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新個人所得税法は全面的施行の段階に：
実施条例、特定項目付加控除暫定施行弁
法の同時意見募集
2018 年 10 月
第 34 号
概要
201 8 年 8 月 31 日の改正後の新「中華人民共和国個人所得税法」公布以来、各方面では新税法及
び新税制がもたらす変化と影響の全面的理解の必要性から、その実施条例及びその他関連法規・
政策公布への注目と期待が高まっています。
201 8 年 10 月 20 日、財政部及び国家税務総局が「中華人民共和国個人所得税法実施条例（改正
草案意見募集稿）」（以下「実施条例意見募集稿」）及び「個人所得税特定項目付加控除暫定施行弁
法（意見募集稿）」（以下「暫定施行弁法意見募集稿」） を公布し、2 週間にわたる公開意見募集を開
始しました。 これら 2 つの法規について、 前者は新たな個人所得税法実施レベルの政策解釈であ
り、後者は今回の税制改正で 新たに追加された特定項目付加控除の政策の細分化であり、 両者は
同時に今後予想される個人所得税関連規則・弁法及び規定文書の重要基盤及び根拠となると考え
られ、その重要性は言うまでもありません。
本稿では、 新個人所得税法の内容を踏まえ、 これらの意見募集稿の要点及び私どもの見解をご紹
介いたします。

詳細
実施条例意見募集稿は、今般
の個人所得税法改正の画 期
的なポイントを充分に反映して
おり、 改正前後の実施条例は
どちらも 48 条ありま すが、 こ
のうち 44 条はいずれも加筆
修正されています。一方、暫定
施行弁法意見募集稿は、 全く
新しい規則で す。新税法をもと
に、 私どもはこれら 2 つの意
見募集稿における以下の内容
に着目しました。





所得源泉地及び課税所得
範囲調整の変化
特定項目付加控除政策の
細分化
外国関連の租税徴収政策
改正の進展
確定申告における全体的
要件の明確化



租税回避防止規定に関し
て初めて示された定義

所得 源泉地及 び課税所得 範
囲調整の変化
所得源泉地判定基準は最 終
化の段階に
実施条例意見募集稿における
収入源泉地判定条項は新 税
法下の全 9 項目の個人所得
項目 を網羅しており、 既存 項
目の改正（ 例えば、 中国内企
業の持分譲渡を通じて 取得し
た財産譲渡所 得の源泉地 判
定の規定追加）も含まれ、また
現行実施条例において明確化
されて いない項目及び税法改
正後の新所得項目も含ま れ、
より全面的かつ網羅的な内容
となっていま す。同時に、経済
のデジ タル化の趨勢に応じて、
実施条例意見募集稿では、 所
得項目に将来的に出現する可

能性のある新しい収入形態の
源泉地判定を財税部門が行え
るよう調整の余地を残していま
す。収入源泉地判定の主な原
則は付表一にて総括していま
す。
課税所得範囲の調整は大きく
ない
課税所得の範囲について、 実
施条例意見募集稿では依然と
してポジ テ ィブリスト方式を採
用しており、この中で注意すべ
きは以下の事項です。


「経営所得」範囲を明確化
し、 特に個人 が中国内で
登記した個人独資企業、
パートナーシッ プ企業を通
じて生産経営活動に従事
して取得する所得が明確
に経営所得範囲に組み込
まれる。
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個人がパートナ ーシ ッ プ企業に
おける財産シ ェア を譲渡すること
で取得した所得は、「財産譲渡所
得」に属することが明確にされた。
現行の実施条例におけるその他
課税所得の範囲の変更は大きく
ない。 例えば、 原稿料所得は依
然として、 個人がその作品を書
籍、刊行物の形式で 出版し発表
することで 取得する所得のみが
該当し、 近年急速に広ま りを見
せて いるインターネッ ト上での作
品の発表等、 新たな形式につい
ては調整がなされていない。

「譲渡財産とみなされる」課税性質の
明確化
従来から実務において、 個人の非貨
幣性資産の交換は、 財産を寄贈、債
務償還、賛助、或いは投資等の行為
に用いるものであり、 財産譲渡人は
この種の取引では通常、現金収入は
取得しない若しくは対価を取得しない
ため、 これに対し課税行為の存在の
有無が争点となってきました。実施条
例意見募集稿では、「 譲渡財産とみ
なされる」規定が追加され、 これらの
行為の課税性質が明確にされていま
す。
個人企業、個人独資企業及びパート
ナーシップ企業
経営所得は新税法で主に改正された
所得項目であり、 実施条例意見募集
稿ではこれに関連する条項、例え ば、
当該項目課税所得の範囲、 課税所
得額の計算、 損金算入できる原価・
費用、税額計算方法等は全て改正さ
れま した。 この中で特に注目すべき
は、第三十八条に記載されて いる内
容です。 ここでは、 年間収入が、税務
主管部門が規定する金額を超え る個
人企業、 個人独資企業及びパートナ
ーシ ッ プ企業に対し、 税務機関は課
税所得率等を定期・定額に、 かつ事
前査定する方法で 個人所得税 を徴
収することはできないと明記されて い
ます。 これは、 これらの実体を通じて
経営所得を取得する高収入納税者
はより厳格な租税徴収管理の対象と
なることを意味します。
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特定項目付加控除政策の細分化
基本控除費用基準の引上げ、 及び
特定項目付加控除の導入により、納
税者は課税所得額計算時により多く
の控除を受けることができま す。実施
条例意見募集稿では、課税所得額を
上限として、 当年度の控除を当年度
に使用することを原則とし、当年度の
控除を全て 使用できなかった場合は、
以降の年度にこれを繰り越すことは
できないことが明確にされています。
新税法で新たに追加された特定項目
付加控除は、 今回の税制改正の目
玉の一つです。関連する項目が比較
的多いため、財税部門は同時に個別
の暫定施行弁法を公布し、各控除項
目の適用範囲、控除基準及び方法、
控除のタイミ ング、 証憑の要件等は
主に暫定施行弁法で明確に規定して
おり、徴収管理方面の規定は暫定施
行弁法及び実施条例のどちらにも関
係します。 暫定施行弁法意見募集稿
では、特定項目付加控除は公平性・
合理性、 簡便・ 容易、 的確な 税負担
軽減、国民生活改善の原則を遵守す
ることに言明されており、目下の意見
募集稿の内容に鑑みると、施行の初
期段階において、「簡便・容易」という
特徴が特に突出していると言えま す。








