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概要 

2019 年 3 月 16 日と 3 月 17 日、中国人民共和国財政部と中国国家税務総局がそれぞれ「中国国内における住所を有さ
ない個人居住期間の判定基準に関する公告」（財政部、税務総局公告 2019年第 34号、以下「34号公告」）、および「非居
住者個人と住所を有さない居住者個人に係る個人所得税政策に関する公告」（財政部、税務総局公告 2019 年第 35 号、
以下「35号公告」）を公布し、新個人所得税法における住所を有さない個人に関する個人所得税政策を明確にしました。 

全体として、34 号公告と 35 号公告が発表されたことにより、住所を有さない個人の個人所得税政策が全面的に改訂調整
された他、新税法における主な変更点が反映され、徴収管理の実務にガイドラインを提供しました。今回の「中国税務／ビ
ジネスニュースフラッシュ」では、公告における主たる内容とその影響について紹介いたします。 

詳細 

旧税法においては、住所を有さない個人に関する税収政策は多くの法規文書に分散して記載されています。今回の 34 号
公告 35号公告において、特に 35号公告では、旧税法における 10数通の関連法規を系統立てて整理しており、中国国内
法および租税条約の適用という 2 つのレベルから、それぞれ新税法における住所を有さない個人の個人所得税の処理政
策を明確にしました。 

34 号公告と 35 号公告の内容は非常に盛り込まれたものとなっており、そのうち新税法の影響を受けていない、住所を有さ
ない個人の税収政策は旧税法の単行文書の法規内容を踏襲しており、税収政策の一貫性を図っています。また同時に、住
所を有さない個人に係る一部の税収政策も比較的大きく変更されました。 

中国居住日数 vs中国勤務日数 

近年、多くの注目を集めている広東・香港・澳門（マカオ）大湾区の財税政策では、旧税法における住所を有さない個人の中
国居住日数の判定基準について新たな変更が発表され、国外個人が中国に入出国した当日は中国国内居住日数のカウン
トに含まれないと提示されています。このほど発表された 34 号公告においては、当該新判断基準が明確にされ、国家レベ
ルの財税政策として全ての住所を有さない個人に適用されます。

すなわち、新税法においては、住所を有さない個人がその中国国内の居住者日数を判断基準とし、中国国内法を適用する
際、中国国内滞在が当日 24 時間未満の日については、いずれも中国国内居住日数としてカウントされません。これは、頻
繁に中国国内外を往復する住所を有さない個人にとって朗報です。具体的な分析については、以下 2019年第 11号「中国
税務／ビジネスニュースフラッシュ」（中国語版） 

https://www.pwccn.com/zh/china-tax-news/2019q1/chinatax-news-mar2019-11.pdf をご参照ください。
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留意すべきポイントは、34 号公告におけるこの変更は、住所を有さない個人の中国国内における居住日数の計算

