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日本語訳と原文（中文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。
建築、金融などの業界における増値税改革に関する事項のさらなる明確化
中国財政部、国家税務総局は 2017 年 7 月 11 日に財税［2017］58 号通達（以下「58 号通達」） 1を公布し、建築、金
融などの業界における営改増（以下「増値税改革」）に関する事項及び増値税改革後の合算納税、農地流動化など
についてさらなる明確化を行った。58 号通達における金融機関の手形割引・再割引に関する規定は 2018 年 1 月 1
日から施行され、その他の規定は 2017 年 7 月 1 日から施行される。
1.

建築業界

(1)

簡易課税方式の適用対象となる建築工事

58 号通達の規定により、建築工事の元請企業が建物の地盤工事、基礎工事、主体構造工事に関するサービスを提
供する際、鋼材・コンクリート・構造部材・プレキャスト部材の全部又は一部を自己調達する場合、簡易課税方式を適
用する。
58 号通達でいう上述の状況は、従来の規定を照らし合わせて見ると「甲工事」（すなわち全部又は一部の設備、部
材、動力は元請企業による自己調達である建築工事）方式で提供される建築サービスに該当するため、当該元請企
業が増値税一般納税者である場合、一般課税方式と簡易課税方式のいずれを適用するかを選択できるが、2017 年
7 月 1 日から、その選択ができなくなり、一律に簡易課税方式を適用しなければならない。
留意点として、58 号通達において、上述規定の適用範囲が厳しく限定されており、下記の状況は適用対象外となる。
 建物の建築工事以外の建築サービスを提供する場合。例えば道路、橋梁、トンネル、ダムなどの建造物を対象に
提供する建築サービス
 元請企業が鋼材・コンクリート・構造部材・プレキャスト部材を除くその他の部材のみを調達する場合
 元請企業が下請企業に建築工事を発注する場合
(2)

前受金に関する納税義務

従来の規定により、納税者が前受金を受け取って建築サービスを提供する場合、前受金を受け取った当日が増値税
納税義務の発生日である。58 号通達により、当該規定は廃止された。
ただし、上述規定の廃止は、納税者が前受金を受領した際に増値税を納付する必要がないことを意味するものでは
ない。58 号通達により、納税者が前受金を受領して建築サービスを提供する場合、前受金の受領時に、前受金から
支払った下請代金を控除した残額及び 2％又は 3％の徴収率に基づき、増値税の予納を行わなければならない。
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予納税額*

一般課税方式：（前受金-支払った下請代金）／（1＋11％）*2％
簡易課税方式：（前受金-支払った下請代金）／（1＋3％）*3％

予納場所

県（市、区）をまたいだ建築サービスの提供：建築サービスの発生地
県（市、区）をまたいでいない建築サービスの提供：機構所在地

*予納税額の計算について、58 号通達において、予納時に使用する徴収率のみ明確に規定されている。税額の計算式について
は、「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定弁法」（国家税務総局公告 2016 年第
17 号）の規定を参考にした。

建築サービスについて一般課税方式を適用する納税者にとって、従来の規定により、前受金の受領時に 11％の税
率に基づき増値税売上税額を計算し納付しなければならないため、とりわけ着工前に控除できる仕入税額が限られ
ることで、資金面で圧迫される事態に陥りやすい。58 号通達の施行後、納税者は「前受金の受領時に比較的に低い
徴収率に基づき増値税の予納を行う」という取扱いの適用を受けられる可能性があるため、資金面でのプレッシャー
が緩和される見込みである。
地域をまたいで建築サービスを提供する企業にとって、58 号通達における増値税予納の関連規定は従来の規定と
比べて変化はない。一方、地域をまたいでいない建築サービスを提供する企業にとって、58 号通達における増値税
予納の関連規定は新規規定であるため、関係企業は政策の調整による申告義務の変化に留意する必要がある。
留意点としては、58 号通達により、前受金の受領日を納税義務の発生日とする規定は廃止されたが、前受金を受領
して建築サービスを提供する場合の納税義務の発生時点については言及されていない。納税義務の発生時点の判
断に関する一般的な規則及び建築業界における実務の状況を踏まえた上で、上述の状況における納税義務の発生
時点については、下記の規則に基づき判断するよう規定される可能性があると考えられる。
i) 発生済みの建築サービスについて、不動産の権利者又は工事元請企業に出来高を請求する場合、出来高認定
請求書に署名した日を納税義務の発生日とする*
ii) 納税者が i)よりも早い時点で増値税発票を発行した場合、発票の発行日を納税義務の発生日とする（発票主義）
*通常、出来高の請求に伴い、前受金勘定から完成工事高に振り替える会計処理が行われる。