6 項目の特定項目付加控除は同
時に施行する
基準定額控除を主とする
証憑要件は相対的に簡便で、調
査用の保管を主とする
予納・源泉徴収の即時控除は給
与所得にのみ適用され、 その他
総合所得項目の取得については
年度確定申告を通じて控除する
納税者は提出情報の真実性に
対し責任を負う
特定項目付加控除について、動
的調整メカニズムを確立する

暫定施行弁法意見募集稿に基づく各
特定項目付加控除の項目の細分化
については、付表二をご参照ください。
大病医療費項目で は限度内の実際
費用に基づく 控除方式を採用してい
ることを除き、 その他の各項目では
全て基準定額による控除を採用して
おり、大病医療費項目は納税者が年

度確定申告を通じて自ら控除する必
要がありま す。 これは、 大多数の給
与所得者が月次の雇用主による予
納・源泉徴収を通じて月ごとに控除を
行うことを意味しま す。 さらに、 子女
教育、 継続教育、 住宅ローン利息、
非一人っ子による老人扶養等項目は、
関連納税者（ 教育を受ける子女の父
母、学歴授与の継続教育を受ける本
人又はその父母、 住宅ローンを返済
する夫婦、老人扶養控除を配分する
兄弟姐妹等） が項目控除者を約定し、
大部分の項目の控除者は一旦確定
すると、その納税年度内は変更する
ことはできま せん。 関連納税者の収
入水準及び適用税率が異なるため、
控除者の選定には各種の税務上の
影響が出てくる可能性があります。
意見募集稿における証憑の要件は
それほど厳格で はなく、 調査用に保
管することのみ規定されて います。同
時に、源泉徴収義務者は、納税者が
提供する情報に基 づき源泉徴収申
告を行うことが規定されて おり、 納税
者及び源泉徴収義務者の可能な限
りの負担軽減が考慮されていま す。
しかし、 これは納税者の誠実性が試
されているとも言え、 税務機関は一
定比率に基づく 抜き打ち検査や部門
横断的な情報共有、並びに納税者信
用記録及び共同懲戒処分等の方法
を利用し監督管理を行うことが予想さ
れます。
納税者及びその家庭の事情はそれ
ぞれ異なるため、 特定項目付加控除
項目の具体的な実施には依然として
多く の課題があり、 暫定施行弁法意
見募集稿にも明確な答え はありませ
ん。 例えば、（1 ） 基準定額控除が納
税年度内に開始する又は終了 する
場合（子女が満 3 歳、学歴授与教育
の開始・修了、被扶養者が満 60 歳
又は死亡等） は、 実際の発生月数に
基づき控除するのか否か、（2） 納税
年度内において控除事項に変更が
あった場合（ 例えば、 主要な勤務地
が、家賃控除基準の異なる都市に移
った等）はその変更の当月から異な
る控除基準を適用で きるのか否か、
（3 ）中国外で発生した支出（ 子女の
国外での就学費用、 居住者個人が
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国外非中国籍の老人を扶養する等）
は控除可能か否か等、 規定の明確
化が求められます。 これに関して、意
見募集稿では、 税務主管部門が別
途具体的実施弁法を公布すると明記
されています。

と言え るでしょう。 ただし、「5 年ルー
ル」の変更には以下の点にも注意す
る必要があります。


外国関連の租税徴収政策改正の進
展
新たな「5年ルール」
中国在住の外国籍個人が注目する
「5 年ルール」は、実施条例意見募集
稿にて留保され、 新税法に基づき以
下のとおり改正されました。




「5 年」の期間の「年度」は、新税
法下で住所を有さない個人が中
国国内で累計で満 183 日居住す
る（即ち「 居住者個人」となる）納
税年度を指し、 現行の実施条例
にある、 一時 的な出国（ 一度に
30 日を超える又は累計で 90 日
を超え る）が無いために満 1 年の
居住とされる定義とは異なる。
以下のケースでは、 住所を有さ
な い個人は、 中国において、 全
世界 所得 の納 税義 務 を有 さな
い：
連続して満 183 日居住する
年度が 5 年に満たない、又
は
o 連続して満 1 83 日居住する
年度が満 5 年であるが、そ
の間、一度の出国日数が
30 日を超える場合
住所を有さない個人が連続して
満 1 83 日居住する年度が満五
年であり、 その間、 一度の出国
日数が 30 日を超えない場合、6
年目から、満 1 83 日居住する年
度として計算され、その全世界収
入は中国にて納税しなければな
らない。



