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COVID-19 Tax News 
中国 
デロイト トーマツ税理士法人 

2020年 4月 2日号 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応施策 

COVID-19は世界各国へ急速に拡大している一方、中国の中央及び各地方政府の厳密な疫病防止政策の実行に

より、中国国内においては徐々に収束の兆候が見え始めています。 

中国では 1月末より、相次いで対応施策が打ち出されていますが、日系企業の皆様においてもご関心が高いと思わ

れる税制面を中心に、以下のとおりまとめております。皆様のご理解の一助になれば幸いです。 

また、各地において、個別の特例や政府からの補助など、引き続き新しい施策が日々出されている状況にありますの

で、今後も注意深く動向を注視し、申請など必要に応じ適時の対応に着手できるよう、積極的に多くのルートから情報

の収集に努めることが推奨されます。 

1. 全中国範囲での施策

(1) 企業所得税 

企業所得税の減免及び免税 

 企業が、疫病に起因して取得した政府補助金あるいは特別な資金援助につき、条件を満たす場合、企業所得税

を免除する

 資格のある非営利組織が取得する寄付金につき、企業所得税を免除する

企業所得税における損金算入 

 企業の疫病防止の為に発生する研究開発費用につき、企業所得税計算の際、その実際発生額の 75％を追加で

損金算入、あるいは無形資産の取得原価を 175％として減価償却できる

 重要な疫病防止物資を生産する企業が、生産能力を拡大するために取得する設備の取得価額につき、一括で損

金算入できる

 疫病の影響により生じた資産損失は、企業所得税計算の際、損金算入できる

企業所得税上の損益通算 

 疫病の発生期間において、その疫病の影響により損失が発生した場合には、5年間損益通算することができる。

疫病により大きな影響を受けた産業に属する企業について、2020年度に発生する損失の最長の損益通算期間

は、8年に延長する。ハイテク企業及び技術型中小企業に該当する場合、10年間損益通算することができる

(2) 増値税 

増値税の減免及び免税 

 企業が疫病防止の為に提供する無償の公益役務につき、増値税を免除する

 医療機関が提供する防疫役務につき、増値税を免除する

 疫病防止において重要な物資の運輸役務、公共交通役務、生活役務、住民に対する生活必需品の郵送役務に

つき、増値税を免除する

 小規模納税者の増値税を減免する

増値税の還付 

 条件を満たす内資研究開発機構及び外資研究開発センターが、国産設備を取得する場合、増値税を全額還付

する

 疫病防止において重要な物資を生産する企業が、生産能力を拡大するために取得する設備につき、この期間の

増値税未控除税額の全額を還付する
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(3) 個人所得税 

疫病防止活動に対する臨時補助金及び手当金に係る個人所得税の免税 

 疫病防止活動に従事する医師及び従業員が、政府の規定に基づき取得する臨時補助金及び手当金につき、個

人所得税を免除する 

企業が配布する疫病防止のための物資に係る個人所得税の免税 

 企業が個人に配布する COVID-19を予防するための薬品、医療用具及び防護用具等の物資につき、個人所得

税を免除する 

(4) 企業及び個人の寄付に関する租税支援施策 

疫病防止物資の寄付に関する企業所得税及び個人所得税における損金算入 

 公益法人、県以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じて寄付する現金及び物資、あるいは疫病防止