のみに適用されることです。35 号公告によると、中国国内源泉の賃金給与を計算する際、中国国内外をまたぐ役

職兼任、あるいは中国国外のみに職位に就く住所を有さない個人の一日中国滞在時間が 24 時間未満の日は、

依然として 0.5 日として、中国国内での勤務日数としてカウントされます。この内容は旧税法の規定と同じです。す

なわち、中国国内外をまたぐ役職兼任、あるいは中国国外のみで職位に就く住所を有さない個人は、34 号公告と

35 号公告に基づき、その中国国内居住日数と税金計算時の中国国内勤務日数をそれぞれ計算しなければならず、

異なる結果がもたらされる可能性があります。その他、35 号公告における中国国内勤務期間に対する判断規定に

ついても、特に留意する必要があります。  

「6年ルール」における具体的な内容を明確にし、税務居住者身分と納税義務判断基準を確定 

新実施条例では、住所を有さない個人に対する「5年ルール」が「6年ルール」に変更、緩和されました。34号公告では、

新旧政策の移行および「6 年ルール」に関する具体的な適用に関する諸事項が明確にされました。今回の公告における

主なポイントを「ゼロ・ゼロ・七」としてまとめることができます。 

住所を有さない個人の 2019年の前の中国居住日数は全て「ゼロ」にリセットされます 。 

2019年以降、中国での居住日数が満 183日になるいずれかの年度において一回の出国が 30日を超える場合、「6年」

のカウントが「ゼロ」にリセットされ、翌年よりあらためてカウントが開始されます。 

2019年以降、6年間連続して中国居住日数が満 183日になり、かついずれかの年度において一回 30日を超える出国

もない場合には、当該個人は「七」年目において中国居住日数が満 183 日になるのであれば、全世界源泉の所得につ

いて中国で納税する義務が発生します。 

新旧政策移行の観点から解説すると、住所を有さない個人についての「6年」の計算は、新規則に基づき 2019年よりあ

らためて計算されます。2019 年までの当該個人の中国居住状況を問わず、2019 年を新税法における「6 年」期間の一

年目として取り扱います。新政策の適用要求で見ると、旧税法と比べて全世界所得課税義務が免除される条件である

「累計 90日間の出国」が廃止されたものの、「一回 30日間超の出国」の条件は依然として保留されており、税金緩和免

除の全体的期限が延長されています。全般的に言えば、新政策は外国資本の中国投資および外国籍従業員の中国勤

務の誘致に役立っています。 

新旧税法が適用される長いスパンで、この税収政策の影響を見てみましょう。 
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中国で住所を有さない個人の賃金給与所得の納税義務の判定 

住所を有さない個人が国境をまたがって任職しているなどの状況により、その賃金給与に係る税金計算も複雑になり、

所得源泉地の確定問題の他、所得の中国国内外の支払者（負担者）も考慮しなければなりません。住所を有さない個人

の賃金給与所得に係る納税義務の判定基準は、新税法における居住者の身分判定基準変更に応じて調整されました。

基本的な原則は旧税法と一致しており、主な変化は、住所を有さない個人の中国における居住日数による影響にありま

す。具体的には下表をご参照ください。 

 

住所を有さな

い個人 

 

中国居住日数 

中国国内所得 

（中国国内勤務期間） 

中国国外所得 

（中国国外勤務期間） 

国内支払 国外支払 
  

非居住者 中国居住日数≤90日 課税 免税 免税* 免税 

90日<中国居住日数<183日 課税 課税 免税* 免税 

居住者 183日≤中国居住日数（連続して

6年を超えていない） 

課税 課税 課税 免税 

183 日≤中国居住日数（連続して

6 年を超えかつ条件を満たす出

国履歴がない場合） 

課税 課税 課税 課税 

*35 号公告において明確にされている董事、監事および上級管理人員に対する中国納税義務の判定は比較的複雑で、具体

的な状況および租税条約の関連条項などを踏まえて総合に分析して確定する必要があります。 

住所を有さない個人の賃金給与所得に係る日数按分の税金計算方法 ‐ 「税金レベルの按分」から「所得段階の按分」

に変更 

住所を有さない個人の賃金給与所得に対する納税義務の判定原則は基本的に変更されていないものの、税額の計算

方法が大きく変更されました。中国国内外ともに職位に就き、あるいは仕事により一時的中国に入国する住所を有さな

い個人については、日数按分の税金計算方法を適用する場合、旧税法の計算方法においては、当月の中国国内外に

おいて取得した全ての課税収入に基づき税額を計算した後、当該個人の実際の中国国内勤務期間に基づき、実際の納

付すべき税額を確定させます。すなわち、「先に税額を計算し後で按分する」という方法です。 

新税法の変更を適用するため、住所を有さない個人が取得した賃金給与に係る税金を計算する場合、まずは当該個人

の中国における実際の勤務期間に基づき、課税収入を按分してから納付すべき税額を計算するという計算方法に変更

されます。すなわち、「先に収入を按分し後で税額を計算する」という方法です。 

非居住者個人を例に、税額計算方法の変更による影響を見てみましょう。当該個人の四月における中国国内での

勤務日数が 15日の場合、新旧税法における当月賃金給与の納税額の計算方法は、それぞれ以下のとおりです。 

 
旧税法 新税法 

中国国内外における賃金給与の全額 100,000 100,000 

新税法：先に収入を按分  100,000 x 15/30 = 50,000 

基本費用控除額 (5,000) (5,000) 

課税所得額 95,000 45,000 
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適用税率 45% 30% 

速算控除額 (15,160) (4,410) 

旧税法：後で税額を按分 27,590 x 15/30 =13,795  

納付すべき税額 13,795 9,090 

 