o



住所を有さない個人に適用する重要
な租税徴収緩和・免除政策として、こ
れまで「5 年ルール」は、中国在住外
国籍個人の中国における税負担の
軽減に大きく貢献してきま した。 この
緩和・免除政策の留保は、 目下の国
策である人才確保の方針を反映した
もので あり、企業にとってこれは朗報
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改正前の税法及び実施条例によ
ると、 住所を有さない個人が「 5
年」の期間内のある 1 年以内に
一度の出国日数が 30 日を超え
る又は累計で 90 日を超える場
合、中国において全世界収入の
納税義務は生じない。 今回の改
正後は、 一度の出国日数が 30
日を超えるという規定のみ留保さ
れ、 住所を有さない個人のスケ
ジュール管理の柔軟性がある程
度小さくなっている。
当該条項の要求について、住所
を有さない個人が中国で 納税が
不要な、外国源泉の所得につい
て、意見募集稿では従来の主管
税務機関の「承認」 を経る要求を、
「届出」 要求に改正し、当該租税
徴収緩和・免除は納税者が自ら
享受するので はなく、 依然として
規定に基づく「届出」手続の完了
が必須とされて いる。 従って、 個
人と企業は事後の関連届出のタ
イミング、方法及び提出・ 開示が
必要な情報・資料等の具体的要
件に注意する必要がある。
既に中国在住の住所を有さない
個人について、 新旧税法の交替
時に、「5 年」の期間の計算はど
のように処理するか明確ではな
い （ 連続 し た計 算 か、 それ と も
201 9 年から改めて再度計算す
るのか。 仮に連続計算の場合、
どのよう にこれ が継続される の
か） 。 旧税法下で既に中国国内
で連続して 5 年を超えて居住し、
なおかつ今後の新税法下で連続
して満 1 83 日居住する年度が 5
年を超え、 その間、 一度の出国
日数が 30 日に満たない、住所
を有さない個人が、 その後、ある
1 納税年度内の国内居住が 90
日に満たない場合、 依 然として
「5 年」の期間を再計算できるの
か。これらの問題について、今後
も継続して規定の公布に注意す
る必要があります。

遇及び特定項目付加控除の適用
新税法下の一部の特定項目付加控
除の項目は、 現行の外国籍個人が
享受できる免税優遇措置の一部の
非現金手当項目と重なり、 これも外
国籍個人手当免税優遇政策の事後
の有効な実施について大きな関心が
寄せられて いま す。 暫定施行弁法意
見募集稿では、 同一種類の支出は
同時に 2 種類の緩和・免除措置を享
受することはできないという原則があ
り、控除条件を満たす外国籍個人は
特定項目付加控除及び現行の関連
手当の免税優遇措置のうちいずれか
一方を選択しなければなりません（付
表三を参照）。
居住者個人の国外租税徴収の減免
実施条例意見募集稿では、 居住者
個人の国外所得の課税計算方法及
び国外租税徴収減免の関連規定も
新税法に基づき改正され、 この中で
注目すべき内容には以下が挙げられ
ます。






新税法下の複数の収入が総合
所得又は経営所得 に従い総合
課税される方法は、関連国外所
得もその性質に基づきそれぞれ
まとめてこれら 2 種類の所得に
統合した後、 居住者個人の課税
額を計算する。
意見募集稿では、 上記の合併計
算時、 個人独資企業、 パートナ
ーシッ プ企業及び個人がその他
生産経営活動に従事する国外営
業機構の損失は、国内営業機構
の利益と相殺することは認 めら
れない。 この原則は、現行の「個
人独資企業及びパートナーシ ッ
プ企業投資者 の個人所得税徴
収に 関す る 規定」 （ 財税
[2000]91 号） に明記される、 投
資者が 2 社以上の企業を設立
する場合においての企業の年度
経営損失は企業間で補填するこ
とはできな いという規定と一致す
る。
国外租税徴収減免措置では、現
有の「 国の分割は可だが、 項目
の分割は不可」（ 分国不分项） と

外国籍個人の非現金手当の免税優
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いう減免方法を継続して採用す
る。
意見募集稿では、 各項目の所得
の国外租税徴収減免の限度額
の計算について具体的方法を規
定している。

確定申告の全体的要件の明確化
総合所得の年度確定申告は、 今回
の税制改正で確立された総合項目
及び分類項目を統合した新税制の重
要な構成要素です。実施条例意見募
集稿では、 この新たな納税申告方式
の全体的要件を明確にしており、 付
表四にてその内容を総括します。
全体的要件を見ると、総合所得を取
得した場合は、 必ず年度確定申告を
実施しなければならず、 収入額が一
定基準を下回る、予納段階で税金を
納付済み等の状況下で納税者が確
定申告が不要となり、 納税者の納税
申告が簡素化されており、 税務機関
の業務負担も軽減されま す。当然、
納税者に対しては税法の正しい理解
が求められ、納税者自らが確定申告
の要不要の正確な判定を行う必要が
ありま す。 この点に関して、 個人、 そ
して 雇用主におかれて も、税務の専
門家に関連法規に従った対応を依頼
する必要が生じる可能性がありま す。

施条例意見募集稿では以下の概念
について初めて定義がな されました。







これらの概念の定義は基本的 に直
接、 企業所得税実施条例及び移転
価格関連の管理規定に準拠していま
す。 個人所得税納税調整の具体的
弁法及び租税回避防止規定の個人
所得税分野における実際の運用に
ついては、 今後も継続して政策動向
を注視する必要があります。
その他の要点
上記の点以外に、 実施条例意見募
集稿及び暫定施行弁法意見募集稿
では、以下を含むその他の要点も注
目に値します。


さらに、 意見募集稿では、 法定確定
申告期間終了後に税金還付を申請
した場合、 税務機関はそれを却下で
きることが規定されていま す。 従って、
納税者は来年 6 月 30 日前に速や
かに税金還付の確定申告を済ませ、
確実な還付の取得を確保 する必要
があります。



租税回避防止に関して初めて示され
た定義



個人所得税の分野で初めて導入さ
れた租税回避防止条項について、実
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関連者
独立取引原則
被支配外 国法人 条項 にお ける
「支配」
実際税負担の明らかな低さ
合理的商業目的の欠如
利息加算期間及び基準

