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支援政策を活用し、共に新型コロナウイルス感染問題の難関を克服 
 

背景 

2020年年初、新型コロナウイルス性肺炎の感染が中国全土で急速に拡大してお
り、現在、中国の社会全体は一丸となって協力し合い、この感染問題と戦ってい
ます（※以下、‟感染”の表記は新型コロナウイルスへの感染を指します）。感染
の予防・抑制及び企業の出勤再開への利便性を図り、新型コロナウイルス性肺
炎の拡大による悪影響をできる限り軽減することを目指し、各レベルの政府機関
は、中央政府の一貫したリーダーシップの下、この特殊な時期に対応する一連の
特別政策を打ち出しました。 

企業と個人が上述の特別政策を適切に適用可能とするよう、KPMGは、感染の
予防・抑制に関する現行の全国的な税務政策、国務院と地方政府機関が最近
公布した物資供給の確保措置、及び生産や経営が困難となっている企業向けの
支援政策を整理し、納税者が注意すべき税務上の問題点（適用にさらに詳細
が必要である点）をまとめました。 

主な内容 

中央政府の財務・税務優遇政策 

1. 納税と税関申告期限について 

• 2020年 2月の納税申告期限は 2月 24日まで延長され、一部の地域
では感染問題の状況に応じて、更なる延長をすることができるる。 

• 感染問題の影響レベルが重篤な地域の納税者、源泉徴収義務者は法
規に従って、再延長を申請することができる。 

2020 年 1 月に申告した「税関徴税納付書」については、その電子支払
い完了期限を 2月 24日までとすることができる。2月 3日から各地域の
政府機関が公表した出勤再開日までの間に納付締切日が設定されてい
る税金納付書については、出勤再開日から 15日以内に納付することとす
る。 

（中国税務速報） 
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本アラートの分析対象法規： 

• 新型コロナウイルス感
染防止に関する中央
政府の財務・税務優
遇政策 

• 国務院及び地方政府
機関が公布した供給
確保・支援政策 

• 更なる明確化が期待
される感染防止関連
の税収問題 
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2. 感染防止サービスの提供について 

• 医療機関により提供される医療サービスに関わる増値税は免除する。 

• 重要な感染防止物資の運送及び公共交通、生活サービス、郵政運送
の提供により得られる収入に関わる増値税は免除する。 

3. 感染防止物資の輸入について 

• 企業・事業組織、個人により無償寄付された感染防止用輸入物資の輸
入時の税金は免除され、条件に合致する輸入物資に対しては、免除対
象税の納付済分についての還付も行う。 

• 合法的に入国した感染防止・治療専用物資に対し、税関は「遅延ゼロ」
の通関を執行する。緊急の場合は事前登録・輸入を実行し、関連手続
は事後に行い、感染防止寄付物資の場合には、その減免税手続きを事
後に行う。 

4. 感染防止物資の寄付について 

• 企業による感染の防止・抑制のための寄付支出は、条件に該当すれば、
年間総利益額の 12％を超えない部分は、該当年度の企業所得税の課
税所得額を計算する際に控除することができ、超過部分は以降の 3 年
間に繰越して同様に控除することができる。 

• 企業が感染の防止・抑制のために提供した無償公益サービスに対する増
値税は免除する。 

• 感染の防止・抑制のための個人の寄付について、条件に該当すれば、課
税所得額の 30％を超えない部分は、個人所得税税引前控除（損金
算入）を行うことができる。 

• 資格の基準を満たした非営利組織が取得した寄付収入に対する企業所
得税は免除する。 

5. 感染の防止・抑制支出について 

• 企業で実際に発生した、感染の防止・抑制に関わる合理的な支出、及
び感染問題の影響で生じた各種の資産損失は、企業所得税の課税所
得額を計算する際に控除することができる。 

• 感染問題の影響によって発生した企業の欠損は、以後の 5 年以内に繰
越控除することができる。先進ハイテク技術企業及び化学技術型中小企
業の繰越期間は 10年とする。 

6. 感染の防止・抑制に関わる政府補助金または専用資金の取得について 

• 企業が感染の防止・抑制のために取得した、条件に合致する政府補助
金または専用資金は、企業所得税の非課税収入とする。 
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7. 感染防止研究開発支出について 

• 重要な感染防止・抑制物資を生産する企業が生産能力を拡大するため
に購入する設備について、一括税引前控除（損金算入）を行うことがで
きる。且、当該期間における増値税の増加留保税額は全額還付する。 