上記の事例により明確になりますが、按分の順番を変更した「所得段階での按分」を採用した場合の税率は低くなり、実

際の税負担が低減されると考えられます。個人の中国国内における勤務期間が短ければ短いほど、税負担の低減幅も

大きくなります。 

35 号公告では、新税法において住所を有さない個人の中国居住日数と任職、被雇用状況など異なる状況に応じた税額

計算式を明確にし、これらの計算式には「所得段階の按分」の原則が反映されています。 

それと同時に、新しい納税義務判定基準と税額計算方法を使用する際、中国国内企業で任職、被雇用する住所を有さ

ない個人の中国国内における勤務期間には、休暇、研修などのために中国国外滞在期間も含まれる点を留意する必要

があります。この原則は新旧税法のもとで、ともに適用されます。 

非居住者個人の複数カ月分の賞与、株式報酬に関する税額計算方法が明確に 

留意すべきポイントとして、35 号公告によると、住所を有さない個人の複数カ月分の賞与または株式報酬の課税

収入を確定する際、当該個人の収入帰属期間における中国国内勤務の実際日数に基づき計算する。旧税法にお

いては、日数按分の税金計算方法が適用される住所を有さない個人の複数ヶ月分賞与に係る課税所得額は月数

按分で確定される、つまりその個人が収入帰属期間において、一日でも中国国内で勤務した場合、当月に帰属す

る賞与の全額を課税所得として見なし、税金を計算する必要がありました。したがって、住所を有さない個人、特に

中国国内外をまたぐ職務兼任、あるいは一時的に中国に入国する住所を有さない個人にとっては、賞与および株

式報酬に係る新しい税額計算方法のほうが比較的合理的です。 

なお、非居住者個人には総合所得の年間ベースでの新しい税額計算方法が適用されず、財税［2018］164 号通達

における居住者個人の年一回賞与と株式報酬の税収優遇政策も適用されません。35号公告は、非居住者個人が

取得した複数カ月分の賞与および株式報酬の税額計算方法を明確にしました。「（当月の賃金給与所得と）合算せ

ず、（費用も）控除しない」前提のもとで、六カ月で按分して、単独で（月次税率表を適用して）税額を計算することが

できます。そのうち、賞与に係る上記の税金計算方法は一納税年度において一回しか適用できません。 

同時に、財税［2018］164 号通達では、居住者個人の年一回賞与の優遇計算について三年間の移行期間が設け

られているのに対し、35 号公告では、非居住者個人の賞与と株式報酬の税額計算方法について類似の移行期間

が設けられていないため、長期間にわたる有効政策となる見込みです。 

具体的な数字を使って説明すると、中国国内外をまたいで職位兼任している住所を有さない個人が 2019 年に取

得した年間賞与が 365,000 元である場合、新旧税法における納付すべき税額の計算は、それぞれ以下のとおり

になります。 

 
旧税法 新税法 

(居住者) 

新税法 

（非居住者） 

2019 年年間賞与

（1-12月） 

365,000 365,000 365,000 

中国国内勤務状

況 

全ての月において中国勤

務日数がある 

当年度中国勤務日数は合計

240日（居住者個人） 

当年度中国勤務日数は合計 120 日

（非居住所個人） 

課税所得額  

- 旧税法 

365,000   
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課税所得額 

- 新税法 

 365,000 x 240/365=240,000 365,000 x 120/365=120,000 

適用税率 25% 

(旧優遇計算方法が適用さ

れ、12 等分後に適用税率

を確定) 

20% 

(164 号通達の計算方法が適

用され、総合所得と合算しない

ことを選択する場合、12 等分

後に適用税率を確定) 

20% 

(35 号公告の計算方法が適用され、

六カ月で案分して課税額を計算) 

速算控除額 (1,005) (1,410) (1,410) 

納付すべき額 90,245 46,590 15,540 

 