年度初期に、 納税者が一時的に
その居住者又は非居住者身分を
確定できな い場合、ま ず非居住
者個人として 納税申告を行 い、
年度終了後にそ の居住者身分
が確定した場合は、 規定に従い
確定申告を行う。
個人の所得取得形式及びチャネ
ルの多様化と複雑化にともない、
特殊状況下において 、税務主管
部門は、 所得情報を把握し、 か
つ所得取得過程に対し支配権を
有する企業を源泉徴収義務者に
指定し、その源泉徴収義務の履
行を要求することができる。
居住者個人が国外移住の ため
に中国戸籍を抹消する前に、 税
務機関に申告しなければな らな
い事項には、 戸籍抹消の年の総
合所得、経営所得確定申告状況

及びその他所 得の納税完了状
況だけでなく 、 過年度の納税漏
れ状況も含ま れる。「 過年度」 の
具体的期間、 納税漏れ状況の検
査方法、申告内容等については、
今後の実施細則を注視する必要
がある。同時に、新税法に基づき、
税務機関は、監督管理過程にお
いて、 その他部門との情報共有
等の支援を受ける ことが明記さ
れている。

重要点
今回の 2 つの意見募集稿の公開意
見募集期間は 2 週間しかなく、新税
法を当初の予定どおり 2019 年 1 月
1 日に全面施行させるため、財税及
び関連各部門は早急な関連法規の
改正 作業 に 努 めて いま す 。 私 ど も
PwC もこれま でどおり、 財税部門に
私どもの意見募集稿に対する見解と
提案をフィードバックする予定です。
これと同時に、 関連政策の実務レベ
ルの具体的細則弁法は依然としてそ
の公布が待たれ、 意見募集稿にて言
及された確定申告の具体的弁法、納
税申告地等関連事項の管理弁法、
納税調整の具体的弁法、 特定項目
付加控除の具体的弁法及び新税法
にて言及された源泉徴収・ 予納弁法
等の早期の公布が渇望されま す。私
どもは引き続き政策動向を注視し、
私どもの見解と分析を適宜ご 紹介す
る予定です。
企業の視点から、実施条例の改正内
容が比較的多く、 特定項目付加控除
は多くの従業員の関心事であるため、
企業経営者におかれましては、 早期
に行動し、 従業員とのコミュ ニケーシ
ョン、 内部精査・ 評価及び方針改正
等の作業を進めることをご 提案いた
します。

普华永道
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付表一：収入源泉地の判定
所得項目
賃金給与

源泉地判定
サービス提供地

役務報酬
経営所得

経営活動展開地（新規）

財産リース所得

リース財産使用地

特許権使用料

特許権使用地

財産譲渡所得

不動産、土地使用権

不動産/土地所在地

投資より形成する持分性資産

被投資者所得地（新規）

動産、その他財産

財産譲渡地

配当利息所得

支払者所在地

原稿料所得

支払者/負担者所在地（新規）

一時所得
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付表二：特定項目付加控除

控除項目

適用範囲


控除方式

控除基準（元）

控除者

証憑要件

控除時点

1 2 ,000/子女/年

子女の父母各 50%、又は
約定する一方の 1 00%

月次予納・源
泉徴収又は年
度確定申告

(4 00/月)

納税者又はその父母（子女
教育項目の控除に準じる）

月次予納・源
泉徴収又は年
度確定申告

3 ,600/年

納税者

修了証明書取
得年度の確定
申告

1 5,000 を超える
が、年度限度額
6 0,000 を超えな
い部分

納税者

徴収証明書原
本又はコピー

年度確定申告

支払者又は夫婦の約定す
る一方

住宅ローン契
約書、ローン
返済証憑

月次予納・源
泉徴収又は年
度確定申告

住宅賃貸契約
書

月次予納・源
泉徴収又は年
度確定申告

学齢期前教育

（満 3 歳～小学校
入学前）
子女
教育



学歴授与教育

（小学校～修士・
博士課程。中等職
業教育を含む。）

基準定額

(1 ,000/子女/月)

子女の人数をもと
に計算


継続教育



4 ,800/年

学歴授与継続
教育
職業資格継続
教育

基準定額

技能人員/専門技
術人員

大病医療

住宅ローン
利息

住宅家賃

老人扶養
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社会医療保険シス
テムで記録される
個人が負担する医
療費
本人又は配偶の 1
件目の住宅ローン
利息（商業ローン
又は住宅積立金ロ
ーン）

主要勤務都市（又
は定住都市）に住
宅が無く、住宅を
賃貸する場合の家
賃支出

6 0 歳以上の父母
及びその他法定被
扶養者の扶養
被扶養者の人数に
もとづく計算はしな
い

実費ベー
スの限度
額

基準定額

1 2 ,000/年
(1 ,000/月)

直轄市、省会都
市、計画単列市及
び国務院が決定
するその他の都市
基準定額

1 4 ,400/年
(1 ,200/月)

市管轄区戸籍人
口が 1 00 万人超

1 2 ,000/年

市管轄区戸籍人
口が 1 00 万人以
下

9,600/年

一人っ子
基準定額
非一人っ子
（限度総額は一人
っ子と同様）

(1 ,000/月)

(800/月)
2 4 ,000/年
(2 ,000/月)
1 2 ,000/年未
満
(1 ,000/月未
満)

賃貸契約
締結者。
夫婦の双
方が別の
都市にて
勤務又は
定住の場
合、個別控
除が可能

納税者

納税者及
び兄弟姐
妹で配分

月次予納・源
泉徴収又は年
度確定申告

普华永道
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付表三：外国籍個人免税手当項目及び特定項目付加控除項目
外国籍個人免税手当項目

特定項目付加控除項目

子女教育費

子女教育
条件を満たす場合

住宅手当

住宅ローン利息又は住宅家賃

言語研修費

継続教育

親族訪問費

大病医療

移転費

老人扶養

二者択一

食費手当/クリーニング代

付表四：確定申告の全体的要件
確定申告

適用シナリオ

関連要点


1.
必要

2.
3.