• 企業で発生した感染の防止・抑制に関わる研究開発支出は、実際の発
生額の 75％を追加控除、或いは無形資産として資産化した場合には当
該原価の 175％を償却することができる。 

• 条件に合致する内資系研究開発機構及び外資系研究開発センターに
対して、国産設備の購入による増値税を全額還付する。 

8. 企業の生産・経営再開について 

• 年度課税所得額が 300 万元を超過せず、条件に合致する零細薄利企
業に対しては、実質的な企業所得税の税負担を 5%～8.4%までに引き
下げることができる。 

• 西部地域における奨励類産業に属し、西部大開発の条件に合致する企
業に対しては、15％の軽減税率により、企業所得税の納税申告ができる。 

• 条件に合致する先進ハイテク企業は 15％の軽減税率により企業所得税
を納税申告できる。 

9. 感染防止・抑制期間中の不動産税、土地使用税について 

• 感染問題起因の重大な損害が発生し、正常な生産経営活動に重大な
影響を受けた企業については、法律に基づいて不動産税、都市土地使
用税の減免税を申請することできる。 

供給確保措置および各地の救済支援政策の導入 

国務院常務委員会会議は、重点地区に対する感染防止・抑制物資及び生活
必要品の輸送保証を強化する方針を打ち出しました。感染防止医薬品及び医
療機器の登録料を免除し、医薬品及びワクチンの研究開発への支援を強化しま
す。民間航空企業が納付する民間航空発展基金の納付を免除します。重要な
感染防止・抑制物資及び生活必要品の生産・運輸・販売に従事する重点企業
（零細企業を含む）に対して優遇金利でローンを提供する銀行を支援し、さらに
国家財政から50%で利息の補助を提供することにより、企業の借入金利を
1.6%以下の状態にすることを確保するというものです。 

また、現時点までに、北京、上海、広州、深セン、重慶、山東、江蘇、浙江湖南、
江西、四川などの省及び市は感染問題への対応策、優遇政策及び企業への特
化支援政策を発表しました。私たちは今後、多くの省と都市が類似の政策を打ち
出していくと予想しています。私たちは各地の具体的・代表的な支援政策を下記
の様にまとめました。 
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主な方向性 主な内容 

金融支援の強化 • 伝染病感染問題の影響を受けた中小零細企業に対しては、貸し剥がし、貸し抑え、
貸し渋りをせず、零細企業の信用貸付残高が低下しないよう、状態を確保する。 

• 中小零細企業の融資コストを低減し、貸付利息を提供し、担保料率を低減する。 

• 感染問題向けの予防・抑制に関連する分野の信用貸付サポートを強化し、全力を尽く
して感染防止に関連する合理的な融資ニーズを満たす。 

• 資本市場に関連する業務手続きのタイムリミットを適切に緩和する。 
企業負担の軽減 • 明らかに困難に直面している中小企業は法に則り、不動産税、都市土地使用料の

減免を申請可能とする。 
• 「定期定額」で税徴収されている個人経営者はその定額を合理的に引き下げる或い

は休業手続きを簡素化することを可能とする。 
• 社会保険料の支払いを猶予するとともに、支払いの延期による延滞金の発生や、個

人権益記録への影響を与えることは無いものとする。 
• 住宅積立金の支払いを猶予し、困難に直面した企業は積立金の納付・預入れ比率

の引き下げ申請を可能とする。 
• 国有資産類の経営用不動産を借り受けている企業に対して、一部の賃貸料を減免

し、貸し出し側企業が中小零細テナントに対して、適度に家賃を減免することを奨励
し、同時に、賃貸料軽減を実行する貸し出し側企業に対しては補助金を提供する。 

• 感染問題による不可抗力などの要素によって発生した企業の信用喪失行為に対し
て、利便性の高い信用修復プロセスを採用し、企業の新たな信用構築を支援する。 

企業業務部隊の
安定化 

• 給与（生活費）の調整、リストラ、工数短縮、待機などの方法で企業と従業員が協
議を行い、職場を安定させることを奨励する。 

• リストラを行わない或いは人員削減が少ない社会保険加入企業に対しては、査定後
に補助金を与える。 

• 休業中、企業が各種オンライン職業訓練を組織し、社員を参加させることを奨励する
とともに、それらに補助金を与える。 

生産研究開発の
奨励 

• 企業が積極的に感染を防止・抑制し、生産を発展させることを支持する。感染問題
に効果的に対応し、その安定した発展の実現に貢献した企業に対し、特別支援を与
える。 