上記の事例により、中国における勤務日数がさほど多くない非居住者個人にとっては、上記の新しい税額計算方

法がより合理的であり、複数カ月分賞与など月をまたぐ収入に係る中国での税負担を減らす可能性があります。 

その他、各国の国内法は各自の税収管轄地域源泉の収入に関する判定基準について異なる規定を有し、一部住

所を有さない個人（例えばアメリカあるいは香港税務居住者）が取得した複数カ月分賞与は、旧税法においては二

重課税となる問題があります。非居住者個人の賞与と株式報酬に係る上述の計算方法により、中国国内外をまた

いで職務兼任する、または中国国外企業のみで任職し中国で一時的に勤務する非居住者個人にとっては、二重課

税の問題が一定程度、有効に解決したとも考えられます。 

住所を有さない個人に対する租税条約の適用および徴収管理細則 

35 号公告では、住所を有さない個人の租税条約適用に関する政策の整理統合と説明を行いました。住所を有さない個

人が租税条約における非独立個人役務条項を判断および適用する場合、条項自体の規定以外に、滞在日数、恒久的

施設、経済的雇用主などの要因にも引き続き留意する必要があります。 

35号公告では、住所を有さない個人に関する一部の重要な課税管理問題に関してガイドラインが提供されました。 

 居住者／非居住者身分の判定と切り替え 

35 号公告では、納税年度開始時に住所を有さない個人の居住者／非居住者の身分に対して合理的な仮判定を

行い、源泉徴収および税金計算方法を確定することを認めています。居住者／非居住者の身分に一納税年度内

において変化が発生した場合には、規定された期限内において、法規に基づき確定精算、報告、税金の追加納付

あるいは還付申請などを行う必要があります。また、35 号公告では、規定されている期間内における税金の追加

納付には滞納金が課されないと明示しています。 

 中国国外関連企業より支払われる賃金給与所得 

「租税法律主義」の原則を十分に反映するために、35 号公告では、中国国内企業ではなく、中国国外の関連者企

業により住所を有さない個人に支払われる賃金給与所得に対して、中国国内企業による一括の源泉徴収義務の

履行を要求しなくなりました。さらに、中国国外で支払われる所得については、住所を有さない個人は自主申告す

るか、または中国国内の雇用主に代理で納税することを委託するかを選択することができます。ただし、住所を有

さない個人が代理で納税することを中国国内の雇用主に委託しない場合、中国国内の雇用主は毎月の賃金給与

所得の納税申告期間内に、管轄税務機関に関連情報を提供する義務を果たさなければなりません。 

これらの徴収管理規定は、中国国内企業に対し、より高いコンプライアンス要求を提示することとなりました。自分

の義務を正確かつ適時に履行し、税務リスクをコントロールするために、企業はより全面的、より長期的な視点から、

住所を有さない個人に対する税務上の影響を評価しなければなりません。 

PwCの所見 

新税法のもとでは、中国税務居住者身分の判定、中国国内居住日数の計算、「6 年ルール」への緩和免除、および異な

る状況における税金計算方法などに対する変更は、住所を有さない個人に対して、税務上で顕著な影響を及ぼします。
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個人所得税の処理の難しさも大幅に引き上げられ、把握することが難しくなってきています。企業や外国籍個人は、以下

を特に留意する必要があります。 

 外国籍個人の中国国内外滞在日数に関して、有効な管理と計算を行うこと。 

 税務居住者身分の判定基準および租税条約の適用条件を正確に理解すること。 

 居住者個人と非居住者個人には異なる税金計算方法が適用され、賞与と株式報酬の税金計算方法にも大き

な違いが存在するため、中国への外国籍個人派遣アレンジメントを慎重に審査する必要があること。 

 新税法のもとで、外国籍個人の全体的な税負担水準が多くの要因による影響を受けており、簡単に判断にす

ることは難しいため、より詳しく試算分析し、全面的に評価を行う必要があること。 

 企業は住所を有さない個人に係る源泉徴収、報告などの義務および規定されている期限を把握し、個人の中

国国内外における日程や報酬設定、および支払いアレンジメントに係る事前の計画、予測および試算を重視す

る必要があること。 

新税法の全面的な実施により、個人所得税の処理もますます複雑になってきています。個人および企業において

は、専門家に必要に応じて相談をして税負担コストの最善化を図るとともに、コンプライアンス水準を向上させ、税

務リスクを低減させることが望まれます。 
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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。

 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、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、およ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 2019年 3月 19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。 

本稿は中国および香港の 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、シンガポールおよ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、および専門家、ならびに 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。 

梅杞成 
TEL：+86 (10) 6533 3028 
matthew.mui@cn.pwc.com 

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.pwchk.com  

mailto:jacky.chu@cn.pwc.com
mailto:louis.cs.lam@hk.pwc.com
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摘要 

2019 年 3 月 16 日和 3 月 17 日，财政部、国家税务总局分别发布了《关于在中国境内无住所的个人居住时间判定标准

的公告》（财政部、税务总局公告 2019 年第 34 号，以下简称“34 号公告”）和《关于非居民个人和无住所居民个人

有关个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2019 年第 35 号，以下简称“35号公告”），对于新个税法下，