2 箇所又はそれ以上から総合所得を取得す
る。
役務報酬、原稿料、特許権使用料所得を取得
する。
予納税額が課税額を下回り、追納が必要。




必須

税金還付が必要。
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シナリオ 1 と 2 の総合所得の年間収入額から専用
項目控除（社会保険積立金納付等）を差し引いた後
の残高が 6 万元を超えない場合、確定申告は不
要。
1 箇所からの給与所得のみ取得し、日常の予納段
階で全て の税金を納付す る場合、確定申告は不
要。
納税者に直接還付する。納税者本人が中国国内で
開設した銀行口座情報を提供しなければならない。
法定確定申告期間終了後に還付を申告した場合、
税務機関はその受理を却下することができる。

普华永道
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お問い合わせ
今回のニュースフラッシュ掲載内容に関するお問い合わせは、PwC 中国個人所得税サービスチームまでお気軽にご連絡
ください。
華中地区

華北地区

華南地区

朱錦華
+86 (21) 2323 5509
jacky.chu@cn.pwc.com

楊治中
+86 (10) 6533 2812
edmund.yang@cn.pwc.com

林燦燊
+852 2289 5528
+86 (20) 3819 6308
louis.cs.lam@hk.pwc.com

本稿では、中国または中国大陸は中華人民共和国を指しますが、香港特別行政区、マカオ特別行政区、及び台湾はこれに含まれません。
本稿は一般事項に関する記述であり、関連する全ての事項について完全に網羅しているわけではありません。法律の適否とその影響は、具体的・個別な状
況により大きく異なります。本稿の内容に関連して実際に具体的な対応をとられる前に、PwC クライアントサービスチームに御社の状況に応じたアドバイス
をお求めになれますようお願い申し上げます。本稿の内容は 2018 年 10 月 22 日現在の情報にもとづき編集されたものであり、その時点の関連法規に準じ
ています。なお日本語版は中国語版をもとにした翻訳であり、翻訳には正確を期しておりますが、中国語版と解釈の相違がある場合は、中国語版に依拠し
てください。
本稿は中国及び香港の PwC ナシ ョナル・タックス・ポリシー・サービスにより作成されたものです。当チームは専門家により構成されるプロフェッショナル集
団であり、現行または検討中の中国、香港、シンガポール及び台湾の税制およびその他ビジネスに影響する政策を随時フォローアップし、分析・研究に専念
しています。当チームは良質のプロフェッショナルサービスを提供することで PwC の専門家をサポートし、また思考的リーダーシップを堅持し、関連税務機
関、その他政府機関、研究機関、ビジネス団体、及び専門家、並びに PwC に関心をお持ちの方々とノウハウを共有いたします。
お問い合わせは、以下の担当パートナーまでお気軽にご連絡ください。
Matth ew Mu i
+86 (1 0) 6533 3028
matthew.mui@c n.pwc.c om
既存または新たに発生 する問 題に対 する実 務に即し た見識 とソリ ューショ ンは、中国の ウェ ブサイト
http://www.pwccn.com または香港のウェ ブサイト http://www.pwchk.com にてご覧いただけます。

© 2018 普华永道咨询(深圳)有限公司]版权所有。在此刊物中，「普华永道」乃指 普华永道咨询(深圳)有限公司，此公司为 PricewaterhouseCoopersInternational Limited
的成员机构，而 PricewaterhouseCoopers International Limited 中的每个成员机构均为个别的法律实体。详情请参阅 www.pwc.com/structure 。

新知
中国税务/商务专业服务

为新个税法全面实施作最后准备
—— 实施条例、专项附加扣除暂行办法
同步征求意见
二零一八年十月
第三十四期
摘要
自 201 8 年 8 月 31 日修订后的新《中华人民共和国个人所得税法》颁布以来，各界一直密切关
注并期待其实施条例以及其他相关法规政策的出台，以便更加全面的了解新税法新税制带来的
变化和影响。
201 8 年 10 月 20 日，财政部和国家税务总局公布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例
（修订草案征求意见稿）》（“实施条例征求意见稿”）和《个人所得税专项附加扣除暂行办法
（征求意见稿）》（“暂行办法征求意见稿”），并开始了为期两周的公开征求意见。这两个法
规规章，前者是新个税税法实施层面的政策解读，后者是此次税改新增的专项附加扣除的政策
细化，两者同时也是后续更多个税相关规章办法和规范性文件的重要基础和依据，其重要性不
言而喻。
在本期《中国税务/商务新知》中，我们将结合新个税税法，与您分享这两份征求意见稿的主要
内容以及我们的观察。

详细内容
实施条例征求意见稿充分 反
映了 201 8 年这次个税税法修
订的突破性，虽然修订前 后
的实施条例都是 48 条，但是
其中 44 条都经过了增删修改；
而暂行办法征求意见稿则 是
全新的规章。在新税法的 基
础上，我们将主要关注这 两
个征求意见稿中以下几个 方
面的相关内容：





所得来源地及应税所得范
围调整变化
专项附加扣除政策细化
涉外税收政策修订完善
汇算清缴明确总体要求



反避税规则相关界定初见
端倪

所得来源 地及应税所得范 围
调整变化
所得来源地判定标准趋于 完
善
实施条例征求意见稿中的 收
入来源地判定条款涵盖了 新
税法下的全部 9 项个人所得
项目，既包括对已有项目 的
修改（例如增加通过转让 境
内企业股权取得的财产转 让
所得来源地判定），也包 括
现行实施条例中未予明确 的
及税法修订后的新所得项目，
更加全面和完善。同时， 顺
应经济数字化的发展趋势 ，

实施条例征求意见稿也为 财
税部门未来针对所得项目 可
能出现的新收入形式的来 源
地判定留下了调整的空间 。
收入来源地判定的主要原 则
总结在附表一中。
应税所得范围调整不大
对于应税所得的范围，实 施
条例征求意见稿仍然采用 正
列举方式进行明确，其中 值
得注意的是：


