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 国務院、財政部、国家税務総局、税関総署が公表された新たな増値税政策及び実施細則は、中国の増値税政策をOECDの原則により
適合させた。これらの動向は企業に利益をもたらし、企業全体の税負担を軽減し、政府が業界の経済活力を高めるための着実な一歩となった。 
 政策発表の経緯を振り返ると、2019年 3月 5日の政府活動報告で現行適用されている 16%の増値税率を 13%に、10%の増値税率
を 9%に引き下げることを公布した。また、李克強首相は、上述の税率が 4月 1日から発効することを明らかにした。 
 国務院が 2019年 3月 20日に実施した常務会議決議に基づき、財政部、国家税務総局及び税関総署は共同で 2019年 3月 21日
に 39号公告を公布し、また、国家税務総局は 14号公告と 15号公告を公布した。これらの新政策は、中国が長年にわたって国際的な増値
税の先進的実務経験を実践する過程で獲得した重要な進歩と言える。また、増値税率の引き下げに加えて、新たな仕入税額控除範囲、留保
税額増額の還付、発票発行の引継ぎ、確定申告などのコンプライアンス問題について明確にした。具体的には以下のとおりである。 
 -増値税期末留保税額還付の試行。 
 -特定業界に対する 10％の仕入税額追加控除。 
 -税率変動に応じた輸出増値税還付率と農産品控除率の調整。 
 -不動産の取得又は不動産に係る建設仮勘定の仕入税額の一括控除。  
 -中国国内旅客運送サービスを控除範囲に含める。  
 具体的な措置について以下に検討する。 
 
1．増値税期末留保税額還付 
 
 長年にわたって、中国増値税制度の主な特徴として、増値税仕入税額の期末留保税額の還付が申請できなかった（ゼロ税率を適用する輸
出業務を除く）。このため、増値税期末留保税額はただ翌期に繰り越して将来の申告期間に増値税売上税額を控除するしかなかった。本店
又は支店における多額の使用不能な増値税仕入税の留保税額を避けるため、複雑なタックスプランニングが必要であった。これにより、企業の設
立初期と発展段階においてキャッシュ・フロー問題も発生する可能性があった。 
 2019年第 39号公告によると、2019年 4月 1日より増値税期末留保税額還付制度を試行する。主な留保税額増額の還付に関する
制限は下記のとおりである。 
 -2019年 4月の申告期間から 6 か月連続（四半期ごとに申告納税する場合、2四半期連続）で留保税額増額がプラスで、且つ 6 か月
目の留保税額増加額が 50万元を下回らない場合（留保税額増額とは、2019年 3月末と比べて新たに増加する期末留保税額をい
う）。 

 -納税信用格付けが A又は B である場合。 
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 -税金の還付申請前の 36 か月の間で留保税額還付金と輸出還付金の詐取、増値税専用発票の虚偽発行、又は脱税によって税務機関に
2回以上処罰されたことがない場合。 

 -2019年 4月 1日から即徴即退、先徴後返（退）政策（「即徴即退」とは徴収したものを即時返還すること、「先徴後返（退）」とは、
先に規定通り納税し、後で払い戻すことをいう。）を享受しない場合。 

 -税金の還付は 2019年 4月 1日から増加した留保税額についてのみを対象とする。したがって、2019年 4月 1日以前の増値税留保税
額は事実上還付されない。 

 -納税者の当期還付可能な留保税額増額は、「留保税額増額 x当期仕入税額の構成比率 x 60%」とする。仕入税額の構成比率は、
2019年 4月から税金還付申請前までの申告期間の間に控除済み増値税専用発票（自動車販売統一発票を含む）、税関輸入増値
税専用納付書、源泉徴収納税証明書に明記された増値税額が同期間の控除済み仕入税額に占める割合である。 

 これは中国政府が初めて出した増値税留保税額還付の「試行」案ではない。 
 また、中国は他の諸国と異なり、現在外国企業の増値税納税者の登録を許可しておらず、発生した原価費用に対応する仕入税額の控除又
は還付も許可していない。したがって、中国の増値税制度と OECDの原則は依然として一定の差異がある。 
 
2．仕入税額の追加控除 
 
 現在、他の諸国に増値税仕入税額追加控除政策の先例はないが、39号公告によると、2019年 4月 1日から 2021年 12月 31日ま
で、生産・生活サービス業の納税者は当期控除可能な仕入税額を 10%加算して追加控除することが認められる。生産・生活サービスには下
記が含まれる。 

-郵政サービス 
-電気通信サービス 
-現代サービス（研究開発と技術サービス、情報技術サービス、文化創意サービス、物流支援サービス、賃貸サービス、認証コンサルティングサ
ービス、放送映像サービス及びビジネス支援サービスなどを含む） 
-生活サービス（文化スポーツサービス、教育医療サービス、旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス及び住民日常サービスなどを含む） 

 なお、仕入税額の追加控除政策は、生産業者、卸売及び小売業者、加工修理補修役務提供業者、交通運送サービス業者、建築サービス
業者、金融サービス業者、不動産販売及び無形資産販売業者には適用されない。 
 また、39号公告は、追加控除政策の適用方法について下記一連の規定を設けた。 

-納税者が生産・生活サービス業で得た売上高は売上高総額の 50％以上を占めるなければならない。 
-2019年 3月 31日以前に設立した納税者は、2018年 4月から 2019年 3月までの期間の売上高（経営期間が 12か月未満の場
合は、実経営期間における売上高とする）について判断する。また、2019年 4月 1日以降に設立したる納税者は、設立日からの 3 か月
間の売上高について判断する。 
-追加控除額の具体的な計上方法及び繰越方法。 
-納税者の商品・サービス輸出、越境課税対象行為は追加控除政策を適用しない。 

