
© 2021 KPMG Advisory (China) Limited, a limited liability company in China, is member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited  ("KPMG 
International"), a private English company limited by guarantee. All rights reserved. Printed in China.  

チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 
 
 
第4回 2021年2月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

背景 —————————————————————————————————————— 

国家税務総局は、納税者の合法的権益を保障し、納税者が2020年度の個人所得税総合所得の確定申告（以下「年度確
定申告」）を滞りなく完了できるよう、2019年度の確定申告に対する全面的な回顧を踏まえて、2021年2月8日付けで「2020
年度個人所得税総合所得の確定申告手続きに関する国家税務総局の公告」（国家税務総局公告2021年第2号、以下「2
号公告」）を制定・公布し、2020年度の確定申告に係る要件を明らかにした。 

2号公告は全体的に「2019年度個人所得税総合所得の確定申告手続きに関する国家税務総局の公告」（国家税務総局公
告2019年第44号、以下「44号公告」）の基本的枠組み及び主旨を継承した上で（詳細はKPMG「チャイナタックスアラート」
2020年1月第2回及び2019年12月第39回参照）、税務関連手続きの更なる簡素化と最適化を図る新措置を導入している。 

KPMGの所見 —————————————————————————————————— 

2号公告は、44号公告を基に、主に下記の内容について補足した。 

 企業による年度確定申告代行要件の更新 

• 納税者が勤務先に年度確定申告の代行を依頼する場合、2021年4月30日までに勤務先と書面または電子方式など
を通して確認しなければならない。 

• 2020年度の確定申告代行の確認方法として新たに電子方式を追加した。すなわち、納税者は、電子メール、ショートメ
ッセージ、WeChatなどを通じて確認でき、書面方式と同等の法的効力を有する。 

• 納税者の合法的権益を保障するために、企業は納税者が代行を確認する前から年度確定申告を代行してはならない。 

 2020年度の税金還付の手続き 

• 2020年度の税金還付を申請する納税者で、2019年度の税金追加納付を完了していない場合、または2019年度の
確定申告に疑わしい点があると税務機関から通達を受けたものの、修正もしくは状況説明を拒否している場合、法規定
に従い2020年度の税金還付の申請に先立ち、2019年度の確定申告に係る税金の追納、修正申告もしくは関連状
況の説明を完了しなければならない。 

 「初回違反に処罰なし」制度の確立 

• 納税者が年度確定申告を行う際、故意ではない事由により申告情報を誤って記入し、年度確定申告において税金の
過大還付もしくは過少納付につながった場合、自発的に、または税務機関からの注意喚起を受けて適時に是正したの
であれば、税務機関は「初回違反に処罰なし」の原則に基づき処罰しない。 

2020年度個人所得税総合所得の確定申告に係る政策の公布 
概要：  

• 国家税務総局は2021年2月8日付けで、「2020年度個人所得税総合所得の確定申告手続きに関する国家税務総局の公告」
を制定・公布した。同公告は、2020年度個人所得税総合所得の確定申告に係る要件を明らかにした。 

https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2020/01/china-tax-alert-02.html
https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2019/12/china-tax-alert-39.html
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    KPMGのご提案  ————————————————————————————————  

2号公告は44号公告に比べて、税務関連手続きの更なる改善及び規範化を通じて、個人納税者の権益をより効果的に保障
するものである。企業及び個人納税者は、2020年度の確定申告を行う際、下記の点に注意を払う必要がある。 

1. 企業は2019年度の確定申告の経験を活かして、2020年度の確定申告に係る内部管理プロセスの更なる改善を図る必要
がある。 

• 従業員の年度確定申告義務に係る判断に対する支援 

• 従業員に対する2020年度の確定申告に関するトレーニング及びサポートの提供 

• 代行依頼に係る書面/電子書類テンプレートの作成 

• 2020年度の確定申告及び税金の還付・追納手続きの代行、審査に備えた確定申告関連書類の保管などに対する支
援 

2.  2号公告では、納税者の2019年度の申告状況を2020年度の税金還付申請と関連付けることを明確にした。個人納税者
は、過年度の確定申告状況を念入りに見直し、将来の税務関連信用記録に影響を及ぼさないよう、法規定に従い誠実に
2020年度の確定申告を行うことを提案する。 

税務関連事項の複雑性及び専門性を考慮し、企業及び納税者には適正かつ適時に関連責任・義務を果たすために専門機関
に援助を求めるよう提案する。KPMGは引き続き年度確定申告に関する政策を注視し、積極的に各地の税務機関と政策の動
向及び実務事例を検討する。また、上述の内容に関して実務上でご不明な点がございましたら、何時でも下記までお気軽にお問
い合わせください。 
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