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国家税務総局、財政部および税関総署は共同で、2016 年 10 月 14日付けで「税関特殊監督管理区域の企業に増値税一般納税人資
格を付与するパイロット展開に関する公告」（国家税務総局、財政部、税関総署公告 2016年第 65号、以下「65号公告」）を公布し、
試行区エリア（昆山総合保税区、蘇州工業園総合保税区、上海松江輸出加工区、河南鄭州輸出加工区、鄭州新鄭総合保税区、重慶
西永総合保税区、深セン塩田総合保税区）における企業が増値税一般納税人資格の認定基準を満たした（以下「パイロット企業」）場合
に、増値税一般納税人資格を付与することを規定し、パイロット企業の関連する税務上の取り扱いを明確にした。 

I 公布背景 

中国で 2012年から開始された「営業税から増値税（VAT）への移行改革（以下「営改増」）」は、段階的に実施する地域と領域を拡大
し、2016年 5月 1日から不動産業、建築業、金融サービス業、保険業、生活サービス業も対象業種に追加され、全業界と全国に適用さ
れ、営業税は廃止となった。 

しかし、営改増プログラムが全面的に拡大されたにも関わらず、税関の特殊監督管理区域内にある企業（以下「域内企業」）は未だに増値税
一般納税人資格が付与されていなかった。このため、営改増適用対象業種からサービスを受けた場合、仕入税額を控除できないという問題があ
った。域内の企業が役務提供に係る控除できない仕入税額を営業原価に計上する項目として下記が挙げられる。 

• 工場・建物テナント料：5％或いは 11％
• 支払役務費・サービス料：6％
• 建設・据付費：3％或いは 11％
• 各種保険料：6％
• 荷造運賃：11％

域内企業が区域外の中国企業から購入した貨物は通常保税扱いの状態である（区域外企業は既に輸出還付申告を実施済み）。また、域
内企業が生産または加工した製品を区域外の中国企業に販売（又は直販）するタイミングにおいて、区域外の中国企業の輸入貨物として輸
入申告を行う。このような、「両頭在内（原材料を国内から調達し完成品も国内で販売する）」という取引の場合、実務上、輸入税（関税な
ど）及び増値税コスト（貨物の還付率と課税率との差額）が発生する。 
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また、域内企業は現行の中国増値税政策に規制されているため、域内企業が区域外の中国企業から受注する場合でも増値税専用発票を発
行することもできずに加工賃などを含む製造費用などの 17％の税金を事実上自ら負担（或は区域外国内企業に転嫁）しなければならない。
これはコストの増加となり、中国市場を開拓する時の競争力も弱まる。さらには区域外の中国国内企業が顧客に区域内で生産・検品テストを経
た製品を輸出する場合にも域内企業の現行モデルでは直接輸出することもできない。 

上述のとおり、域内企業は一般納税人資格が付与されていないため、増値税控除を行なえない。また、現行の税制及び関税法によって域内企
業が生産能力と技術力を高めたとしても、前記による中国市場への参入障壁は存在する。このように、域内企業が一般納税人資格を取得でき
ないことにより業務開拓に支障が生じることを鑑み、国務院、税関総署及び税務総局は共同で 2015年より「税総函［2015］699号」、
「国発［2016］27号」など一連の政策を公布して、区域内の貿易・加工事業者企業に対し、一般納税人資格を付与する取り扱いについ
て、先行的な調査を実施した。 

その結果として、国家税務総局、財政部並びに税関総署は 65号公告を公布して、税関特殊監督管理区域の企業増値税一般納税人資格
認定を試行するため、昆山総合保税区、蘇州工業園総合保税区、上海松江輸出加工区、河南鄭州輸出加工区、鄭州新鄭総合保税区、
重慶西永総合保税区、深セン塩田総合保税区を最初のパイロット地域として決定した。なお、特段の定めがない限り、試行対象企業には区域
外の関税、増値税、消費税の各規定が適用される。これにより、域内企業は、国内販売及び中国産原材料の購買が便利となり、パイロット企
業にとっては、中国国内外の資源や市場を十分に利用して、業務モデルも変更できるため、営改増改革のメリットを充分に享受できると予想され
る。 

Ⅱ 65 号公告の主たる内容 

• 試行区域内（昆山総合保税区、蘇州工業園総合保税区、上海松江輸出加工区、河南鄭州輸出加工区、鄭州新鄭総合保税
区、重慶西永総合保税区、深セン塩田総合保税区）のパイロット企業に増値税一般納税人資格を付与する。 

• パイロット企業が貨物（監督管理区域の他のパイロット企業に販売する貨物を含む）を国内販売する場合、関連規定に基づいて増
値税専用発票を発行し、増値税及び消費税について申告・納付できる。 

• パイロット企業が区域外から貨物を購入する場合、増値税専用発票を請求して、必要な証憑として、増値税の仕入税額控除又は
輸出還付をすることができる。 

• パイロット企業の輸入貨物は引き続き保税政策を適用する。国内販売する貨物には保税貨物が含まれるか、又は加工していない保
税貨物を区域外に直接販売する場合、区域に入った際の保税貨物の状態に基づき、保税貨物の関税、増値税及び消費税を税関
に申告・納付し、かつ関連規定に従って遅延利息を追納する。 

