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通達の公布 

財政部及び国家税務総局は共同して、2016年 3月 24日付けで財税[2016] 36号通達

（以下「36号文」）を公布した。通達は、2016年 5月 1日から、（１）不動産業及び建設

業、（２）金融業、（３）生活サービス業が新たに営業税に代わって増値税を適用するた

め、税率ならびに具体的条項を規定した。 

KPMGは、2008年から増値税改革に関する政策の策定段階を政府機関と検討会を重

ねてきた。増値税改革の公布から本格的な実施まで僅かな時間しか残されていない。

KPMGは、国内外の豊富な実務経験から、既に規定の公布以前より、内容の大方を予

想して、早々と、増値税改革の移行準備を多くの企業と取組んできた。規定の大部分は、

KPMGが、2013年から次々と発表したチャイナタックスアラートの予測と内容に一致して

いる。 

KPMGは、増値税改革の概要及び全ての業種に及ぶであろう影響を分析した。また、参

考に供するため、規定の全ての業種に及ぼす重要な影響を分析し、3大業種のアラート

を同時発行する。あらゆる業界の企業は、不動産の購入、販売または賃貸を行っており、

さらに、生活サービスや金融サービスを受けることも不可欠である。3つのアラートにぜひ

注目していただきたい。本アラートは、業界のサービス提供者だけが注目するばかりでな

く、サービス受入側も、同じく注意を怠ってはならない。 

なお、これらのアラートは、90頁を超える 36号文が公布された直後に、極めて短い時間

で作成されているため、KPMGの初歩的意見であることにご理解を頂きたい。 

事実背景 

ここ数年間、中国の間接税制は営業税と増値税の二つの税目が併走した。一般的には、

増値税は貨物を扱う業界に適用されるのに対し、営業税はサービス業に適用される。営

業税制度はサプライチェーンの各段階で重複して課税する税制であるため、効率性低下

の制度であると認識されていた。そのため、中国政府は、2012年より、営業税から増値
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税へ移行する税制改革を始めた。増値税改革パイロットプログラムの初期段階は、特定