ii) の場合、建築企業における納税義務は、増値税発票の発行と連動して発生する。建築企業が一般課税方式を適
用する場合、増値税発票の発行時点で仕入税額控除に用いられる仕入税額がまだ発生していない可能性がある
（例えば、着工前に）ため、11％の適用税率に基づき増値税売上税額を納付することで、資金面で圧迫される可能性
がある。上述のリスクがある企業は、調達と資金運用を合理的に計画することで、不利な影響の緩和を図る必要があ
る。
また、現行の徴収管理規定の中に、「発票発行即徴税」に当てはまらない例外処理が存在する（すなわち、納税者が
代金を受領し、増値税発票を発行したが、増値税課税役務（商品）の販売がまだ実現していない場合、即時に増値税
を納付する必要がない。例えば、自社開発の不動産プロジェクトを販売し、前受金を受領する場合。）。建築企業が前
受金を受領し、増値税発票を発行する行為について上述の例外処理の適用を受けられる場合、資金面で圧迫される
問題は解消される。関係企業は、税務当局による徴収管理政策に上述の例外処理規則が導入される可能性に留意
する必要がある。
2.

金融業界

(1)

手形割引・再割引業務

58 号通達により、2018 年 1 月 1 日から、金融機関 2の手形割引・再割引業務について、実際に手形を保有する期
間に取得する利息収入を貸付サービスの売上高として増値税を計算し納付しなければならない。金融機関の間で行
われる手形の再割引業務を免税とする現行の規定は同時に廃止される。
経過措置として、手形割引に関する利息収入の全額について、手形割引を提供する金融機関が 2018 年 1 月 1 日
までに増値税を完納している場合、当該手形の再割引に関する利息収入は、引き続き増値税の免税扱いである。
58 号通達における上述の規定は、手形割引業務に関する増値税上の取扱いに大きな影響を及ぼすものである。現
行の規定と実務において、金融機関が手形割引を行う際に、手形割引に関する利息収入の全額について増値税を
納付し、増値税発票を発行するのが一般的であり、その後に行われる再割引業務は免税扱いとなるため、手形割引