明确了“经营所得” 范围，
特别是个人通过在中国境
内注册登记的个人独资企
业、合伙企业从事生产经
营活动取得的所得明确纳
入经营所得范围；
www.pwccn.com
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明确了个人转让合伙企业中的
财产份额取得的所得属于“财产
转让所得”；
现行实施条例中其他应税所得
范围的变化不大。例如，稿酬
所得仍仅指个人因其作品以图
书、报刊形式出版发表而取得
的所得，并未针对近年来迅速
发展的作品网络发表等新形式
进行调整。

明确“视同转让财产”的应税性质
此前在实践中，个人的非货币性资
产交换，将财产用于捐赠、偿债、
赞助、投资等行为，由于财产出让
方在这类交易中通常并未取得现金
收入或者没有取得对价，对其是否
为应税行为存在争议。实施条例征
求意见稿新增了关于“视同转让财产”
的规定，并明确了这些行为的应税
性质。
个体工商户、个人独资企业及合伙
企业
经营所得是新税法主要修订的所得
项目，实施条例征求意见稿对与此
相关的条款，例如该项目应税所得
的范围、应纳税所得额的计算、可
以扣除的成本费用、计税方法等都
进行了相应的修订。其中特别值得
注意的是第三十八条特别明确，对
年收入超过税务主管部门规定数额
的个体工商户、个人独资企业、合
伙企业，税务机关不得采取定期定
额、事先核定应税所得率等方式征
收个人所得税。这意味着通过这些
实体取得经营所得的高收入纳税人
将面临更加严格的税收征管。
专项附加扣除政策细化
基本减除费用标准的提高，专项附
加扣除的引入，将使纳税人在计算
应纳税所得额时享受更高额度的扣
除。实施条例征求意见稿明确了以
应纳税所得额为上限，当年扣除当
年使用的原则，当年扣除不完的，
不结转至以后年度。

要求等主要由暂行办法规定明确，
而征管方面的规定在暂行办法和实
施条例中均有涉及。暂行办法征求
意见稿指出，专项附加扣除遵循公
平合理、简便易行、切实减负、改
善民生的原则，根据目前的征求意
见稿，在实施初期，“简便易行” 的
特点尤其突出。








6 项专项附加扣除同时落地
以标准定额扣除为主
凭证要求相对简单，以留存备
查为主
预扣缴时即可扣除仅适用于工
资薪金所得，取得其他综合所
得项目的通过年度汇算清缴进
行扣除
纳税人对提交信息的真实性负
责
专项附加扣除将建立动态调整
机制

根据暂行办法征求意见稿，各专项
附加扣除项目的细化政策总结在附
表二中。
除了大病医疗采用限额内据实扣除
方式，其他各项均按照标准定额进
行扣除，且大病医疗需由纳税人通
过年度汇算清缴自行进行扣除。这
意味着大多数工薪族通过月度雇主
预扣缴即可按月进行扣除。此外，
子女教育、继续教育、住房贷款利
息、非独生子女赡养老人等项目，
可以由相关纳税人（受教育子女的
父母、接受学历继续教育的本人或
其父母、偿还房贷的夫妻、分摊赡
养老人扣除的兄弟姐妹等）约定项
目扣除方，大部分项目的扣除方一
经确定，在一个纳税年度内不能变
更。由于相关纳税人收入水平及适
用税率的不同，扣除方的选择也可
能带来不同的税收影响。

征求意见稿对于凭证的要求并不高
且仅需留存备查，同时要求扣缴义
务人按照纳税人提供的信息进行扣
缴申报，体现了尽量减轻纳税人和
扣缴义务人负担的考量。但这也是
对纳税人诚信的考验，税务机关也
新税法中新增的专项附加扣除是此
将通过比例抽查、跨部门信息分享
次税改的亮点之一。由于涉及项目
共通以及利用纳税人信用记录和联
较多，财税部门同时出台了专门的
暂行办法，各扣除项目的适用范围、 合惩戒等方式进行监管。
扣除标准和方式、扣除时点、凭证
10

由于纳税人及其家庭情况各异，专
项附加扣除项目的具体实施仍可能
面临很多具体细节问题，在暂行办
法征求意见稿中尚未见答案。例如，
标准定额扣除事项在纳税年度期间
开始或结束的（子女满 3 岁、学历
教育开学结业、被赡养人满 60 岁
或离世等）是否应按照实际发生月
份数扣除；扣除事项在纳税年度期
间发生变化的（如主要工作地转移
至房租扣除标准不同的城市）是否
可以自变化当月起适用不同的扣除
标准；发生在境外的支出（子女境
外就学费用、居民个人赡养境外非
中国籍老人等）是否可以扣除等等。
但是征求意见稿也提出将由税务主
管部门另行制定具体操作办法。
涉外税收政策修订完善
新的“五年规则”
备受在华外籍个人关注的 “ 五年规
则”在实施条例征求意见稿中予以保
留，并根据新税法进行了修订：




“五年”期间的“年度”指新税法下
无住所个人在中国境内居住累
计满 183 天（即成为“ 居民个
人”）的纳税年度，不同于现行
实施条例中没有临时离境（单
次超过 30 天或累计超过 90 天）
而居住满一年的定义。
以下情形下，无住所个人不会
在中国产生全球纳税义务：
连续住满 183 天的年度不
满五年；或者
o 连续住满 183 天的年度满五
年，但其间有单次离境超过
30 天的。
无住所个人连续住满 1 83 天的
年度满五年且其间没有单次离
境超过 30 天的，从第六年起，
住满 1 83 天的年度，即应就其
全球收入在中国纳税。
o