業種に適用する増値税改革が各省・市で順次実施された。最近では、全国規模かつ業

界別にまで拡大している。 

増値税改革の最終章は「大爆発」という方法で登場となった。すなわち、現時点におい

て、まだ全国規模で増値税の適用対象となっていない業種は、2016年 5月 1日から、

適用対象に組み込まれることになる。そのうち、3つの主要な業種は下記である。 

 不動産業及び建設業 

 金融業 

 生活サービス業（ホテル業、飲食業、医療業、教育業、娯楽業など） 

政策面では、これらの業種は増値税改革の実施に最も困難を伴う業種である。次に、経

済面では、これらの業種は中国の財政収入に重要な影響を与える。規定に基づいて増

値税を適用する場合、これらの業種は度重なる困難に立ち向かわねばならない。その原

因は以下である。 

 実務上金融サービスの付加価値を評価することは難しい。このことから、多くの
国々が金融サービスに対して増値税を免除する根拠である。 

 不動産取引による収益は、受動的活動（不動産価値の値上り）から生じる、または
建設及び施工など不動産を賃貸する活動によっても生じてくる。このように、不動

産業は、デベロッパー、投資者、投機者、個人など多くの利益関係者に影響を及

ぼす可能性が高い。政府は不動産業から他にも多くの税金を徴収している。 

 生活サービスは、企業運営を目的として購入される、若しくは個人の消費を目的と
している場合もあり、両者を区別するのは大変に難しい。一般に生活サービスは

現金決済のサービスのため、税務コンプライアンス意識は薄い。 

中国の増値税改革が全面的に実現した後、増値税、又は増値税に類似した税目を執行

する 160か国以上の国々の中でも、中国は増値税の課税対象業種が最も広範な国とな

る。中国の増値税の仕組みは、グローバル展開している増値税体系と比べ特徴的であ

る。例えば、金融業に対する増値税の適用範囲はすべての金融サービス（受取利息を含

む）まで含まれており、また、不動産業に対するそれは、B 2 B（企業間取引）及び B 2 C

（企業と消費者間の取引）に限定されず、C 2 C（消費者間の取引）まで含まれている。こ

のような増値税体系は他の増値税実施国でも先例がない。このことから、中国の増値税

改革が順調に移行した場合、新規定の実施は世界各国からも注目されていることから他

国も追随する可能性が高くなる。 

各業種に適用される増値税税率 

2016年 3月 5日のチャイナタックスアラートで予測された増値税税率は、36号文と一致

した。尚現行の増値税税率及び営業税税率は以下のとおりである。 

業種 現行の営業税税率 新増値税税率 

建設業 3% 11% 

不動産業 5% 11% 

金融業 5% 6% 

生活サービス業 

（飲食業、ホテル業、 

その他サービス業） 

通常 5%、特定サービス（娯楽

業を含む）は 3%～20%の税

率適用 
6% 

増値税は差額（売上税額から仕入税額を引いて算出される）を基にして算定されるが、営

業税は総額（売上税額のみ）を基にして算定されるため、新税率と現行税率を単純に比

較する意味はあまりない。 
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パート 1 – 中国増値税体系の特徴 

中国の増値税体系は 1994年に創設された。当初の増値税は、貨物の販売及び輸出に

対し適用され、税率 17%である。2012年から増値税の適用業種はサービス業にまで拡

大された。今回、36号文によって増値税の適用対象業種は今後、すべての貨物及びサ

ービスに適用される。 

中国の増値税の仕組みは、グローバル展開している増値税体系と比べ特徴的である。

中国税務のその他の問題と比べ、規定は、より多くの多国籍企業に適用されるだろう。そ

のため、中国の増値税体系を、その他の国々の増値税体系さらには貨物の役務税体系

と比較することが極めて重要である。下表は、中国増値税の仕組みの重要点概要であ

る。 

登録  法人企業も支社も増値税一般納税人資格を登録でき
る。そのため、1つの会社で複数の地域で複数の増値

税一般納税人資格を登録できる。支社どうしの貨物引

渡も課税対象となる。複数の支社を有する法人企業は

増値税の一括納税の規定を適用しにくい。同一グルー

プの関連者企業は、増値税の一括納税の規定を適用

することはほぼ可能性がない。原因は、一括納税を実

施すると、異なる省・市で納付と徴収の税収に影響が

出る。 

 外国企業は増値税一般納税人資格を登記できず、増
値税仕入税額を控除できない。 

税減免  増値税仕入税額の税金還付はない（輸出税還付を除
く）。ただし仕入税額の繰越分は（時間制限なし）継続

して売上税額を控除できる。企業の破産・清算で繰越

税額未済の場合、当該増値税仕入税額は還付されず

消滅する。 

 貸倒損失の税免除はない。また、特別損失の仕入税
額は振替なければならない。 

発票  企業は、政府が認可されているシステムを用いて増値
税専用発票を発行するため税務局からしか発票購入

できない。広く周知されている金税システムである。金

税システムは企業内 ERPシステムと異なるため、税

金申告記録自身（金税システムにある）から、間接税

に係る企業の処理上の間違いや、規定違反を発見す

ることが難しい。 

 増値税専用発票は税務局の承認を得た後に増値税仕
入税額控除を適用できる。電子発票の応用範囲は狭

い。 

税率  すべての貨物及びサービスを適用対象とする増値税
体系は単一の税率ではなく異なる税率を採用する。一

般的な増値税税率は 3%、6%、11%、13%、17%であ

る。 
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クロスボーダー  貨物の輸出は増値税「ゼロ税率」を適用する。中国の
ゼロ税率規定は外国と同じではない。中国から輸出さ

れた貨物は品類（当該貨物の税関コードに準拠）に基

づき、7つの還付税率を適用し 0%（ゼロ還付）から

17%（完全還付）の比率で税金還付を行う。 

 サービスの輸出はゼロ税率ではなく増値税免税を適
用する（研究開発、設計、国際輸送サービス及びオフ

ショア・サービス・アウトソーシングなど特定サービスを

除く）。増値税免税では増値税仕入税額を費用に振替

なければならない。固定資産の仕入は、増値税仕入税

額を全額控除できる。当該固定資産は課税と免税の

項目に同時の応用も含む。 

 サービスの輸入はリバースチャージ制でないため増値
税の源泉徴収政策を適用する。増値税の源泉徴収は

サービス受入側が取引価格から増値税を算定し支払

額から控除して納付する。この形式はリバースチャー

ジ制度に類似する。源泉徴収がサービス提供者の増

値税負担とならないよう契約書に増値税転嫁条項を記

入する。記入がない場合、会計上の計上額を修正して

控除された税額を「貸倒損失」として計上しなければな

らない可能性がある。 

 

