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国際的な先進的実務経験に沿って歩む中国の増値税改革 

背景 

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。な

お、2019年KPMGチャイナタックスアラート第8回では、これらの変更について全面

的に分析している。 

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して2019年3月21日に39号公告を公布し、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、新しい仕入税額控除範囲、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。 

本アラートの分析対象法規： 

 財政部、税務総局、税

関総署公告2019年第

39号「増値税改革の

深化にかかる関連政策
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- 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。 

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。 

- 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、現在に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
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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。 

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。 

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での意味と異なる。
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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。 
 

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。 

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は、2年に分けて売上税額から控除する制度は廃止される。 

その代わりに、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。 

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
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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 

- 業務目的の出張旅費と社員旅行など福利関連の旅費 

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 

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。 

KPMGの支援サービス 

貴社が今回の増値税改正に伴うサポートをご希望される場合には、KPMGの増値

税チーム又は税務コンサルティングチームまで、お気軽にご連絡ください。 



お問合せ先 
 

華北地域  

Morimoto Tadashi  森本 雅 

Partner  パートナー 

Email: tadashi.morimoto@kpmg.com 

Tel: +86 (10) 8508 5889 
 

Matsuda Kensuke 松田 健輔 

Director  ディレクター 

Email: kensuke.matsuda@kpmg.com 

Tel: +86 (10) 8508 7034 

 

Li Lisa 李輝 

Director  ディレクター 

Email: lisa.h.li@kpmg.com 

Tel: +86 (10) 8508 7638 

 

 
 

華中・華東地域 

 

Hirasawa Naoko  平澤 尚子 

Partner  パートナー 

Email: naoko.hirasawa@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 3098 

 

Xu Jie 徐潔 

Partner  パートナー 

Email: jie.xu@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 3678 

 

Wang Zhewei 王哲蔚 

Partner  パートナー 

Email: zhewei.wang@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 2717 

 

 

Hayashida Hironori 林田 弘徳 

Partner  パートナー 

Email: hironori.hayashida@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 2286 
 

Mokuta Masakazu 杢田 正和 

Director  ディレクター 

Email: masakazu.mokuta@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 2247 
 

華南地域 

 

Inanaga Shigeru  稲永 繁 

Partner  パートナー 

Email: shigeru.inanaga@kpmg.com 

Tel: +86 (20) 3813 8109 

 

Chen Vivian  陳蔚 

Partner  パートナー 

Email: vivian.w.chen@kpmg.com 

Tel: +86 (755) 2547 1198  
 

 

 

mailto:.h.li@kpmg.com
tel:+86%20(10)%208508%207610
mailto:naoko.hirasawa@kpmg.com
tel:+86%20(10)%208508%207610
mailto:jie.xu@kpmg.com
mailto:vivian.w.chen@kpmg.com

