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増値税改革試験の全面的な実施～四業種に対する主な政策等～
2016 年 5 月 1 日から、中国において営業税に代
えて増値税を徴収する試験（以下「増値税改革試
験」）が全面的に実施されることに伴い、従来は営

徴税管理に関する規定


「営業税に代えて増値税を徴収する試験の
全面的な実施後における増値税の納税申

業税の課税対象であった業種もすべて増値税の

告に関する事項についての公告」（国家税

課税対象に移行する 1。

務総局公告 2016 年第 13 号） 4（以下「13 号
(1)

増値税改革試験に関する規定の公布

中国財政部および中国国家税務総局は 2016 年

公告」）


全面的な実施に関する租税徴収管理事項

3 月 23 日付で、新たに増値税改革試験の対象と

についての公告」（国家税務総局公告 2016

なる建築業、不動産業、金融業および生活サービ

年第 23 号） 5（以下「23 号公告」）

ス業に係る増値税の具体的な取扱い等について
規定した「営業税に代えて増値税を徴収する試験

「営業税に代えて増値税を徴収する試験の

建築業、不動産業に関係する管理弁法

の全面的な実施に関する通知」（財税［2016］36
号）（以下「36 号通達」）を公布した 2.3。その後、国



「納税者の不動産譲渡に係る増値税の徴収

家税務総局は増値税の納税申告等の徴税管理

管理暫定弁法」（国家税務総局公告 2016 年

に関する規定、および建築業、不動産業に関係す

第 14 号） 6

るいくつかの管理弁法を公布した。36 号通達の公



「不動産の仕入税額の分割控除暫定弁法」

布後、これまでに公布された主なものは、次のと

（国家税務総局公告 2016 年第 15 号） 7（以

おりである。

下「15 号公告」）


「納税者の不動産のオペレーティングリース
サービスの提供に係る増値税の徴収管理

1
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Tohmatsu China News 2016 年 3 月号（Vo.160）を参照（PDF）
財税［2016］36 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
36 号通達の詳細については、Tax Analysis 2016 年 3 月 24 日号/中国を参照
国家税務総局公告 2016 年第 13 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
国家税務総局公告 2016 年第 23 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
国家税務総局公告 2016 年第 14 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
国家税務総局公告 2016 年第 15 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））

1

暫定弁法」（国家税務総局公告 2016 年第
16


四半期ごとに申告を行っていた営業税の納
税者は、2016 年 5 月の申告期間内に所轄
地税機関で 4 月分の営業税を申告し、2016

「納税者が県（市、区）をまたがって提供する
建築サービスに係る増値税の徴収管理暫

年 7 月の申告期間内に所轄国税機関で 5、

定弁法」（国家税務総局公告 2016 年第 17

6 月分の増値税を申告する

号） 9




号） 8

建築業、不動産業に関係する管理弁法ではそれ

「不動産開発企業が自ら開発した不動産プ

ぞれ、不動産の譲渡、オペレーティングリース、地

ロジェクトの販売に係る増値税の徴収管理

域をまたがって提供する建築サービス、不動産開

暫定弁法」（国家税務総局公告 2016 年第

発企業が自ら開発した不動産の販売に係る税額

18 号） 10

の計算式、増値税発票の管理、納税地点または

上記のうち、13 号公告（2016 年 6 月 1 日施行）で
は、増値税改革試験実施後の増値税の納税申告
時に必ず提出すべき“納税申告表および付随資
料”と、提出の要否を各省、自治区、直轄市およ

時期、規定に従って納税しない場合の罰則等と、
不動産の取得に係る仕入税額の控除に関する事
項について規定している。
(2)

四業種に対する主な政策

び計画単列市の国家税務局が決定する“納税申
告のその他資料”を具体的に列挙している。当該

以下では、36 号通達および上記の管理弁法の規

公告には、一般納税者用と小規模納税者用の

定に基づき、新たに増値税改革試験の対象となる

「増値税納税申告表」と各種の付随資料、および

四業種に対する主な政策の要点について説明す

「増値税予納税額表」のフォームも添付されている。

る。

また、2016 年 4 月 19 日に公布された 23 号公告

1)