パート 2 －  増値税改革より各業種にもたらす税負担影響 

中国で経営を行う多くの企業は、新たな増値税率が、企業の税負担に有利か否かに関

心が高い。中国国際金融有限公司（中国初の合弁投資銀行）の報告書によると、すべて

の企業に営業税から増値税への移行改革を実施した場合、増値税改革によって負担軽

減する節税額は 9,000億元（GDPの約 0.4%）を超える。 

政府はマクロ経済環境をにらみながら税負担の軽減を目指している。それは、すべての

企業の税負担が減少することではない。財政部部長楼継偉氏は、2016年 3月 7日の新

聞発表会でこの点を言及した。個別企業の税負担の軽減又は増加は、自社の増値税管

理状況、顧客、サプライヤーなどビジネス上の交渉力につながる場合が多い。また、増値

税の実質的な目的は企業に課税することではない。率直に言えば、増値税は、企業から

徴収されるが最終消費者が担税者である。国内企業間で常に検討される「税負担影響」

は、国外の増値税体系には無い概念である。なぜならこの議論は増値税体系の健全な

実施とは一致しないと考えられる。しかしながら、以下の要因を勘案した上で、税負担影

響の懸念は合理的である。 

 営業税制度は企業（サービス提供側）に対する課税体系であり、営業税から増値
税に移行する場合、企業及び消費者は心構えが必要であり、新しい税制に適応

するために時間がかかると予想される。 

 企業は増値税改革の本格的な実施に迫られ、締結済みの契約書の場合は増値
税を転嫁することができない可能性がある。そのため、移行政策又は移行措置の

検証は重要となる。 

 中国の増値税体系は理想的な増値税システムではない。提供側の企業が税金を
負担する先例も確かに存在している。 

下表は、増値税の適用対象となる業種の税負担をまとめたものである。KPMGが、多く

の顧客に実施した財務影響測定の結果及び関連評価を基にして作成された一般的かつ

総括的な考察である点に注意していただきたい。一般的に予測した税負担の影響は、

「予想」に基づくものだけである。重要な規定の公布はまだなので、具体的な影響は将来

に個別分析しなければならない。このように、税負担は、企業の増値税の管理状況、顧

客、サプライヤーなどビジネス上の交渉力につながる場合が多い。 
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業界 業種 
予想される 

税負担 

の影響 

税負担に 

影響する要素 

不動産業及び 

建設業 

建設業 短期的には現状

維持、長期的で

はビジネスモデ

ルによって維持

又は増加する 
 

 短期間の移行政策で税負
担影響を軽減できる。 

 売上税額控除できる建設
原材料の仕入税額をでき

るだけ集め、上昇した税率

の影響を軽減する。 

 控除可能の仕入税額は原
材料がコストに占める比

率、増値税専用発票の入

手、下請業者が小規模納

税者に該当する割合によ

る。 

 内装工事 現状維持  現行の営業税優遇政策及
び税率 3%の増値税簡易

課税率を適用できる。 

 
 住宅－デベ

ロッパー、不

動産ファン

ド、 

投資者 

短期的には現状

維持、長期的で

はビジネスモデ

ルによって維持

又は増加する 

 

 現行のプロジェクトに税率
5%の増値税簡易課税を適

用できるため、税負担影響

は現在の営業税制度と同

様となる。 

 新規プロジェクトは税率
11%の増値税率を適用す

ることで、税負担が増加す

る。土地使用権の購入で

仕入税額控除を適用する

ためには、上述の影響を

軽減できるが、人的コスト

及び利益の比率が高いプ

ロジェクトの税負担は顕著

に上昇する。 

 融資コストは仕入税額の控
除を適用しないため、税負

担に影響を及ぼす。 

 商業用不動

産（オフィスビ

ル、工業用不

動産、小売業

用不動産）、 

デベロッパ

ー、ファンド、 

投資者 

税負担の軽減又

は現状維持 
 増値税は販売又は賃貸契
約書に従い転嫁でき、 購

入者又は借主は仕入税額

の控除が可能と仮定する。 

 増値税は、販売又は賃貸
契約書でも転嫁できない場

合、税率 5%の簡易課税方

式の採用の検討が必要。 

 仲介会社、不

動産管理会

社、建設設計

会社などの

不動産関連

サービス提

供者 

税負担の現状維

持又はやや軽減 
 不動産業及び建設業は税
率 11%の増値税を適用で

きるが、左記サービス提供

者は税率 6%の増値税を

適用する。 

 増値税仕入税額を控除で
きるため、税負担はやや軽

減する。 
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金融業及び 

保険業 

 

