額＝ 

当月の国内外での賃金、給与総額 

×当月の国内の勤務日数／当月の歴日数 

（計算式二） 

居住者 

183 日以上

の年度が連

続 6 年
9
未

満、または

連続して満 6

年であるが1

回の出国が

30 日を超え

る年度あり 

課税 課税 課税 非課税 

当月賃金、給与収入額＝ 

当月の国内外での賃金、給与総額 

×（1－当月国外で支払われた賃金、給与総額

／当月国内外で支払われた賃金、給与総額×

当月の国外の勤務日数／当月の歴日数） 

（計算式三） 

183 日以上

の年度が連

続して満 6

年で、かつ

いずれの年

度でも 1 回

の出国が 30

日を超えな

い 

課税 課税 課税 課税 国内外で取得するすべての賃金、給与所得 

 

高級管理職である場合、住所を有しない個人の賃金、給与収入額の計算については、下表のとおりである（2 条 3

項）。 

 

居住者・

非居住者 

国内での累

計居住期間

（一納税年

度内） 

国内勤務 国外勤務 

当月の賃金、給与収入額の計算式 

国内企

業の支

払また

は負担 

国外企

業の支

払また

は負担 

国内企

業の支

払また

は負担 

国外企

業の支

払また

は負担 

非居住者

（高級 

管理職） 

90日未満 課税 非課税 課税 非課税 当月国内で支払われた賃金、給与所得額 

90日以上

183日未満 
課税 課税 課税 非課税 計算式三のとおり 

居住者

（高級 

管理職） 

居住者（非高級管理職）と同じ 

 

3. 住所を有しない個人の個人所得税額の計算について 

（1）住所を有しない居住者の納税額の計算について 

                                                      
9
 「中国国内に住所を有しない個人の居住期間判定基準に関する公告」1条 2項によれば、この 6年は 2019年から起算する。 
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住所を有しない居住者個人は、総合所得により計算を行う。年度終了後、年度ごとにで個人所得税を計算する。年

度総合所得の納税額の計算式は、下記のとおりである（3 条 1項）。 

年度総合所得の納税額＝（年度賃金、給与収入額＋労務報酬収入額＋原稿報酬収入額＋ライセンス使用料収入

額－控除費用－特別控除－特別付加控除－法により確定されるその他の控除）×適用税率－速算控除額 

 

（2）非居住者の納税額の計算について 

非居住者個人が当月の賃金給与を取得した場合、本公告 2 条の規定に従って当月の収入額を計算する。その収

入額から「個人所得税法」に規定された費用を控除した後の残高を課税所得額とし、本公告に添付する月次換算後

の総合所得税率表に従って納税額を計算する（3条 2項 1号）。 

非居住者個人が 1か月の間に賞与又は株式インセンティブ所得を取得した場合、当月のその他の賃金給与と一括

して計算せず、単独で本公告 2条の規定に従って収入額を計算し、かつ 6か月に分割して費用を控除せずに月次換

算後の総合所得税率表に従って納税額を計算する（3条 2項 1号、3号）。 

 

4. その他 

上記のほか、本公告は、住所を有しない個人の租税条約の適用（4 条）、その納税年度内の初回申告における国

内居住期間の概算、国内企業によって支払われるべき賃金、給与を国外関連会社が支払う場合の源泉徴収又は報

告（5条）、及び関連法令、条項の廃止（6条）についても定めている。 

（全 6条） 

三三  

 

「「多多国国籍籍企企業業ククロロススボボーーダダーー資資金金集集中中運運営営管管理理規規則則」」 

（原文「跨国公司跨境资金集中运营管理规定」） 

匯発[2019]7号、国家外貨管理局 2019年 3月 15日公布、同日施行 

 国家外貨管理局は、2019年3月15日、多国籍企業クロスボーダー資金集中運営管理規則（以下「本規則」という）

を公布した。本規則は、同日施行された。 

クロスボーダー資金集中運営管理とは、中国内外のグループ企業が行う、対外借入れ、対外貸付け、対外取引の

決算等を、主幹企業（グループ企業の中から、クロスボーダー資金集中管理の実施等のために指定される中国国内

企業）が銀行に開設した国内主口座を通じて集中して行うことを指す（2条、3条）。クロスボーダー資金集中運営管理

10
については、従前、「クロスボーダー企業外貨資金集中運営管理規則」（外貨管理局令 2015 年 36 号。以下「旧規

則」という）が存在した。本規則は、旧規則の内容を修正するものである。主な修正内容は以下の通りである。 

 

1. 人民元と外貨の統一管理を可能としたこと 

旧規則では、クロスボーダー資金集中管理のため、国際「外貨」資金主口座を開設するものとされており、資金集

中管理の対象は外貨に限定されていた。人民元の資金集中運営管理については、人民銀行の管轄に服し、外貨と

人民元それぞれの資金集中管理につき、異なる規制が定められていた。 

本規則では、国内資金主口座は、複数の種類の貨幣（人民元を含む）とすることができるとされている（28 条）。こ

のため、人民元と外貨につき、一括してクロスボーダー資金集中運営管理の対象とすることができることになった。 
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 クロスボーダー資金集中運営管理の参加者の条件について、従来とおり、参加の中国国内企業の合計前年度人民元及び外貨の国際収支の規模を１億米

ドルを超えなければならないこと等が定められている（5 条）。また、従来とおり、金融機構（財務会社が主幹企業をする場合を除く）、地方政府の融資プラット

フォーム及び不動産企業は、クロスボーダー資金集中運営管理の主幹企業又は参加企業になってはならない。（2条） 
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2. 外債等の登記手続の簡素化 

旧規則下では、対外借入れの実施や返済時及び、対外貸付けの実施や回収時においては、別途外貨管理局に赴

き外債登記及び国外貸付限度額の登記を行う必要があった。 

本規則においては、集中対外借入れ、集中対外貸付けのそれぞれにつき、主幹企業がクロスボーダー資金集中

運営管理申請を行った際に、主幹企業の所在地の外貨管理局は、情報システムにおいて、限度額につき、一回のみ

の外債登記及び国外貸付限度額の登記を行うものとされた（18 条、23 条）。主幹企業は、対外借入れの実施や返済

時及び、対外貸付けの実施や回収時においては、別途外貨管理局に赴き外債登記及び国外貸付限度額の登記を行

う必要はないとされている。 

（全 44条） 

ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

   

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

  

ⅥⅥ  そそのの他他 
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