作为给无住所个人提供的重要税收
宽免政策，一直以来，“ 五年规则”
有助于减轻来华外籍个人在中国税
负方面的顾虑。这一宽免政策的保
留响应了当前国家吸引和留住人才
的政策，对于企业来说也是利好消
息。但是，“ 五年规则” 的变化也非
常值得关注：
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根据修订前的税法和实施条例，
无住所个人在“五年”期间有一年
内单次离境超过 30 天或者累计
超过 90 天，即不会在中国产生
全球收入纳税义务。此次修订
后仅保留单次离境超过 30 天，
无住所个人的时间安排的灵活
度减小。
对于符合该条款要求，无住所
个人可以不在中国纳税的来源
于境外的所得，征求意见稿将
原有的经主管税务机关“批准”的
要求修订为“备案”要求，也即是
说该税收宽免并非纳税人自行
享受，而仍需依规完成“备案”程
序。因此，个人和企业需要关
注后续有关备案时点、方式以
及需要提供和披露的信息资料
等具体要求。
对于目前已经在华的无住所个
人，在新老税法更迭时，“五年”
期间的计算应如何处理（连续
计算还是自 2019 年开始重新计
算；如果 连续计 算，如何 衔
接）？在旧税法下已经在华连
续居住超过五年，和未来在新
税法下连续住满 1 83 天的年度
超过五年且其间没有单次离境
超过 30 天的无住所个人，如果
在之后某一纳税年度内在境内
居住不满 90 天，是否仍然可以
开始重新计算“五年期间”？这些
都是需要继续关注的问题。

外籍个人非现金补贴的免税优惠与
专项附加扣除的适用
新税法下的部分专项附加扣除项目
与现行外籍个人可以享受免税优惠
的部分非现金补贴项目重合，这也
引发了对外籍个人补贴免税优惠政
策后续有效执行的关注。暂行办法
征求意见稿明确了以同一类支出不
得同时享受两种宽免为原则，符合
扣除条件的外籍个人可以在专项附
加扣除和现行相关的补贴免税优惠
中二者选一（见附表三）。
居民个人境外税收抵免
实施条例征求意见稿对于居民个人
境外所得的计税方法和境外税收抵
免的相关规定也根据新税法进行了
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修订完善，其中值得注意的内容包
括：







按照新税法下多种收入按照综
合所得或经营所得进行综合计
税的方法，相关境外所得也应
根据其性质分别合并纳入这两
类所得后计算居民个人的应纳
税额；
征求意见稿明确了，在进行上
述合并计算时，个人独资企业、
合伙企业及个人从事其他生产
经营活动在境外营业机构的亏
损，不得抵减境内营业机构的
盈利，这一原则与现行《关于
个人独资企业和合伙企业投资
者征收个人 所得税 的规定》
（财税[2000]91 号）中，投资
者兴办两个或两个以上企业的，
企业的年度经营亏损不能跨企
业弥补的规定相一致；
境外税收抵免继续采用现有的
“分国不分项”的抵免方法；
征求意见稿为各项所得境外税
收抵免限额的计算提供了具体
方法。

反避税相关界定初见端倪
对于首次引入个税领域的反避税条
款，实施条例征求意见稿对以下概
念进行了初步界定：







这些概念的界定基本上直接借鉴了
企业所得税实施条例及转让定价的
相关管理规定。个税纳税调整具体
办法以及反避税规则在个税中的实
际运用，还需要后续持续的观察和
关注。
其他要点
除了上述这些方面，实施条例征求
意见稿和暂行办法征求意见稿中还
有不少其他要点也值得注意，例如：


汇算清缴明确总体要求
综合所得年度汇算清缴是此次税改
初步建立综合与分类相结合的新税
制的重要组成部分。实施条例征求
意见稿明确了这一新的纳税申报方
式的总体要求，总结在附表四中。



从总体要求可以看出，并非取得综

合所得就一定需要办理年度汇算清
缴，收入额低于一定标准、预缴环
节已缴清税款等情况下，纳税人是
不需要进行汇算清缴的，这既简化
了纳税人的纳税申报，也可以减小
税务机关的工作压力。当然，这也
要求纳税人对于税法有准确的理解，
从而对自身是否需要办理汇算清缴
作出正确的判定。这时个人甚至雇
主都可能需要聘请专业人士来处理，
务求符合法规要求。
此外，征求意见稿提出，在法定汇
算清缴期结束后申报退税的，税务
机关可以不予办理退税。因此，纳
税人应当抓紧时间在次年 6 月 30
日前及时完成退税相关的汇算清缴，
以确保顺利取得退税。

关联方
独立交易原则
受控外国公司条款中的 “控制”
实际税负明显偏低
不具有合理商业目的
加收利息的期间及基准

在年度初期暂不能确定纳税人
居民或非居民身份的，先按照
非居民个人纳税申报，年度终
了确定其为居民个人的，依规
办理汇算清缴。
针对个人取得所得形式和渠道
的多样化和复杂化，在特殊情
况下，税务主管部门可以指定
掌握所得信息并对所得取得过
程有控制权的单位为扣缴义务
人，履行扣缴义务。
居民个人因移居境外注销中国
户籍前应当向税务机关申报的
事项不仅包括注销户籍当年的
综合所得、经营所得汇算清缴
情况及其他所得的完税情况，
还包括以前年度欠税的情况。
对于“ 以前年度” 涉及的具体期
间、欠税情况的检查方式、申
报内容等仍需关注之后的相关
细则。同时，根据新税法，税
务机关在监管过程中，可以取
得相关其他部门信息共享等方
面的协助。

注意要点
此次两份征求意见稿公开征求意见
的期间仅为两周，也表明为了确保
新税法在 2019 年 1 月 1 日顺利全面
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实施，财税及相关各部门正在快马
加鞭的进行配套法规的修订出台工
作。我们也将一如既往的向财税部
门反馈我们对征求意见稿的看法和
建议。
与此同时，相关政策在实际操作层
面的具体细则办法仍待出台，包括