建築業

では、納税申告期限の延長、増値税一般納税者

a)

サービスの範囲

資格の登記

11、増値税発票の発行等について具

建築サービスとは、各種の建築物、構築物および

体的に規定している。例えば、納税申告期限の延

その附属施設の建造、修繕、装飾と、線路、配管、

長については、次のとおりである。

設備、施設等の据付およびその他の工事作業の



2016 年 5 月 1 日から新たに増値税改革試
験の対象となる納税者は、2016 年 6 月の増
値税の納税申告期限を 2016 年 6 月 27 日
まで延長する



業務活動を指す。これには、工事サービス、据付
サービス、修繕サービス、内装サービスおよびそ
の他の建築サービスが含まれる。
b)

適用税率と課税方式

作業の実状に基づき、省、自治区、直轄市

建築業に対する従来の営業税税率は 3％であっ

および計画単列市の国家税務局は、2015

たが、増値税改革試験の実施後に一般課税方式

年度の企業所得税の確定申告期間を延長

において適用される増値税税率は 11％となる。一

することができる。ただし、2016 年 6 月 30

方、簡易課税方式による場合は 3％の徴収率が

日を過ぎてはならない

適用される

12 。また、一般課税方式による場合、

取得した代金総額および代金以外の費用の合計
8 国家税務総局公告 2016 年第 16 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
9 国家税務総局公告 2016 年第 17 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
10 国家税務総局公告 2016 年第 18 号（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語））
11 増値税の納税者には一般納税者と小規模納税者がある。関連規定に基づき、年間の課税売上高が小規模納税者の基
準（増値税改革試験の対象となる納税者については 500 万元）を超える増値税の納税者は、所轄税務機関で一般納税者
資格の登記手続を行わなければならない。
12 増値税の納付税額の計算には、一般課税方式と簡易課税方式がある。一般課税方式による場合、納付税額の計算時
に、増値税専用発票等の控除証憑を入手していることを条件として、仕入税額を売上税額から控除することができる。一
方、簡易課税方式による場合、売上額に一定の徴収率をかけて納付税額を計算し、仕入税額の控除は認められない。原則
として、一般課税方式は増値税の一般納税者に適用され、簡易課税方式は小規模納税者に適用される。

2

額が課税対象の売上額となるが、簡易課税方式

用されるが、増値税への移行に伴う経過措置とし

では、代金総額および代金以外の費用から支

て、着工日が 2016 年 4 月 30 日以前の“旧プロ

払った下請代金を控除した後の残額が売上額と

ジェクトの不動産”または 2016 年 4 月 30 日以前

なる。

に取得した“旧不動産”を販売またはリースする場
合、5％の徴収率に基づく簡易課税方式を選択適

36 号通達によれば、簡易課税方式は小規模納税

用することができる。

者に適用されるほか、一般納税者が“清包工”方
式

13、“甲供”工事 14、または着工日が

2016 年 4

一般納税者である不動産開発企業が自ら開発し

月 30 日以前の“旧プロジェクトの建築工事”にお

た不動産を販売する場合、一般課税方式を適用

いて建築サービスを提供する場合にも選択適用

する際には、課税対象となる売上額の確定におい

することができる。当該方式による場合、適用され

て、土地を譲受した時に政府部門に支払った土地

る徴収率は 3％だが、一般課税方式のように仕入

代金を控除することができる。また、納税者が自ら

税額を控除することはできない。

開発した不動産以外の不動産を販売する場合、
それが自己建設したものでなければ、簡易課税方

c)

地域をまたがって建築サービスを提供する
場合

式を適用する際に、不動産の購入原価または取
得時の価格を控除することができる。

建築業の納税者が県（市）をまたがって建築サー
税額の予納制度

ビスを提供する場合、サービスの発生地で税額を

b)