2 金融機関は次の機構を指す：（1）銀行：中国人民銀行、商業銀行、政策性銀行を含む；（2）信用合作社；（3）証券会社、；（4）ファ
イナンス・リース会社、証券ファンド管理会社、金融会社、信託投資会社、証券投資ファンド；（5）保険会社；（6）中国人民銀行、銀
行業監督管理委員会、証券業監督管理委員会と保険業監督管理委員会（いわゆる「一行三会」）の認可を経て設立され、金融・
保険業務に従事するその他の機構など。
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を行う金融機関のほうに税負担が偏っている。58 号通達の施行後、手形割引・再割引の利息収入にかかる増値税
は、手形割引及び再割引を行う金融機関が自身の取得する利息の金額に基づき、各自納付することになるため、手
形業務にかかる税負担の公平性を確保するのに有利である。また、従来の規定により、金融機関は通常、手形割引
を行った当日に関連の利息全額について増値税を納付するため、当該割引手形を譲渡する意欲の低下を引き起こ
し、手形資産の流動性の低下に繋がった。58 号通達は、金融機関が割引手形の再割引を行う意欲を高めるもので
あり、その施行により手形資産の流動性を高め、手形市場の安定な発展に寄与することが期待される。
ただし、手形割引・再割引に関する増値税上の取扱いについて、下記のように、追って明確化が待たれる問題が存
在する。
 金融機関の間で行われる手形割引・再割引と類似する業務（例えば、ファクタリング、フォーフェイティング等）に、
58 号通達による増値税上の取扱いは適用できるか否か
 金融機関が手形再割引による譲渡益について、「金融商品譲渡」として増値税を納付すべきか否か
 金融機関が手形割引を行う際、客先は通常、会計処理に必要な証憑として、金融機関に手形割引の利息収入全
額を対象とする増値税発票の発行を求めるが、58 号通達において、金融機関は実際に手形を保有する期間に
取得する利息収入を貸付サービスの売上高として増値税を計算し納付するよう規定されている。この問題はどの
ように解消すべきか
3.

合算納税

従来の規定によれば、2 つ又は 2 つ以上の納税者は、財務部及び国家税務総局の承認を得た上で、1 つの納税者
として合算納税を行うことができる。58 号通達により、合算納税に関する上述の規定は廃止された。これは、増値税
納税者が 7 月 1 日から上述した合算納税規定の適用を申請できなくなることを意味するものと考えられる。ただし、
総機構と分支機構に適用される合算納税政策が影響を受けないことに留意する必要がある。すなわち、権限ある当
局の承認を経て、総機構は所在地の所轄税務機関にて分支機構との合算申告・納税を行うことができる。
4.

農地流動化

58 号通達の規定により、納税者が下請、賃貸、交換、譲渡、株式取得などの方式で、農業生産を目的とする農業生
産者に払下げ土地を流通する場合、増値税を免除する。
増値税改革以前は、「農業土地賃貸に関する徴税問題についての回答」（国税凾［1998］82 号）の規定により、農
村、農場が土地の利用権を農業生産を目的とする個人又は会社に下請け（賃貸し）、受け取った固定額の下請代金
（賃貸料）に対して、営業税を免除できる。58 号通達による上述の規定は、営業税関連の優遇政策を増値税改革以
降に踏襲するものであり、農業の発展を支援する国家の施策方針を反映するものである。
5.

デロイトの考察及びアドバイス

58 号通達は、建築、金融などの業界における一部の増値税政策について調整と明確化を行い、業界の要望にある
程度応えたものである。関係企業は速やかに新政策をを把握し、影響の評価結果を踏まえた上で、合理的なビジネ
スアレンジを行う必要がある。また、増値税改革試験の実施範囲は 2016 年 5 月 1 日に既に全業種に拡大されてい
るが、政策面で明確化が待たれる問題が多数存在する現状である。将来において、財政・税務当局からより多くの具
体的なガイドラインが公布されることが期待されており、納税者は引き続き法規及び実務の動向に留意する必要があ
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/nl/ao
問い合わせ
デロイト中国 上海事務所
パートナー 板谷 圭一
kitaya@deloitte.com.cn
ニュースレター発行元
東京事務所
〒100-8305
東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階
Tel： 03-6213-3800（代）
email： tax.cs@tohmatsu.co.jp
会社概要： www.deloitte.com/jp/tax
税務サービス： www.deloitte.com/jp/tax-services

デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームであるデロイ
ト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャ
ルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称で
す。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証
業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に約 11,000 名の
専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧く
ださい。
Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連
するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワー
クを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサー
ビスを Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の
専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を
構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の
組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワ
ークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト トーマ
ツ税理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに無断で転
載、複製等をすることはできません。
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロイトネ
ットワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある
一切の決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわたる部分は筆者
の私見であり、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が被った損失
について一切責任を負わないものとします。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
© 2017. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

4