 追加控除政策の関連業界への影響は、利益水準と仕入構造によって決まる。理論的に言えば、仮に税率 6%を適用した場合、企業の仕入
活動の半分が増値税課税対象となり、追加控除により当該企業の増値税実効税率が 0.5%低下する可能性がある。管理を容易にするた
め、納税者は専門帳簿を設置して追加控除額の計上と繰越を記録する必要がある。 
 
3．増値税還付率の調整 
 
 中国増値税制度独自の特徴は、商品輸出について増値税はゼロ税率が適用されるが、「ゼロ税率」の概念が国際的に用いられる増値税用
語の意味と異なる。特に商品の輸出においては売上税額を支払う必要がないが、輸出業者は関連コスト（例えば、輸出商品の生産に必要な
原材料とその他消耗品） について仕入税額全額控除を申請できない可能性がある。還付率は、商品に適用される HS コードに基づいて決定
される。 
 還付率は、広範な原則を反映している。つまり、政府は、生産過程で汚染物質を生成する輸出商品に比べて、輸出を奨励する製品に全額で
の又はより高い還付率を得る資格を与えている。 
 増値税率の引き下げに伴い、政府は関連の増値税還付率を調整した。2019 年 4月 1日以前及び以降の増値税還付率は下記のとおり
である。 
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期間 増値税還付率 

2019 年 4 月 1 日以前 0% 5% 6% 10% 13% 16% 

2019 年 4 月 1 日以降 0% 5% 6% 9% 13% 13% 

 
 移行期間の問題を解消するため、2019年 6月 30日までは具体的な状況に基づき購入時に適用される（より高い）増値税率によって増
値税還付率を決定することができる。 
 
4．不動産又は不動産に係る建設仮勘定の仕入税額の一括控除 
 
 39号公告によると、増値税一般納税者が取得した不動産又は不動産に係る建設仮勘定の仕入税額を、2年に分けて売上税額から控除
する制度は廃止される。 その代わり、増値税課税行為のために取得した不動産又は不動産に係る建設仮勘定の仕入税額は一括控除でき
る。また、移行期間に関する規定として、新政策の発効時の当該未控除の仕入税額残高は 2019年 4月の申告期間より売上税額から控除
することができる。 
 また、14号公告は、不動産の「用途変更」について規定し不動産の実際の用途と予定されていた用途が異なる場合、必要に応じて仕入税
額を調整しなければならないことを規定している。 
 
5．中国国内旅客運送サービスを控除範囲に含めることの企業に対する影響 
 
 39号公告によると、納税者が購入した国内旅客運送サービスに関する仕入税額は、売上税額から控除することができる。つまり、2019年 4
月 1日より、企業が国内の航空、鉄道及び道路、水路輸送サービス（増値税専用発票、増値税電子普通発票、旅客身分情報を含む証憑
の取得）を利用した場合にも、その費用に関連した仕入税額を控除することができる。 
 これらの変更は出張旅費に大きな影響を与えるであろう。特に、増値税一般納税者として登録している企業は、従業員の出張の際に旅客運
送に関する増値税専用発票及びその他の仕入税額を計算・控除できる証憑を取得しなければならない。 
 企業は、交通輸送サービスプロバイダと契約を直接締結する（増値税専用発票の発行を容易にするため）などの対応策を講じることもでき
る。 
 新政策は、その他の仕入税額を計算・控除できる証憑（増値税電子普通発票、旅客注文確認書、鉄道乗車券或いは他の類似したチケッ
トなど）の使用を認めている。もし、交通輸送サービスプロバイダが発票システムをアップグレードさせて増値税専用発票の発行をサポートできれ
ば、上述の証憑に依存するというような状況は少なくなるであろう。 
 企業は、下記の項目を区別するため、システムとプロセスをアップグレードする必要がある。 

-国際輸送（増値税免除）と国内輸送 
-業務目的による出張旅費と福祉に該当する個人旅費 

 これらの変更は、旅行会社や交通輸送サービスプロバイダに影響を与えるであろう。特に、多くの旅行会社は、顧客のニーズに応じて「旅行会社
の差額」方法又は「転売」方法を選定して増値税を計算して増値税発票を発行する。新政策では今後、輸送サービスの調達や手配において
「旅行会社の差額」の方法を採用した場合、旅行会社にとっての優位性が得られなくなる。また、交通輸送サービスプロバイダは、顧客に発票を
発行するためにシステムとプロセスをアップグレードする必要があるが、顧客にその他の仕入税額を計算・控除できる証憑を提供する場合、当該証
憑に旅客身分情報が含まれていることを保証しなければならない。 
 
まとめと今後の展望 
 
 政府活動報告で言及された措置及び 39号公告は、中国企業に大きな利益をもたらす。39号公告に加えて、企業の準備作業を順調に完
了させるために移行期間における増値税の発票発行及び確定申告に関する政策も公布された。優遇政策を最大限に活用してコンプライアンス・
リスクを軽減させるため、企業は新政策の円滑な遂行を図るために契約、会計処理、ビジネス・システム及び社内プロセスのレビュー・調整を短期
間のうちに完了しなければならない。 
 今回の税率引下げは、中国の増値税改革の新たな一歩となるだろう。政府活動報告によると、現行の 3 税率区分の増値税率（即ち、今回
改正後の増値税率6%、9%、13%）は、今後徐々に 2税率区分の増値税率に簡素化される予定である。2019年から2020年にかけて、
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現行の増値税暫定条例及び営業税から増値税への移行改革に関する試行政策などは増値税法に統合される。中国政府は、増値税法の立
法において、どの程度まで増値税改革を推進し、かつOECDの 増値税基本原則に歩み寄るかが注目される。 
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