銀行業 税負担の現状維

持又はやや軽減 
 増値税売上税額は営業税
税率より 1%上昇するが、

仕入税額の控除を考慮す

ると、増値税の転嫁が不可

と仮定しても、税負担はこ

のまま維持するか、乃至軽

減する可能性がある。 

 コンプライアンスの角度か
ら見れば、コール市場の税

免除は税負担の軽減に役

立つ。 

 ファイナンス

リース 

変更を予想  現時点で賃貸業務は税率
17%の増値税税率（セー

ル・アンド・リースバック業

務の受取利息は税率 6%

の増値税を適用）を適用す

る。その他の融資形式と比

べファイナンスリース業

は、その他の金融業と同様

な税率を適用しなければ、

ファイナンスリースは不利

となる。 

 セール・アンド・リースバッ
ク業務の既存契約は「差額

徴収」の方式を適用でき

る。 

 貸付先 現状維持  貸付先は支払利息又は貸
付金に付帯する費用に対

し仕入税額を控除できな

い。一時的な対応だと予想

されたが、最新の規定に具

体的な時間上の制限を設

定していない。 

 資産管理者 税負担は軽減可

能 

 

 

 

 

 

 税率 5%の営業税から税

率 6％の増値税へ移行す

る。 

 基金又は信託会社はこれ
らのサービスを受入れて仕

入税額を控除できるため、

税負担は軽減される。 

 生活 

サービス業 

宿泊サービ

ス（ホテルな

ど） 

 

税負担は現状維

持又はやや軽減 
 主に企業にサービスを提
供するホテルは、顧客が仕

入税額を控除できる場合、

税負担は軽減される。 

  娯楽業 税負担は現状維

持又はやや軽減 
 営業税システムで税率 5%

から税率 20%の中で、高

税率を適用するサービスに

対する税負担は軽減され

る。 
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 医療業 税負担は現状維

持又はやや上昇

（個人経営者向

け） 

 従前の医療サービスの税
免除範囲は非常に広幅だ

が、新規定の公布の後、認

可を受けた医療機関だけ

が税免除の優遇を享受で

きる。ただし、免税限度額

を上回ってはならない。新

規定では営業税の税免除

優遇を適用する私立病院

は増値税を納付する可能

性が高い。 

  教育業 税負担は現状維

持又はやや上昇

（個人経営者向

け） 

 公立学校及び教育サービ
スは増値税が免除される。

現行の営業税免除規定と

一致。 

 認可を受けたサービス提
供者だけが税免除の優遇

政策を享受できる。かつ、

免税限度額を上回っては

ならない。 

パート 3 － 新規定の注目ポイント 

増値税改革の適用対象に組み込まれた新規企業は、所属業界の規定だけを検討すれ

ばよいと思う傾向が良くある。しかし実務上、増値税は、サービス提供者の従事する属性

ではなく、提供されるサービス自身の性質で判定される。そのため、製造企業が、金融サ

ービスを提供する可能性もあれば、ホテルは不動産の売買取引を行うかもしれない。新

規に増値税改革の適用となった企業の場合、所属業界に適用される増値税を根拠にす

ることが多く、実務上、1994年公布の増値税制度が現在も活きている。例えば、売上税

の課税義務の発生を確定させるには、一般条項を参照し、一部特定の場合のみ特別条

項を参照しなければいけない。 

パート 3は、増値税の新規納税者が直面する重要な技術上の問題を列挙する。これらの

条項は、営業税に内在する特徴ではなく、増値税システム上の特徴をご紹介する。各業

界の増値税関連規定の解説は次のタックスアラートで行う。 

移行政策 

増値税改定の重要な課題は、営業税から増値税への移行を順調に進めながら税率の変

化に対応することである。なぜなら、移行政策を導入しなければ、増値税政策によって現

行の契約書、プロジェクト及びその他進行中のビジネスなどに有利、不利の影響が及ぶ

ことになる。 

例えば、2014年に借主との間で締結した賃貸借契約は、貸主は、賃貸料のほかには別

途、増値税を請求すると定めていない。一般的に中国は、別途に増値税を請求できるか

は契約書に準じる。貸主は、増値税改革を盾にして価格を吊り上げる権利は無い。移行

政策が無いと仮定すると、貸主は最初に税率 5%の営業税を納付するだけで足りると、

賃貸料金を算出しても、現在は税率 11%の増値税を納付することとなるため、賃貸収入

から充当しなければならない。実務上、借主は、締結した契約書に記載された賃貸料だ

けを支払いすればよいと解釈するだろう。しかし、実は、賃貸料の引き上げがない状況で

あっても、借主は、リース料に対し、税率 11%の増値税仕入税額を控除することで得した

ことになる（増値税改革前はいかなる仕入税額も控除不可）。言い換えれば、増値税改革

は以降政策により「勝者」と「敗者」を生み出さないようにする必要がある。 
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36 号文は、不動産業及び建設業の移行政策に重きを置いている。KPMGも、同業界に