• 大学・専門学校等の高等学府、科学研究所、企業 が新型コロナウイルス性肺炎の
予防・治療業務を展開し、共同で難関を突破することを奨励する。大きな功績・貢献
が有った者には奨励を与える。 

行政サービスの最
適化 

• 感染防止に必要な物資のプロジェクトの新規生産実施に対する審査作業速度を高
め、必要な資源の確保を優先させる。 

• 感染防止用物資の輸入、仕入れ、輸送の特別措置ルートを設置するものとする。 
• 感染問題向けの予防・抑制物資の輸入及び国外からの資金の寄付などの項目につ

いては、その外国為替の手続きを簡略化する。 
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以上の政策は2020年2月5日までに国務院、財政部、国家税務総局、税関
総署、地方政府、各級税務機関などが発表した公開情報からのものであり、企
業はその所在地域の具体的な政策並びに自らの状況に則り、適用可能か否かを
判断することができます。 

感染防止・抑制に関連する税収問題の更なる明確化への期待 

今回の新型コロナウイルス感染の発生は突然で、私たちは多くの企業が積極的に
社会的責任を果たし、極めて高い熱意で感染防止に取り組んでいる姿を目にしま
した。同時に、私たちはいくつかの企業との緊密なコミュニケーションを継続し、感染
問題に共同で対処するとともに、一部の感染防止・抑制事項に関わる税収問題が
明確化されておらず、多くの納税者が首を長くして、関係部門が一刻も早く財政救
済策を打ち出すことを期待していることを発見しました。その例は以下の通りです。 

• 新型コロナウイルス感染問題と戦うべく企業が自社生産または外注の物資を寄
付することは、公益事業に属します。この場合、通常の販売行為とは見做さず
に特別対処の対象することは可能でしょうか？また、自社生産品を寄付して感
染防止に使う場合、増値税の免税が受けられますか？ 

• 感染防止・抑制物資は増値税の免税範囲にカウントされますか？ 

• 企業が感染防止物資を寄付する場合、その全額を税引前控除（損金算入）
の対象とすることが可能ですか？指定病院を寄付受贈対象として追加し、指
定された寄付受贈対象に直接寄付した分については、その税金の全額が税引
前控除（損金算入）されますか？個人が感染防止物資を寄付した場合、
税引前控除（損金算入）の割合を拡大できますか？ 

• 領収書暫時未受領のマスク、消毒液などの感染防止物資の購入支出につい
て、一部の省級税務機関がすでに政策を打ち出していることに気づきました。そ
の内容は、個人に対してはしばらくの間、公益寄付銀行の支払証明書を根拠
に控除を実施し、寄付の日から 90 日以内に源泉徴収義務者が寄付品の領
収書を補充提出する方法をとることができるというものです。それでは、企業に
関しては、支払証憑を新型コロナウイルス感染発生期間内に領収書未受領の
感染防止物資などの特殊物品購入支出の税引前控除（損金算入）の証
憑とすることは可能ですか？ 

• 指定の資格に符合する第一線の医療関係者、科学研究機関の人員と企業・
事業所の人員に対しては、例えば直接控除費用を増額する或いは特別特殊
付加控除を追加する等の方法で、個人所得税を減免していただくことが可能
ですか？  

• 税務機関には 2019 年の納税信用等級評価業務について前倒し或いは作
業の加速を行い、より多くの企業に早期に納税信用格付けを更新させ、増値
税の期末における控除税額還付を享受できる様にしていただくことは可能です
か？ 
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新型コロナウイルスの感染発生は、以前の「新型肺炎SARS」の発生の際とは異な
り、その波及範囲はさらに広範囲に及び、影響も更に大きいものです。私たちは税
務機関が引き続きこの特殊な時期の税収優遇と救済支援政策を打ち出し続け、
感染問題が終結した後にも、合理的な業界支援政策を打ち出し、企業の一刻も
早い正常な運営の回復と長期的な安定発展を手助けして下さることを期待してい
ます。 

多くの企業と納税者の関心が集まる税務問題について、私たちが「新型コロナウイ
ルス感染問題打破に関するよくある税務問題シリーズQ＆A」を引き続きまとめて
お知らせすることにより、皆様へのご参考になれば幸いです。同時に、私たちは積極
的に関連業界や企業と協力して具体的な問題に対して関連機関と積極的にコミュ
ニケーションを図り、適時に皆様に情報伝達し、最新の税収政策の動きを共有して
まいります。 

KPMGは皆さまとともに、新型コロナウイルス感染問題に立ち向かう所存です。ご質
問等ございましたら、いつでも私たちにご連絡ください。 
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