无住所个人相关个税政策进行了明确。 

整体来看，上述两个公告对于无住所个人的个税政策进行了全面修订调整，体现了新税法的主要变化，并对征管实践

提供了指引。我们在本期《中国税务/商务新知》中将分享公告的主要内容及其影响。 

详细内容 

旧税法下，涉及无住所个人的税收政策分散在数量众多的法规文件中。这两个公告，特别是 35 号公告，对旧税法下

的十余个相关文件进行了系统化梳理整合，从国内法和税收协定适用两个层面，分别明确了新税法下无住所个人的个

税处理政策。 

这两个公告内容非常丰富，其中不少未受到新税法影响的无住所个人税收政策是从旧税法下的单行文件中平移过来的，

保持了税收政策的一致性。同时，无住所个人的部分税收政策也发生了较大变化。 

在华居住天数 vs 在华工作天数 

近期备受关注的大湾区财税政策中，对于旧税法下无住所个人在华居住天数的判定标准做出了突破，提出境外个人出

入境往返当日将不计入中国境内居住天数。刚刚出台的 34 号公告明确了这一新的判定标准，并作为国家层面的财税

政策，适用于所有无住所个人。 

这意味着新税法下，无住所个人在适用国内法，需要以其在中国境内居住天数为判定依据时，其在境内停留当天不满

24 小时的，均不再计入中国境内居住天数。这对于经常往返境内外的无住所个人是个利好消息，与之相关的具体分

析，请参考我们 2019 年第 11 期《中国税务/商务新知》1。 
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需要注意的是，34 号公告的这一变化仅适用于计算无住所个人的境内居住天数。根据 35 号公告，境内外双重任

职或仅在境外任职的无住所个人不满 24 小时的境内停留当天，在计算来源于中国境内的工资薪金所得时，仍需按

照 0.5 天计入境内工作天数，这一点与旧税法规定相同。也就是说，境内外双重任职或仅在境外任职的无住所个

人，应按照 34 号公告和 35 号公告的规定，分别计算其境内居住天数和计税时的境内工作天数，两者可能出现不

相同的情况。此外还应特别注意 35 号公告中对于境内工作期间的界定。  

明确“六年规则”具体问题，税收居民身份和纳税义务判定完成拼图 

新实施条例将无住所个人的税收宽免“五年规则”延长为“六年规则”。34 号公告对新旧政策衔接以及“六年规则”的具

体适用等问题进行了明确，其要点可以概括为“零零七”。 

- 2019 年之前无住所个人在华居住情况全部“清零”； 

- 2019 年起，在华居住满 183 天的任一年度单次离境超过 30 天，“六年”期间“清零”重新计算； 

- 2019 年起，无住所个人连续六年在华居住满 183 天且期间任一年度均没有单次离境超过 30 天，如果其第七年

仍然在华居住满 183 天，该个人在第七年当年将在中国负有全球纳税义务。 

从新旧政策衔接的角度，2019 年起，所有无住所个人按照新规则开始计算“六年”期间，无论个人此前在华居住情

况如何，2019 年都将作为新税法下“六年”期间的第一年进行计算。从新政策的适用要求来看，税收宽免的整体期

限延长，避免产生全球纳税义务的离境安排虽然少了旧税法下累计离境超过 90 天的选择，但仍保留了单次离境超

过 30 天的情形。新的政策总体来说有利于吸引外资和鼓励外籍人员来华工作。 

我们从跨越新旧税法的较长期间来看看这一税收政策的影响： 

 

 

 

无住所个人工资薪金所得在华纳税义务的判定 

无住所个人由于跨境任职工作等的情况，其工资薪金的计税相对复杂，既涉及所得来源地的确定，又需要考虑相

关所得境内外的支付（负担）方。无住所个人工资薪金所得纳税义务的判定根据新税法税收居民身份判断标准进

行了调整，其基本原则与旧税法保持了一致，主要的变化在于无住所个人在华居住时间的影响。如下表所示：  
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无住所个人 

 