適用される政策を解説したタックスアラートを発行した。しかし、金融業及び生活サービス

業などのその他の業界では、現行の契約書に対するいかなる移行政策も見当たらない。

このため、2016年 5月 1日からは、税率 6%の増値税が適用されることになる。 

優遇政策の継承 

36 号文は、営業税の優遇措置を増値税改革した後も継承する。ただし医療業界の免税

政策は大きく変っている。 

免税政策は、自動的に継続適用されるか、あるいは再承認が必要か、それが焦点であ

る。再承認する場合、契約書ごとに審査を受けるか、納税者の実質事業を基に包括的な

免税措置を採れるかはまだ明確ではない。尚、新たに増値税体系に組み込まれた業種

は包括的免税措置適用が予測される。これは極めて重要な条項となる。なぜなら、契約

書ごとに免税措置を受けなければならないとするとコンプライアンスコストは割高になる。 

その他の業種（増値税体系に組み込まれた業種）に及ぼす影響 

今回の増値税改革は、直接影響を受ける業種の納税者だけでなく、実際には全ての業

種に影響する。なぜなら、全ての企業運営に不動産サービスも、金融サービスも、保険及

び生活関連サービスを購入若しくは使用しなければならないからである。 

これは以下のことを意味している。 

 既に増値税一般納税者となった企業には、増値税範囲に組み込まれた業種の納
税者が提供するサービスの購入について仕入税額の控除が可能となる。 

 増値税一般納税人資格者企業も商品及びサービスの購入について仕入税額の
控除が可能となる。 

総じて言えば、ほとんどの企業が増値税改革でもたらされる利益を享受する。これは、従

来型の製造業、卸売業、小売業にも上述のサービスを使用する場合、更に多額の仕入

税が得られる。 

増値税の小規模納税者及び一般納税人資格者 

前記のとおり、小規模納税者が税負担する増値税は 3%である。その影響を見極めるた

め、さらに詳細を簡潔に説明する。 

増値税改革実施後、課税サービスの年間売上高が 500 万元を超える企業は、管轄税務

機関に増値税の一般納税人資格者認定申請手続きを行わなければならない。年商 500 

万元以下の企業は、会計決算が健全で、正確な税務資料を提供できる場合、企業は税

務機関に一般納税人資格認定を申請できる。 

納税者は増値税一般納税人資格者に登記されると下記の変化がある。 

 課税サービスの提供に適用される増値税率は 6%、11%又は 17% 

 通常、増値税専用発票を入手した企業は、それを使用して仕入税控除できる。 

 サービス受入側が増値税一般納税人資格者である場合、企業はサービス受入側
に増値税専用発票を発行する必要がある。 

増値税一般納税人資格者との比較では、小規模納税者は課税サービスの年間売上高

が 500万元未満、かつ、一般納税人資格登記申請を行わない企業の場合、以下の措置

が適用される。 

 当期の納付すべき増値税売上税額は売上高の 3%となる。 

 発生する費用は仕入税額控除不可。 
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 増値税専用発票の発行又は受領の禁止。 