予納した後、所在地の所轄税務機関で納税申告

一般納税者である不動産開発企業が“旧プロジェ

を行うことになる。一般課税方式を適用する場合

クトの不動産”を販売し、一般課税方式を適用す

は、代金総額および代金以外の費用から支払っ

る場合、3％の仮徴収率で計算した税額

た下請代金を控除した後の残額に 2％の仮徴収

産の所在地で予納した後、所在地の所轄税務機

率をかけて予納税額を計算する。一方、簡易課税

関で納税申告を行うことになる。

方式による場合は、予納税額も 3％の徴収率に
よって計算する。

16を不動

また、一般納税者が自ら開発した不動産以外の
不動産を販売する場合、あるいは所在地と同一

予納した増値税は、当期の増値税の納付税額か

の県（市）にない不動産をオペレーティングリース

ら差し引くことができ、差引きしきれない場合は、

する場合も、原則として不動産の所在地で税額を

翌期に繰り越して差引きすることができる。この取

予納することになる。前者に適用される仮徴収率

扱いは、不動産の販売等において、不動産の所

は 5％で、当該不動産が自己建設したものでない

在地で増値税を予納する場合も同様である。

場合は、代金総額および代金以外の費用から不
動産の購入原価または取得時の価格を控除した

2)

不動産業

a)

適用税率と課税方式

後の残額に仮徴収率をかけて予納税額を計算す
ることができる。一方、後者には 3％の仮徴収率

従来、不動産の販売、土地使用権（無形資産）の

が適用される。ただし、“旧不動産”を販売または

譲渡および不動産のリースに対しては 5％の営業

リースし、簡易課税方式を選択適用する場合は、

税税率が適用されていたが、増値税改革試験の

予納税額も 5％の徴収率によって計算する。

実施後は 11％の増値税税率が適用される。ただ
し、簡易課税方式による場合は 5％の徴収率 15が
適用される。
原則として、一般納税者には一般課税方式が適

なお、不動産開発企業が代金前受方式により開
発した不動産を販売する場合は、前受金を受領し
た時に 3％の仮徴収率で計算した増値税を予納
する。

13 “清包工”方式では、施工者は建築工事に必要となる材料を購入せず、あるいは補助材料のみを購入し、人件費、管理
費あるいはその他の費用を発注者から受領する。
14 “甲供”工事では、全部または一部の設備、材料、動力を工事の発注者が自ら購入する。
15 個人が住宅をリースする場合は 1.5％に減じられる。
16 予納段階では、土地代金を控除することはできない。

3

不動産の取得に係る仕入税額の控除

課税対象となる売上額については、例えば、貸付

36 号通達に基づき、一般課税方式を適用する納

サービスを提供する場合、取得したすべての利息

税者が 2016 年 5 月 1 日以降に取得し、かつ会

および利息性質の収入が売上額となる。また、金

計上、固定資産として計上した不動産、および

融商品の譲渡は、売却価格から購入価格を控除

2016 年 5 月 1 日以降に発生した不動産の建設

した後の残額を売上額とする。

c)

工事は、取得した日から 2 年間にわたり、その仕
入税額を売上税額から控除することができる。15
号公告によれば、この政策を適用する仕入税額
のうち、60％部分は控除証憑を取得した当期に控
除し、40％部分は控除待ち仕入税額に計上して、
控除証憑を取得した当月から 13 カ月目に控除す
る。

c)

増値税の免除

金融サービスの提供によって得た収入のうち、こ
れまで営業税を免除されていたものは、基本的に
増値税への移行後も免税として取り扱われること
になる。例えば、金融業の同業者間取引に係る利
息収入、国債、地方政府債の利息収入、1 年以上
の人身保険商品に係る保険料収入等がこれに該

当該政策を適用する納税者は台帳を設置し、不

当する。

動産または不動産の建設工事に係る原価、費用、
借入利息に係る仕入税額の処理

控除証憑および仕入税額控除の状況を記録し、

d)

保管しなければならない。

36 号通達によれば、貸付サービスの購入に係る
仕入税額、すなわち、納税者が支払う借入利息に

d)

資産再編における不動産等の譲渡

係る仕入税額は、納税者の売上税額から控除す

36 号通達によれば、資産再編の過程において、

ることができない。また、納税者が貸付サービス

合併、分割、売却、交換等の方式で、すべてまた

の提供を受け、貸付者に支払った、当該貸付と直

は一部の現物資産および関連の債権、債務と労

接関連する投融資顧問料、手数料、コンサルティ

働力を併せてその他の組織または個人に譲渡す

ング料等の費用についても同様である。

る場合の、不動産、土地使用権の譲渡行為は、
増値税の課税対象とならない。これは、従来の営

4)