在华居住天数 

中国境内所得 

（境内工作期间） 

中国境外所得 

（境外工作期间） 

境内支付 境外支付 境内支付 境外支付 

非居民 在华居住≤90天 应税 免税 免税* 免税 

90 天<在华居住天数<183 天 应税 应税 免税* 免税 

居民 183 天≤在华居住天数（未超

过连续 6 年） 

应税 应税 应税 免税 

183 天≤在华居住天数（超过

连续 6 年且无符合条件的离

境） 

应税 应税 应税 应税 

*对于 35 号公告中明确的董事、监事及高级管理人员在华纳税义务的判定较为复杂，需要根据其具体情况及相关税收协

定条款等综合分析确定。 

无住所个人工资薪金所得的“破天”计税方法从“先税后分”变为“先分后税” 

虽然无住所个人工资薪金所得纳税义务的判定原则基本不变，但是计税方法发生了很大变化。对于在境内外双重

任职或因公临时来华工作的无住所个人，如果适用“破天”计税方法，旧税法下计税先计算当月在境内外取得的全部

应税收入的应纳税额后，再按照相关个人的实际境内工作期间确定其实际应缴税额，是“先计税，后分摊（税额）”。 

为了适应新税法的变化，上述无住所个人取得的工资薪金在计税时，将改为先按照相关个人的实际境内工作期间

分摊其应税收入，再计算其应纳税额，即“先分摊（收入），后计税”。 

我们以一个非居民个人的简单举例来看计税方法变化的影响，如果该个人 4 月份境内工作期间为 15 天，其当月工

资薪金的应纳税额按照新旧税法规定计算比较如下： 

 旧税法 新税法 

境内外全部工资薪金收入 100,000 100,000 

新税法：先分摊收入  100,000 x 15/30 = 50,000 

基本减除费用 (5,000) (5,000) 

应纳税所得额 95,000 45,000 

适用税率 45% 30% 

速算扣除数 (15,160) (4,410) 

旧税法：后分摊税额 27,590 x 15/30 =13,795  

应纳税额 13,795 9,090 

 



 

    
 

11  普华永道 

新知—中国税务/商务专业服务  

从以上例子可见，虽然只是分摊顺序的变化，采用“先分后税”的方法会降低适用税率，从而降低其实际税负；个人

在境内工作期间越短，税负减少的幅度越大。 

35 号公告明确了新税法下，根据无住所个人的在华天数和任职受雇等不同情况适用的工资薪金计税公式，这些公

式都体现了“先分后税”的原则。 

与此同时，在适用新的纳税义务判定及计税方法时，需要注意对于中国境内企业任职受雇的无住所个人，其境内

工作期间也包括该个人因假期、培训等在境外停留的时间，这一原则在新旧税法下是一致的。 

非居民个人数月奖金、股权激励计税方法明晰 

值得注意的是，根据 35 号公告，在确定无住所个人数月奖金或股权激励应税收入时，按照相关个人在收入所属期

内的境内工作期间的实际日数进行计算。旧税法下，“破天”计税的无住所个人，其数月奖金应纳税所得额是按月确

定的，即个人在收入所属期间，每月只要有 1 天在境内工作，归属于当月的奖金全额视为应纳税所得额计税。因

此，这一变化对于无住所个人，特别是境内外双重任职或临时来华的无住所个人来说，新的奖金和股权激励计税

方法相对比较合理。 

非居民个人不适用综合所得按年计税的新方式，也不适用财税[2018]164 号文件中居民个人全年一次性奖金和股权

激励收入的税收优惠政策。35 号公告专门针对非居民个人取得的数月奖金和股权激励收入的计税方法进行了明确，

在“不合并（当月工资薪金），不减除（费用）”基础上，可以分摊 6 个月，单独计税（适用月度税率表）。其中，

上述针对奖金的计税方法每年只能使用一次。 

与此同时，财税[2018]164 号文为居民个人全年一次性奖金优惠计税方法限定了三年过渡期，而 35 号公告并没有

对非居民个人的奖金和股权激励计税方法进行类似的限定，将成为长期有效的政策。 

举例来说，境内外双重任职的无住所个人取得 2019 年的年度奖金 365,000 元，其应纳税额按照新旧税法规定计

算比较如下： 

 旧税法 新税法（居民） 新税法（非居民） 

2019 年年度奖金

（1-12 月） 

365,000 365,000 365,000 

境内工作情况 每月都有在华工作天数 当年共在华工作 240 天 

（居民个人） 

当年共在华工作 120 天 

（非居民个人） 

应纳税所得额  

- 旧税法 

365,000   

应纳税所得额 

- 新税法 

 365,000 x 

40/365=240,000 

365,000 x 120/365=120,000 

适用税率 25% 

（适用旧优惠计税方

法，除 12 后确定适用税

率） 

20% 

（适用 164 号文计税方法，

选择不并入综合所得计税，

除 12 后确定适用税率） 

20% 

（适用 35 号公告计税方法，分摊

6 个月计税） 

速算扣除数 (1,005) (1,410) (1,410) 

