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※Deloitte Touche Tohmatsu Limited が発行する「Global Indirect Tax News」には、世界各国の間接税の最新情
報が掲載されています。1 月号から、中国、インド、英国の 3 カ国について主要見出しを紹介します。

中国
2015 年輸出入暫定税率を公表
2014 年 12 月 12 日に国務院の関税税則委員会は
「 2015 年 関 税 実 施 案 に 関 す る 通 達 」 （ 税 委 会
[2014]32 号）を発布し、2015 年 1 月 1 日より適用さ
れる輸出入関税の暫定税率を公表した。関税の暫
定税率は、輸出規制もしくは輸入奨励を目的に、政
府が特定品目に対して設定しており、毎年年末に公
表されている。
(1)

輸出暫定税率

2015 年は 343 品目に対して輸出関税率および輸出
暫定税率が適用され、化学肥料や石炭等の輸出品
目の輸出暫定税率が変更された。レアアースや卑
金属などについては、今回の通達では変更されて
いないが、2015 年中に変更される可能性がある。
(2)

輸入暫定税率

2015 年は 749 品目に対して輸入暫定税率が適用さ
れる。2014 年と比較して、新たに 19 品目（電気自
動車用モーターコントローラなど）が暫定税率の対
象となり、輸入奨励のために 12 品目の暫定税率が
引き下げられた。一方で、輸入量の少ない品目など
33 品目については、暫定税率が取り消され、デジタ
ルカメラのイメージピックアップモジュールなど 5 品
目は、中国での生産促進のために暫定税率が引き
上げられた。
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インド
SEZ 非加工区内施設の一般開放
免税などの優遇措置が適用される特別経済区
（SEZ）の規則が変更され、SEZ 入居企業でない国
内一般関税地域（DTA）の企業や人も SEZ 内の非

加工区（Non Processing Area）の施設使用が認め
られるようになる。非加工区は、輸出製品の製造等
を行う加工区（Processing Area）での活動をサポー
トする目的で、病院や居所、ホテル、学校などの施
設が建てられているエリアだが、従来は、非加工区
の施設利用は SEZ 入居企業のみに限られていた。
今後は、非加工区が SEZ 入居企業だけが使用でき
るエリアと一般使用できるエリアの 2 つに分けられる
ことになる。SEZ 入居者以外も使用できるエリアで
は、免税や減税、戻し税などの優遇措置は受けられ
ない。
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英国
デジタルサービスの消費地課税に関するガイ
ダンスの発表
2015 年 1 月より、個人消費者に対するデジタル
サービス（通信、放送、および電子的な手段によっ
て提供されるサービス）の提供については、VAT
（Value Added Tax：付加価値税）の課税地がサー
ビス受益者の所在地に基づいて決定されることにな
る。英国歳入関税庁（HM Revenue & Customs
（HMRC））は、個人消費者にデジタルサービスを提
供する企業に向けたガイダンスを発表した。当該ガ
イダンスには、新ルールの適用範囲、役務提供地
および課税地の決定方法、デジタルサービスおよび
「電子的な手段によって提供される」サービスの定
義、並びにサービス受益者が個人消費者と企業の
いずれに該当するかの決定方法が示されている。
また、ルール変更による影響の有無を確認するた
めのフローチャートも掲載されている。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.deloitte.com/jp/tax/git
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