征求意见稿中提到的汇算清缴具体
办法、纳税申报地点等有关事项的
管理办法、纳税调整具体办法、专
项附加扣除具体操作办法以及新税
法中提及的预扣预缴办法等。我们
也将继续关注其发展，并及时带来
我们的深入观察。

从企业的角度，鉴于实施条例修订
内容较多而专项附加扣除又是全体
员工关心的焦点，我们建议企业尽
早行动，开始员工沟通、内部梳理
评估及政策修订等工作。

附表一：收入来源地的判定
所得项目
工资薪金

来源地判定
服务提供地

劳务报酬
经营所得

经营活动开展地（新增）

财产租赁所得

出租财产使用地

特许权使用费

特许权使用地

财产转让所得

不动产、土地使用权

不动产/土地所在地

投资形成的权益性资产

被投资方所得地（新增）

动产、其他财产

财产转让地

股息利息红利所得

支付方所在地

稿酬所得

支付方/负担方所在地（新增）

偶然所得
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附表二：专项附加扣除

扣除项目

适用范围


扣除方式

扣除标准（元）

扣除方

凭证要求

扣除时点

1 2 ,000/子女/年
(1 ,000/子女/月)

子女父母各 50%；或约定
一方 1 00%

月度预扣缴或
年度汇算清缴

4 ,800/年
(4 00/月)

纳税人或其父母（按子女
教育项目扣除）

月度预扣缴或
年度汇算清缴

3 ,600/年

纳税人

取得证书年度
汇算清缴

超过 1 5,000 但不
超过年度限额
6 0,000 的部分

纳税人

收费票据原件
或复印件

年度汇算清缴

支付方或夫妻约定一方

住房贷款合
同、贷款还款
凭证

月度预扣缴或
年度汇算清缴

住房租赁合同

月度预扣缴或
年度汇算清缴

学前教育

（年满 3 岁至小
学入学前）
子女



教育

（小学至博士研
究生，含中等职
业教育）

学历教育

标准定额

按子女人数计算

继续教育



学历继续教育



职业资格继续
教育

标准定额

技能人员/专业技
术人员

大病医疗

住房贷款
利息

住房租金

赡养老人

社会医保系统记
录的个人负担医
药费用

限额据实

本人或配偶首套
住房贷款利息
（商业贷款或住
房公积金贷款）

标准定额

在主要工作城市
（或经常居住城
市）没有住房
的，租赁住房的
租金支出

赡养 6 0 岁（含）
以上父母以及其
他法定赡养人；
不按照被赡养人
人数计算
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1 2 ,000/年
(1 ,000/月)
直辖市、省会城
市、计划单列市
以及国务院确定
的其他城市

标准定额

1 4 ,400/年
(1 ,200/月)

市辖区户籍人口
超过 1 00 万

1 2 ,000/年

市辖区户籍人口
不超过 1 00 万
（含）

9,600/年

独生子女
标准定额
非独生子女
（ 总 额度 与独 生
子女相同）

(1 ,000/月)

租房合同
签订人；
夫妻双方
异地可分
别扣除

(800/月)
2 4 ,000/年
(2 ,000/月)
不超过
1 2 ,000/年
(不超过
1 ,000/月)

纳税人

纳税人与
兄弟姐妹
分摊

月度预扣缴或
年度汇算清缴
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附表三：外籍个人免税补贴项目与专项附加扣除项目
外籍个人免税补贴项目

专项附加扣除项目

子女教育费

子女教育
符合条件

住房补贴

住房贷款利息或住房租金

语言培训费

继续教育

探亲费

大病医疗

搬迁费

赡养老人

二者选一

伙食补贴/洗衣费

附表四：汇算清缴总体要求
汇算清缴

适用情形

相关要点


需要办理

4.
5.
6.

在两处或以上取得综合所得；
取得劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得；
预缴税额低于应纳税额，需要补税。




应当办理

需要退税
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其中情形 1 和 2 中综合所得年收入额扣除专项扣
除（社保公积金缴费等）后余额不超过 6 万的不
需办理；
只取得一处工资薪金所得，在日常预缴环节缴纳
全部税款的，不需办理。
直接退税至纳税人，需提供本人中国境内开设的
银行账户；
法定汇算清缴期结束后申报退税的，税务机关可
以不予办理退税。
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与我们谈谈
为了更深入讨论本刊物所提及的问题对您业务可带来的影响, 请联系普华永道个人所得税服务团队：
华中地区

华北地区

华南地区

朱锦华
+86 (21) 2323 5509
jacky.chu@cn.pwc.com

杨治中
+86 (10) 6533 2812
edmund.yang@cn.pwc.com

林灿燊
+852 2289 5528
+86 (20) 3819 6308
louis.cs.lam@hk.pwc.com

文中所称的中国是指中华人民共和国，但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
本刊物中的信息仅供一般参考之用，而不可视为详尽的说明。相关法律的适用和影响可能因个案所涉的具体事实而有所不同。在有所举措前，请确
保向您的普华永道客户服务团队或其他税务顾问获取针对您具体情况的专业意见。本刊物中的内容是根据当日有效的法律及可获得的资料于 2018 年
10 月 22 日编制而成的。
这份中国税务/商务新知由普华永道中国税收政策服务编制。普华永道中国税收政策服务 是由富经验的税务专家所组成的团队。团队致力搜集、研究
并分析中国、香港和新加坡现有和演变中的税务及相关商务政策，目的是协助普华永道税务部专业人员提供更优质的服务，并通过与有关的税务和
其它政策机关、学院、工商业界、专业团体、及对我们的专业知识感兴趣的人士分享交流，以保持我们在税务专业知识领域的领导地位。
如欲了解更多信息请联系：
梅杞成
电话: +86 (10) 6533 3028
matthew.mui@cn.pwc.com
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