应纳税额 90,245 46,590 15,540 

由上例可见，对于实际在华工作时间并不多的非居民个人来说，上述新的计税方法更具合理性，并且有可能降低

数月奖金等跨期收入的在华税负。 
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此外，由于各国国内法对于来源于各自税收管辖区的收入判定标准存在差异，部分无住所个人（例如美国或香港

税收居民）取得的数月奖金收入在旧税法下面临双重征税问题。上述针对非居民个人奖金及股权激励应税收入的

确定方法，对于在境内外双重任职或仅在境外企业任职临时来华工作的非居民而言，可以在一定程度上有效的解

决双重征税的问题。 

无住所个人适用税收协定和相关征管细节 

35 号公告对于无住所个人适用税收协定进行了政策整合说明。无住所个人在判断和适用税收协定受雇所得条款时，

除了条款自身的规定，仍需注意停留天数、常设机构、经济雇主等相关问题。 

35 号公告还针对无住所个人的一些重要征管问题提供了政策指引，包括： 

 居民/非居民身份的预判和转换 

35 号公告允许在纳税年度开始时，对无住所个人的居民/非居民身份进行合理预判以确定扣缴和计税方法。如果个

人居民/非居民身份在当年期间发生变化，需要在规定期限内，依规办理汇算清缴、报告、补税退税等。35 号公告

特别明确了在规定期限内补缴税款的，不加收滞纳金。 

 境外关联企业支付的工资薪金所得 

作为“税收法定”精神的充分体现，对于并非境内企业支付而是由其境外关联方支付给无住所个人的工资薪金，35

号公告不再要求境内企业一并承担扣缴义务。与此同时，对于境外支付的所得，无住所个人可以选择自行申报纳

税，也可以委托境内雇主代为缴纳。但是，无住所个人并未委托境内雇主代为缴纳的，境内雇主需要在每月工资

薪金纳税申报期内履行向主管税务机关报告相关信息的义务。 

这些征管规定对于境内企业提出了更高的合规要求，企业需要从更全面更长期的角度考量无住所个人相关的税收

影响，以确保及时准确的履行自身义务，管控税务风险。 

注意要点 

新税法下，中国税收居民身份的判定、境内居住天数的计算、税收宽免“六年规则”以及不同情形的计税方法等变化，

对于无住所个人的税收影响也相当明显，其个税处理的难度也大大提高，不易把握。广大企业和外籍个人需要对

此特别关注，包括： 

 有效监测和计算外籍个人境内外天数； 

 正确理解税收居民身份判定标准及税收协定的适用条件； 

 由于居民个人和非居民个人适用不同的计税方法、奖金及股权激励的计税方式也有较大区别，企业需要谨慎审

视来华外籍个人的派遣安排； 

 新税法下，外籍个人的整体税负水平受到更多因素变量的影响，难以进行简单判断，而是需要更详尽的测算分

析，进行全面评估； 

 企业需要把握与无住所个人相关的扣缴、报告等义务以及规定期限，重视事前规划，预估和测算跨境个人的境

内外时间安排、薪酬及发放安排等。 

随着新税法的全面实施，个人所得税领域的复杂程度也日益提高，在需要的时候，个人及企业应寻求专业人士的

帮助，在优化税负成本的同时，提高合规水平，减小税务风险。 

注释 

1. 详见《中国税务/商务新知》2019 年第 11 期。 

  

https://mp.weixin.qq.com/s/gr17DSlOmhYAkGkeHvRFEQ
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新知—中国税务/商务专业服务  

 

 

 

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 

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

   

 

 

mailto:jacky.chu@cn.pwc.com
mailto:louis.cs.lam@hk.pwc.com
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新知—中国税务/商务专业服务  

  

 

 

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 2019 年

3月 19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 

有关最新商业问题的解决方案，欢迎浏览普华永道／罗兵咸永道之网页：http://www.pwccn.com 或 http://www.pwchk.com 

http://www.pwccn.com/