生活サービス業

業税の取扱いを踏襲したものである。

a)

サービスの範囲

3)

金融業

a)

サービスの範囲

生活サービスとは、住民の日常生活のニーズを
満たすための各種のサービス活動を指し、文化・
体育サービス、教育・医療サービス、旅行・娯楽

金融サービスとは、金融・保険の業務活動を指し、

サービス、飲食・宿泊サービス、住民日常サービ

貸付サービス、直接チャージ金融サービス、保険

スおよびその他の生活サービスが含まれる。

サービスおよび金融商品の譲渡が含まれる。
b)

適用税率と課税方式

これらのうち、貸付とは、資金を他人の使用のた

従来、大部分の生活サービスには 3％または 5％

めに貸与し、利息収入を取得する業務活動を指

の営業税税率が適用されていたが、増値税改革

す。36 号通達によれば、各種の資金の占用、融

試験の実施後、一般課税方式を適用する一般納

通により取得する収入はすべて貸付サービスの

税者には 6％の増値税税率が適用される。36 号

収入（すなわち、利息収入）として増値税を納付す

通達では、文化・体育サービス（従来の営業税税

ることになる。
b)

適用税率と課税方式

率は 3％）を提供する一般納税者に対して、3％の
徴収率に基づく簡易課税方式を選択適用すること
を認めている。

従来、金融・保険業には 5％の営業税税率が適用
されていた。増値税改革試験の実施後、一般課

生活サービスは原則として、取得した代金総額と

税方式を適用する一般納税者には 6％の増値税

代金以外の費用の合計額が課税対象の売上額と

税率、簡易課税方式を適用する小規模納税者に

なる。ただし、旅行サービスについては、旅行者

は 3％の徴収率が適用される。

の代わりにその他の組織または個人に支払った
宿泊費、飲食費、交通費等の費用を控除した後

4

の残額を売上額とすることができる。これは、従来
の営業税の取扱いを踏襲したものである。このよ
うな売上額の差額計算のほか、増値税が免除さ
れるサービス（例えば、医療機関が提供する医療
サービス）についても、従来の取扱いが踏襲され
ている。
c)

仕入税額を控除できないサービスの購入

36 号通達に基づき、納税者が飲食サービス、住
民日常サービスおよび娯楽サービスを購入した場
合、そのサービス購入に係る仕入税額を売上税
額から控除することはできない。これらのサービス
は顧客の多くが個人であるため、そのサービス購
入の目的が商用であるか個人消費

17であるかを

区分することは難しいと考えられる。なお、36 号
通達では、納税者の交際費も個人消費に属する
ものとして、その仕入税額は控除の対象とはなら
ない旨を規定している。
5)

デロイトのコメント

全体として、各業種に対する具体的な政策には、
すべての業種において税負担を増加させることな
く、増値税へのスムーズな移行を果たすという政
府の基本方針が反映されている。しかし、いずれ
の業種についても適用される増値税税率は従来
の営業税税率よりも高くなることから、増値税負担
を顧客に転嫁できるか否か、控除可能な仕入税
額がどの程度あるかにより、長期的には企業の
税負担が増加する可能性もあると考えられる。
上記の四業種に属する企業は、増値税改革試験
に関する規定をよく理解した上で、増値税の納税
者へ移行するにあたり、各種の対応措置を講じる
必要があるが、それ以外の企業も、自らがサービ
スの購入者となる場合の仕入税額控除の可否等
に留意し、適切なコンプライアンス管理を行うこと
が求められる。増値税改革試験の実施後におけ
る実務処理に関しては、まだ不明確な事項も多々
あるため、各企業とも増値税改革試験の実施に
係る今後の動向（例えば、補充規定の公布等）に
留意し、必要に応じて所轄税務機関または専門
家のアドバイスも求めつつ、具体的な実務対応を
していくことが必要となるであろう。

17 36 号通達に基づき、購入したサービスが個人消費に用いられる場合、その仕入税額を売上税額から控除することは認
められない。
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過去のニュースレター
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