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税務情報 
注目される中国個人所得税改革： 

中国に住所がない個人に関する政策緩和 
 
 
 
2019 年 1 月 1 日、中国の新個人所得税法及び実施条例が

全面的に施行された（以下、「新税法」）。更に 3 月 16 日と

17 日に、財政部と国家税務総局が新しい規定を公布し、新

個人所得税法における住所1のない個人と非居住者個人に

関連する税務政策に対し、明確な指針を出した。中国におけ

る個人所得税改革が更に進展している。 
 
新しい規定は下記の通りである（以下、「両公告」。 
 
 「中国に住所がない個人の居住時間判定基準の公告」 
（財政部 国家税務総局公告 2019 年第 34 号、以下「34 号

公告」） 
 

 「非居住者個人と住所のない居住者個人に関する個人

所得税政策の公告」 
（財政部 国家税務総局公告 2019 年第 35 号、以下「35 号

公告」） 
 
両公告とも 2019 年 1 月 1 日に遡って、施行される。 
 
本稿では、両公告の要点の抜粋及び個人または企業への

影響を紹介する。 
 
1. 中国国内居住時間判定基準の変更 

住所のない個人の一納税年度における中国国内居住日数は、個人の中国国内滞在日数をベースにしてカウントさ

れる。旧個人所得税法によると、出入国当日は 1 日として中国国内滞在日数として計算されていた。34 号公告によ

り、2019 年から、中国国内滞在当日 24 時間未満の場合、中国国内居住日数としてカウントされない。即ちこの場

合、出入国当日は中国国内居住日数として計算されないことになる。 
 
2. 6 年ルール 

旧税法において、住所のない個人は中国における居住年数が連続して 5 年未満の場合、国外支給の国外所得につ

いて免税されていた。いわゆる「5 年ルール」である。新税法により、「5 年ルール」は「6 年ルール」になり、34 号公告

により、更に緩和された。 
 

                                                           
1 「中国個人所得税法実施条例」により、中国国内に住所を有する個人とは、戸籍、家庭、経済利益関係により中国国内

に経常的に居住する個人を指す。即ち、中国国内に経常的に居住しない個人は、住所のない個人になる。中国国内企業に

出向また任職する駐在員は通常、一定の出向期間が終了してから、帰任することにより、中国国内に経常的に居住しない

個人の範囲に属し、住所のない個人であると理解していい。 
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① 6 年のカウントは 2019 年から計算する。2019 年までの滞在年数は考慮しない。 
② 住所のない個人は、任意年度において 1 回 30 日以上中国から出国することにより、かかる年数をリセットす

ることができる。 
 
以上により、住所のない個人は 2024 年まで、国外支給の国外所得は免税扱いとなる。 
 
3. 賃金給与収入額の計算 

35 号公告により、賃金給与収入額の課税対象計算基礎について、下記の通り明確にされた。 
 

① 一般職務の場合 
 

                  給与の区分 

     

納税者の区分 

中国払中国勤務

対応（中国源泉） 

海外払中国勤務

対応（中国源泉） 

中国払海外勤務

対応（海外源泉） 

海外払海外勤務

対応（海外源泉） 

非居住者 

（90 日以下の滞在） 
課税 非課税 非課税 非課税 

非居住者 

（90 日超 183 日以下滞在） 
課税 課税 非課税 非課税 

居住者 

（183 日以上、183 日以上滞在

年数が連続して 6 年以下） 

課税 課税 課税 非課税 

居住者 

（183 日以上、且つ 183 日以上

滞在年数が連続して 6 年以上） 

課税 課税 課税 課税 

 
     

② 高級管理職務（注）の場合 
 

                   給与の区分 

     

納税者の区分 

中国払中国勤務

対応（中国源泉） 

海外払中国勤務

対応（中国源泉） 

中国払海外勤務

対応（海外源泉） 

海外払海外勤務

対応（海外源泉） 

非居住者 

（90 日以下の滞在） 
課税 非課税 課税 非課税 

非居住者 

（90 日超 183 日以下滞在） 
課税 課税 課税 非課税 

居住者 

（183 日以上、183 日以上滞在

年数が連続して 6 年以下） 

課税 課税 課税 非課税 

居住者 

（183 日以上、且つ 183 日以上

滞在年数が連続して 6 年以上） 

課税 課税 課税 課税 
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（注）高級管理職務は、董事、監事、高層マネジメント（正、副（総）経理、各職能チーフ担当者、ディレクター及びその

他の会社のマネジメントに類似する職務）を指す。ただし、高級管理職務の場合、必ずしも上記②が適用されるもの

ではなく、租税条約の条項規定及び適用状況により判断される。 
 
35 号公告は国際慣例を参考にし、賃金給与課税対象の計算方式を調整した。すなわち、初めて収入額に対して日

割り計算を導入した。これまでは税額に対する日割り計算で取り扱われていた。 
 
4. 数か月賞与 

35 号公告により、非居住者が取得した数か月賞与は当月の賃金給与と合算する必要がなく、1 か月の収入として単

独計算される。計算時に、6 か月で割った金額に基づく税率を適用することができる。 
 
5. 徴収管理規則 

① 住所のない個人は個人所得税を申告時、当年度中国国内滞在日数を予測して、これに基づいて仮申告・納付

の方法を決定する。実際滞在日数が予測日数と異なる場合、年度確定申告、調整申告を通じて、修正申告を

行う。修正申告を行う場合、延滞金は課されない。 
 
② 住所のない個人が中国国内で着任し、賃金給与を取得する場合で、中国国内雇用主が支払うべき賃金の一部

または全部を海外関連会社に支給してもらう場合、住所のない個人は自己申告を選択できるが、中国国内雇

用主に申告を委託することを選択できる。かかる個人が中国国内雇用主に申告を委託しない場合、中国国内

雇用主は関連所得の支給終了後 15 日以内に、所轄税務当局に、かかる個人に関わる業務アレンジメント、海

外支給状況及び住所のない個人の連絡先などの情報を報告すべきである。 
 
6. 個人・企業への影響 

今回の両公告は、居住時間判定基準の緩和、2019 年までの居住年数のリセット、収入日割り計算の導入による税

負担の減少及び賞与の優遇計算方法の適用などの面において、住所のない個人に対して、有利な取扱を規定して

いる。 
 
一方、居住時間判定基準、税金計算方法などにおいて、旧政策からの変化点が多く、企業の担当者は新しい政策に

対する理解と実施の正確性が一層求められるところである。 
 
なお、住所のない個人については、調整申告及び年度確定申告を通じ、期中の仮申告を調整できるようになったが、

調整申告及び年度確定申告の要求と期間に留意すべきである。雇用者である企業に対して、新規定に基づき、海外

関連会社から従業員へ給与支給する場合における関連情報の所轄税務当局への報告が義務付けられたことから、

企業においてはコンプライアンス上の管理により一層注意することが望ましい。 
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