クロスボーダーサービス 

中国現行の営業税制度では輸出入サービスが徴税される。現行体系は、中国国内のサ

ービス提供側であれ、サービス受入側であれ、営業税を納付しなければならない。従前

より、営業税を仕入税額として控除できないため、サービス提供業者は、サービスの輸出

で劣勢を強いられ、非効率的である。増値税改革は、このような事態を変え、効率化を実

現することで、中国企業をクロスボーダー課税サービスの提供において、国際競争力をも

たらすことになる。 

輸出サービス 

一般的に、サービスの輸出は増値税免税が適用されるが、一部の輸出サービス（研究開

発及び設計サービス、一定の国際運輸サービス及びオフショアアウトソーシングサービス

などの特定サービス）は、ゼロ税率適用の公算が大きい。経済協力開発機構（OECD）が

公表した「国際貿易に対する付加価値税または物品サービス税ガイドライン」

（International VAT/GST Guidelines）で提唱するゼロ税率措置のメリットが大きいように

見えるが、中国の輸出サービスは依然、増値税免税措置を適用することが多い。 

また、金融サービス業に関するチャイナタックスアラートで述べたとおり、輸出サービスの

種類には、広義の金融サービスの輸出（特定を除く）は含まれていない。これは、対象外

サービスが短期間には引き続き徴税されることを意味している。金融業が国際競争力を

増すためには、このような現状を変えていかなければならない。 

新規業種も増値税課税対象となるため、輸出サービスの範囲は以下の両方に広がって

おり、その変化を解説する。 

 中国国外の建築サービス及び工事施工監理サービスは免税適用可能 

 中国国外で文化サービス、教育、医療、旅行サービスを提供する場合、増値税免
税を適用可能 

輸出サービス提供の特徴のひとつは、契約書を根拠にして免税要件を満たすか否かを

判断し、関連する優遇税制を適用するために確実な資料が必要不可欠である。 

輸入サービス 

他の諸外国と異なるのは、中国の増値税体系は、外国企業を増値税一般納税人資格者

（仕入税額控除不可）として登記できない。それに対して、輸入サービスは通常、源泉徴

収政策を適用する。源泉徴収義務者は、国外企業によって中国で設立された経営機構、

又はサービス受入側（外国企業は中国では代理者がない場合）である。輸入サービスを

適用する増値税率は、サービス受入側の通常業務の性質ではなく、国外サプライヤーが

提供するサービスの性質によって決められる。 

源泉徴収増値税は、実務上、代理者又はサービス受入側自体の増値税申告表をもって

申告する。計算式は次のとおりである。 

源泉徴収増値税=中国購入側支払対価÷（1+増値税率） x増値税率 

世界中の多くの国々では、企業間の輸入サービスは、リバースチャージ制度を採用して

増値税を徴収する。中国の増値税源泉徴収制度は、リバースチャージに類似するもの

の、2つの重要な相違点がある。 

 増値税の源泉徴収は価額に影響を及ぼす。国外サプライヤーが知らずに予想よ
り少ない代金を受領することになる。このため、国外サプライヤーは、相手と交渉

して中国のサービス受入側に源泉徴収増値税額を負担してもらい、税負担の軽減

を図ることになる。 
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 会計上、国外サプライヤーは、関連税金を納付しなくても常に発票上に増値税の
明記を求められ、この未収増値税は消し込まれなければならない。このように会