活動に従事する医療機関に寄付する物資につき、課税所得計算の際、全額損金算入できる 

疫病防止物資の寄付に関する増値税・消費税・附加税の免税 

 企業及び個人経営者が、自ら生産・委託加工・購入する物資を、公益法人、県以上の人民政府及びその部門

等の国家機関を通じて寄付する現金及び物資、あるいは疫病防止活動に従事する医療機関に対して、新型コロ

ナウイルス肺炎に対応するために無償で寄付する場合、増値税・消費税・都市維持建設税・教育附加税・地

方教育附加税を免除する 

(5) その他 

 疫病に関する寄贈物資につき、輸入関税を免除する 

 衛生健康主管部門が手配し輸入した、防疫に用いる物資は、輸入関税を免除する 

 疫病に起因して、企業に大きな損失が発生し、生産経営活動に重大な影響を受ける場合、不動産税・土地使用

税の減免を申請できる 

 納税申告期限及び税関申告期限を延長する 

 養老・失業・工傷保険料に係る支払を減免する 

2. 各地における支援施策 

上記の全中国範囲に加え、各地において種々の支援施策が設けられておりますが、概要は以下のとおりです。 

 金融支援を強化し、貸付金の与信規模を保障することにより、融資費用を低減させる 

 企業の負担を軽減し、租税の徴収を減免・延期し、一部の地域においては、家賃に対する補助政策を実施する 

 企業人員の安定を奨励するため、社会保険料の徴収を延期し、及び補助政策を実施する 

 防疫に関する研究開発活動を奨励するため、特別の支援政策や奨励制度を設置する 

 公共サービスを改善し、処理手続きの簡素化と最適化を行う 

3. 上海市における施策 

例えば上海市において公表されている政策（上海「28条」政策・沪府規〔2020〕3号1）では、以下の 28項目が挙げら

れています。具体的な施策の内容については、個々に関係当局部門への確認が必要となります。 

項目 内容 

1. 企業の疫病防止対策

への全面的な支援 

1) 疫病防止対策に尽力する企業の財務・税務を支援する。 

2) 疫病防止対策に尽力する企業のプロジェクト金融を支援する。 

3) 疫病防止対策に関連する企業の融資ルートを拡張する。 

4) 保険及び保障の役割を強化する。 

5) 疫病防止物資を提供する企業の生産機能拡大及び輸入増加を支援する。 

6) 疫病防止物資の輸入につき租税優遇措置を設ける。 

7) 疫病防止物資の輸入につき迅速な輸入通関ルートを設ける。 

8) 疫病防止に寄与する新製品の研究開発活動を支援する。 

                                                           

1 原文は沪府規〔2020〕3号（上海市人民政府ウェブサイト（中国語））を参照のこと。 

http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw48506/u26aw63478.html
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2. 適切な各種企業の負担

軽減 

9) 企業の家賃負担を軽減する。 

10) 申告納税期限を延長する。 

11) 企業と個人に対して租税優遇措置を設ける。 

12) 定期定額の個人事業主の租税負担を免除する。 

13) 旅行サービス事業者の品質保証金を一時的に返還し、文化事業建設費へ

の補助を行う。 

3. 金融支援の拡大 14) 様々なルートからの企業への資金提供の支援 

15) 資金上の困難に直面している企業の支援拡大 

16) 融資担保支援の強化 

4. 従業員の雇用安定の

強化 

17) 失業保険還付制度の継続 

18) 社会保険料の基数算定期間の延期 

19) 社会保険料の納期限の延長 

20) トレーニング実施費用に対する補助 

21) 医療保険料率の下方調整 

22) フレキシブル勤務制度の実施 

5. 企業の事業活動再開

の促進 

23) 企業の事業活動再開に関する政府サービスの提供 

24) 企業の従業員雇用保障の強化 

25) 新技術や新モデルに基づく新規業種発展のための教育支援 

6. 企業の事業環境の更な

る改善 

26) 企業向け政府サービスシステムの更なる改善 

27) 企業信用回復システムの完全化 

28) 法律サービスによる保障の強化 

 

4. 中国への外国人の入国制限 

中国政府は 3月末より、有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入国の暫定的な停止、並びに日本人に対

する 15日間の査証免除を停止する措置を実施しています。この結果、中国現地法人への出向者・出張者ともに、人

員の交流が大きく制限され、日系企業の人材配置及び事業計画にも、大きな影響が生じていると考えられます。 

 

本ニュースレターは、2020年 4月 1日時点の情報に基づいて執筆しています。 
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