• パイロット企業は自社用設備（機械設備、インフラ建設用設備及び事務用品）を輸入する場合、輸入税が一時免除される。上述
の一時免除の輸入税は当該自社用設備に関する税関監督管理期間により各年度に配分する。また、企業は毎年末に該当年度の
一時免除の輸入税について国内販売比率と国外販売比率によって輸入税額を配分する。そのうち国外販売分の輸入税を免除し、
国内販売分の輸入税を追徴する。 

• パイロット企業は貨物を輸出する場合、当該貨物が実際に出国されてから税金還付申請できる。 

Ⅲ 今後の影響 

65号公告に関連する管理弁法及び実施細則は未だに明確になっていない。しかし、これまでの規制の動向や積み重ねてきた実務経験を基
に、域内企業の関税及び税務に対する日常管理に影響をあてるであろう事項を下記にまとめた。 

パイロットプログラムへの参加の決定 

65号公告では、企業は、自主的に増値税一般納税人資格認定のパイロットプログラムを適用することができると定めている。パイロットプログラム
による税収政策は従来の区域内の保税政策と異なる。このため、企業は資格認定パイロットプログラムを適用ることで生じるメリット（例えば、中
国国内シェアの拡大、仕入税額控除可能）と、デメリット（増値税納付によって付加税金が増額、輸出還付申告の際の還付率と適用税率と
の差額）を十分に比較検討して、このプログラムを適用するか否かを総合的に決定する必要がある。 

パイロットプログラムを適用する企業は、税関の監督管理期間内にある免税輸入された自社用設備がある場合、国内外販売の割合に基づいて
輸入税金を追納しなければならないことに留意する必要がある。主に「両頭在外（原材料を国外購買し、完成品を国外販売する）」の取引を
行っている企業は現行の業務モデルのままのほうが良いという可能性も考えられる。 
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税関 

65 号公告によると、パイロットプログロムに参加する域内企業が貨物を輸出する場合、当該貨物が実際に出国（他の規制要件に合致する販
売活動を含む）してから、税金還付（又は免除）を申請できる。税務機関は、税関から届いた輸出入貨物通関申告書デジタル版と照合して
税金還付（又は免除）の手続きを行う。現在、域内企業が使用している税関関係手冊（H 類）システムに基づく出入国届出リストの管理
方法および相応する輸出入貿易モデルでは、国家税務局とデータ交換する場合、電子データは対象外となっている。このため、一般納税人資格
を取得した域内企業は、税関手冊（E 類）システム（国内企業の加工貿易プロセスに適用される税関電子手冊）が適用されるだろう。しか
し、現段階では、パイロットプログラムに参加しない域内企業は、継続して H 類手冊を適用することになる。 

なお、パイロットプログラムを実施した後は非保税貨物であっても税関特殊監督管理区域に出し入れすることが可能となる（税務処理上は国内
仕入若しくは販売と扱う）。このため、各地の特殊監督管理区域の非保税貨物の出入りに対する管理は強化されるだろう。 

税関手冊の切り替え 

パイロットプログラムの期間内は、保税区域内の保税原材料及び非保税原材料を同時に使用して、かつ一般的な加工貿易方式に基づき輸出
製品を生産する場合、税関の H 電子手冊（H-type logbook）から、E 電子手冊（E-type logbook）へ移行する段階で問題が生じる
可能性がある。これに関連する移行への切り替えではテクニカルサポートが必要となる。 

税務 

一方、域内企業のビジネスモデルは、区域外の中国企業より複雑かつ多様である。このため、パイロットプログラムを実施した後の企業の仕入・販
売モデルはさらに複雑になる（課税販売、免税販売、国外販売が並存するなど）可能性がある。このため、域内企業が一般納税人資格を取
得した後の上述の税務関連業務は、増値税リスク及び税務リスクコントロールにおけるコンプライアンス遵守に留意する必要がある。 

また、一般納税者に対する管理規制に従い、増値税の虚偽申告、申告漏れを防止するため、域内企業に保税業務及び非保税業務の業務
勘定、また対応する勘定科目の設定や手冊処理、各種領収書の発行及び税額試算、確定申告などあらゆる面で調整・改善を行い、万全なリ
スクコントロールシステムを構築して税務コンプライアンスを遵守しなければならない。

タックステクノロジー

域内のパイロット企業は、税務機関による一般納税人企業への増値税に係る内部統制、また増値税のデータ転送や事後管理要求に従い、税
務局のデータシステムに増値税に関する正確な資料や情報を開示しなければならない。保税業務と非保税業務が共存している場合、重点的に
審査される増値税項目は、申告表、資料パッケージ及び取引レベル別の詳細資料である。 

また、パイロット企業は、上述の新たな一連の業務環境から内部管理プロセスの設定と管理の規制要求に対応するため、税関及び税務の総合
的な管理計画を策定しなければならない。この計画にはパイロット企業の税務事項の詳細なワークプロセスの設計、さらに各内部情報システムデ 
ータに増値税管理要求を追加して、増値税一般納税人資格を取得した後の税関及び税務に対する新しい手続による管理上のコンプライアンス
要求を満たさなければならない。 

（BTMU 中国月報 2017 年 2 月号に掲載） 
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