計と管理が複雑になる。 

増値税の源泉徴収制度は最善の制度でないかもしれないが、重要なことは、この制度下

で一般納税人資格登記を行ったサービス受入側も、仕入税額の控除申請が許可されて

いる。この場合、企業間の輸入サービスは増値税はコストにならない。サービス受入側

は、増値税発票を持っていない場合も、仕入税額の控除申請ができる。その一方、税務

機関が発行する、納付済み増値税額が明記された増値税納税証明書、契約書、送金伝

票、国外のサービス提供側から取得する商業用発票を入手できれば、相応の仕入税額

の控除ができる。 

見なし販売 

企業は、増値税納税者に変更する場合、先ず、見なし販売の潜在的な影響を勘案しなけ

ればならない。実務上、見なし販売は、無料又は市場価格以下の料金で商品又はサービ

スを提供する場合、売上税（商品又はサービスの売価次第）を納付する必要のある販売

である。見なし販売によって税法遵守のハードルが引き上げられた。 

 価格がない又は対価を受領していない場合、会計財務システムでは取引に関す
る増値税の計上は行われない可能性が高い。 

 営業税体系は、見なし販売に関する類似の規定が組み込まれないため、コンプラ
イアンス面で新たな火種が生じる場合がある。 

さらに、もう 1つの課題では、見なし販売関連規定は、中国では広範な影響を受けてい

る。新業種は、増値税に移行する場合、見なし販売はそのビジネスモデルに共通する特

徴である。例えば、ホテル業は通常採用している、顧客ロイヤルティプログラム、無料ネッ

トワーク、無料朝食、ルーム無料アップグレード、若しくは無料宿泊などのマーケティン

グ・インセンティブあるいは優待を与えることで顧客を引き付けている。税徴収の難点は、

増値税の捉え方だけでなく、その税額の計算方法である。ホテルは、顧客向けに客室を

アップグレードする場合、満室でなければ、コストが増えるわけではない。実際に、ホテル

は、事業目的を達成するためアップグレードサービス（指定タイプの客室が空室でない場

合）を提供するかもしれない。問題点は、増値税の計上が必要か、もしも必要である場

合、どのように計算するかである。規定は、この問題に関連する指針を提示していないた

め、ケースバイケースで、税務機関との交渉相談によって解決を図るしかないが、それは

時間のかかることである。 

また、不動産業にも同様の問題が起こっている。すなわち、フリーレント期間及び類似す

る無料駐車場を見なし販売として扱うかどうかである。理論上、リスクは確かに存在する

が、第三者ユーザーに利益をもたらす商行為に対し、増値税を徴収することは経済原則

に反するようである。これらのベネフィットは実質的には無料ではない。実際には、売手側

は、商品の売価又はサービス料金の値上げで補填している。 

例えば、賃借者は、期間 1年の賃貸借契約書の締結を得て１か月分のフリーレント期間

を得る場合、賃貸者は残り 11か月分の賃貸料の上昇により、この 1か月の賃貸料免除

分を補える。このような場合、フリーレント期間及び残り 11か月分の賃貸料を通算して課

税すれば、同一項目代金に対する二重徴税である。このため、政策の実現可能性を検証

する場合、第三者顧客との間の取引に見なし販売の規定の削除を検討することが考えら

れる。当然ながら、それにもかかわらず、現実は増値税システムに存在するため法令順

守の義務がある。 

混合販売及び兼業 

前述のとおり、現時点の増値税体系は、複数の増値税率が設けられており、最も適用さ

れる税率は 6％、11％、 17％である。複数の増値税率の存在によって生じる問題とは、

混合販売または兼業行為が同時発生する場合、適用税率をどのように確定するかであ

る。貨物及び/またはサービスに対して従来通り適用する場合、もしくは、提供する貨物及

び/またはサービスには主従の部分がある場合、異なった増値税率を適用しなければなら
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ない。セット販売又は兼業の課税問題は、国際貿易における付加価値税または物品サー

ビス税体系で大きな論争を巻き起こしている。次の事例からその泣き処をのぞいてみる。 

 患者が医者にかかる場合、単一の医療サービスを受け入れるか、それとも医療サ
ービスを受けるとともに物品（医薬品など）を購入するか 

 航空会社が飛行中に飲食を提供する場合、簡単に国際運輸サービスの提供に該
当するか、それとも同時に飲食サービスの独自提供を伴うか。 

中国現行の増値税は上述の問題に指針を示している。具体的に、混合販売行為が発生

する場合、適用する増値税率は、納税者の主たる業務次第である。しかしながら、従たる

業務も発生する場合、異なった税率を適用する売上の個別計算の場合を除き、高い税率

が適用される。これは、兼業業務収益額を個別計算する納税者には大きな税務メリットを

与えた。 

営業税の終了時点と増値税の課税開始時点 

今回公布の実施細則は、営業税の終了時点及び増値税の課税開始時点を明確にはし

ていない。本細則の発効日付は 2016 年 5 月 1 日であるが、規定は、実務上のサービ

スの提供時点か、それとも営業税、または増値税の納税義務発生時点で確定するか、こ

れが問題である。 

従来より、増値税改革の実務経験を踏まえて、営業税または増値税の納税義務発生時

点を基に増値税の適用時点を確定するのが一般的である。これは、サービスの提供時

期は 2016 年 5 月 1 日以前であり、相応の対価受取時点、又は実際の入金時期が

2016 年 5 月 1 日以降の場合、当該サービスは、営業税ではなく、増値税が適用され

る。このため、企業にとってはビジネス取決めを行う場合に更に大きな柔軟性が得られ

る。ただし、発票の遅延起票及びその他の商業操作に対しては、特に契約書を締結済み

であり、契約条項に支払要求の権利条項を定める場合、慎重な姿勢を取るべきである。

また、営業税を課税する税務官、あるいは増値税を徴収する税務官はそれぞれ地方税

及び国税システムに属するため、この両税務機関による同一取引に対する営業税ならび

に増値税の同時徴収の危険性は排除できない。 

差額徴収方式は終了しない 

営業税及び増値税が併走する租税体系は、納付すべき増値税を計算する場合、サプラ

イヤーは特定の費用（通常は営業税適用）を、総収益から控除する必要が常に生じる。さ

もなければ、サプライヤーは、増値額を上回る増値税を支払うこともありうる。営業税が全

面的に増値税に移行しつつあるなか、この差額徴収方式は不適用になると予測された

が、新たな増値税規定でも依然として、特定の場合の差額徴収方式の適用を留保してい

る。例えば、旅行会社及びその他類似する会社は、差額徴収方式を適用する。適用しな

ければ、その増値額を上回る増値税を納付することになるだろう。実務上、差額徴収方式

の適用は、代理業にとって、委託元の代わりに受け取った収入は代理者ではなく、委託

元に帰属する。 

用途変更に関する規定 

世界中の多くの国々は、増値税体系への用途変更に関する細かな規定を定めている。

重要な資産を購入する場合、資産の購入時点の用途が耐用年数の全期間において仕入

税額を控除できる保証にならないという目的である。 

新増値税政策でも用途変更に関する規定が盛り込まれた。すなわち、仕入税額の控除

可能分は、有形固定資産、無形資産及び不動産の用途変更に応じて調整される。新政

策は、資産の用途の遡及年数を制限しない。このことは今後、規定に資産の総耐用年数

を適用することを示唆している。 
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申告期間及び締切り日付 

増値税一般納税人資格者は通常、月次申告を採る。言い換えれば、納税者は月毎に増

値税納税申告表を提出し、翌月日 15日が申告期限である。政府は、増値税の課税対象

及び追加される納税者のために、1回目の増値税申告期限を 2016 年 6 月 25 日まで

延長する。これは従来の期限を 10 日間延長したものである。 

金融サービス業を解説したチャイナタックスアラートでは、新たな増値税規定は、銀行、フ

ァイナンスカンパニー、信託会社（特筆は保険会社が含まれない）に対し、一定の優遇措

置を行い、四半期ごとに増値税の申告及び納税を行わなければならないことを記してい

る。また、適用する企業には、増値税申告のシステム更新に対して数か月間の余裕期間

が与えられた。 

増値税改革対応の企業の準備 

規定は、公布から実施まで僅か 5～6 週間の準備期間しか残されていない。企業にとっ

て大きなチャレンジとなる。事前のプランニングの無い企業は段階的に、増値税改革に対

応するしかない。優先事項の洗い出しが主要なミッションとなる。優先事項及びその締切

日は以下のとおりである。 

外部利害関係者の管理 

 公布から 2016 年 5 月 1 日 まで -  企業は、政策に関わる全ての業務に増値税

処理が及ぼす影響を分析しておく必要がある。 ITシステムまたは手入力の業務

プロセスでは、価額と税金を区分（外税表示）して会計決算を正確に行う。センシ

ティブな事項は、企業は、価格設定戦略を立案し、増値税改革が会社の財務に及

ぶ影響を分析する。締結済みの契約書を見直して増値税の転嫁の可否を確認す

る。契約書テンプレートを更新して増値税リスクを軽減する。社内システムと金税

システムの連動から、システム又は入力作業から起票上の要求を満たし、増値税

一般納税人資格者登記を行い、義務付けのトレーニングに参加して、税金統制シ

ステムソフト及び機器を購入する。税金統制システム用機器を購入する場合、増

値税専用発票の起票の上限額を申請して、購入する発票の数量を確定する。顧

客側の増値税一般納税人資格者登録情報（増値税専用発票の起票を維持する）

を取得した後、自社の増値税一般納税人資格に関するデータをサプライヤーに送

信する。 

社内システム及びプロセスコントロール 

 公布から 2016年 6月 25日まで、企業は増値税発票管理及び増値税リスク管理

の内部プロセスを構築・実行する。財務・管理・税務・法務・情報システム（最低限

左記の部門と関わるため）のスタッフ研修を行う。増値税マニュアルを作成し、実

行中の増値税対応案及び関連手続を記録し、リアルタイムで更新する。システム

経由、又は一時的に手入力で納税申告を行う。 

税務コンプライアンス管理 

 2016 年 6 月 25 日 -  政府は直近、増値税改革を全面展開した後の 1回目の納

税申告を 6 月 15 日から 25 日に延期すると公表した。企業は期限内に増値税の

申告及び納税を行わなければならない。 

リスクコントロール又は変化への対応 

 2016年 6月 25日以後、大方の税務機関職員は、増値税改革の政策を完全に

切り替えるため、企業は予想外の問題にも対応できるよう準備する必要がある。

政策には数回の変更があると予想されるため、企業は、増値税マニュアル及び作

業プロセスを更新しておかなければならない。輸出サービスに関する増値税免税

申請は、2016年 6月 25日以前の提出はないものと予測される。 
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