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個人所得税「新年開幕」特別連載その 2 -新規 の実施条例 、専項附 加控除政策 が
続々公布、より多くの個人所得税「優遇策」
も実現
2018 年 12 月
第 37 号
摘要
2018 年 8 月 31 日における「中華人民共和国個人所得税法」の公布に続き、財政部と国家税務総
局は 2018 年 10 月 20 日から 11 月 3 日の間において、「中華人民共和国個人所得税法実施条例
（修正草案意見募集稿）」と「個人所得税専項附加控除暫定弁法（意見募集稿）」に関する意見募集
を公開で行いました。
2018 年 12 月 22 日、国務院において第 707 号令と国発［2018］41 号通達が承認され、改訂後の
「中華人民共和国個人所得税法実施条例」（「実施条例」）と「個人所得税専項附加控除暫定弁法」
（「暫定弁法」）が同時に公布されました。また、同日に国家税務総局は「個人所得税専項附加控除
操作弁法（試行）」（国家税務総局公告［2018］60 号、「60 号公告」）を公布し、専項附加控除の実施
に具体的な規定とガイドラインを与えました。上記通達の公布に伴い、個人所得税新政策の全面実
施という大幕が、2019 年の到来とともに徐々に開幕します。
前回の「中国税務/ビジネスニュースフラッシュ」¹では、実施条例と暫定弁法の意見募集稿に関連す
る内容について紹介しており、今回の「中国税務/ビジネスニュースフラッシュ」では、最終稿と意見募
集稿の主な変更について簡単に紹介し、弊社の見解を共有します。

条例では当該条項について、
住所を有しない個人に対して
実施条例の内容はより簡潔で
よりメリットを もたらすための
かつ要点が押さえられて おり、 改訂が行われ、現行の「5 年」
全体なガイドラインを提供
が 1 年延長されて「6 年」に変
更されました。つまり、過去、
「5 年」ルールが「6 年」ルー
中国国内に累計で満 183 日
ルに変更、住所を有しない個
居住する年度が連続して 6 年
人に対する税収優遇制度がさ
間になってない限り 、住所を
らにア ップグレード
有しない個人が納税年度にお
外国籍個人が注目していた「5
いて累計で満 183 日居住して
年ルール」について、意見募
も中国国外源泉 所得で中国
集稿では継続とされて いたも
国外で支払われたものに対し
のの、正式に公布された実施
ては中国に おいて納 税義務

詳細

は発生しません。さらに住所
を有さない個人がそのうちの
いずれかの年において一回で
30 日を超えて中国国外に居
住した場合、「連続 6 年」のカ
ウントが終止され、1 年目から
再計算されます。
上記の条件に該当する場合、
住所を有しない個人は課税の
免除をより長い期間に亘って
享受することができ、中国に
おいてはその国外源泉所得で
国外で支払われるものに対し
www.pwccn.com

News Flash — China Tax and Business Advisory

て納税する必要はありません。当該
免税制度のア ップグレートは中国で
起業或いは就職するための外国人を
誘引するのに役立ちます。
同時に、「6 年ルール」の実施に関連
する具体的な問題、例えば「届出」に
関する具体的な 要求、住所を有さな
い個人が累計で 90 日を超えて中国
国外に居住することで中国国内にお
いて 1 年未満居住した場合、「6 年ル
ール」がどのように適用されるか、新
しい規則に基づき「6 年」を改めてゼ
ロから計算することができるかなどに
ついては、これから発表される法規
で明確にされることが待ち望まれて
います。
専項附加控除の適用範囲が経営所
得の税額計算にまで拡大
意見募集稿では、今回の税法改正で
新たに追加された専項附加控除は
総合所得からのみ控除することがで
きるとされていました。正式に公布さ
れた実施条例では、経営所得を得て
総合所得のない個人も、専項附加控
除を享受することがで き、確定精算
により控除することができると明示さ
れています。これは個人事業主、個
人独資企業又はパートナーシ ップの
形式で自主創業する個人にとって朗
報であり、多くの給与所得者と同じよ
うに税額を計算する際に控除条件に
合致する専項附加控除項目につい
ては控除処理を受け、減税のメリット
を享受することができます。
そのほか、当該条項で は、総合所得
のない個人に適用するとのみ示され
ています。納税者が総合取得と経営
所得の両方を取得している場合、特
に専項附加控除の全額が総合所得
から控除しきれな い場合、未控除分
を経営所得から控除することができ
るかについても、注目すべきです。
条項の内容が簡素化・統合され、よ
り詳しい細則は今後発表される別途
の法規で明確に
意見募集稿と比べ、実施条例の条項
は 44 条から 36 条へと削減され、そ
のうち簡素化されたもの或いは含ま
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れていない内容は主に以下のとおり
です。









個人の非貨幣的投資、寄付、債
務返済、賛助などが財産譲渡と
みなされる条項
租税回避防止に関する条項
年間収入が税務主管部門が規
定する上限額を超え た個人事業
者、個人独資企業、パートナーシ
ップ企業に対して、税務機関が
定期定額、課税所得税率の事前
査定などの方法を用いて個人所
得税の徴収を行うことのできない
条項
外国税額控除の計算などに関す
る内容
戸籍抹消に係る税金精算の条項
納税者識別番号、確定精算によ
る税金還付、専項附加控除の関
係機関間の情報共有や徴収管
理に関する条項と内容

これらの条項と内容は、税制改正に
よって新たに追加された重要な 内容
（例えば反租税条項があれば）、関連
する状況が複雑で納税者にとって影
響の大きいものもあるため、慎重に
処理することが必要なもの（例えば財
産譲渡とみなされる条項）もあります。
また、これらの条項と内容は実施条
例には含まれていないものの、より
詳しいガイドライ ンと規定を示す法規
が別途公布されると予測されて いま
す。また、源泉徴収、納税申告（例え
ば、戸籍抹消に係る税金精算の条項）
など徴収管理に関する条項と内容に
ついては、それぞれ特定の法規通達
に統合され、明確にされると予測され
ています。このような内容の統合によ
り、実施条例がわかりやすく要点を
押さえられ、その全体的なガイドライ
ンとしての働きが強調されました。
上記の主な変化のほか、実施条例で
は多くの条項に対する微調整も行わ
れました。例えば、




基本的に旧実施条例と一致して
いるものの、所得源泉地の判定
基準を簡素化しました。
原稿料所得の範囲は、「図書 、
新聞・刊行物など」の形式での出
版発表に微調整され、ニューメデ

ィア 時代における出版発表形式
を多元化するための余地を残し
ました。


定義づけることの難しい課税所
得の最終確定及び、持株譲渡に
係る所得の徴収管理弁法 の規
定については、管理機関をそれ
ぞれ主管税務機関と国務院財税
部門から国務院税務主管部門と
国務院（且つ、人民代表大会に
報告し届出を行うこと）へとレベ
ルが引き上げられ、新個人所得
税法の関連要求が体現されて い
ます。

専項附加控除に係る規定の具体化
調整、実施を確実にするための具体
的な方法を発表
以前公開された意見募集稿をベース
として、暫定弁法では、6 つの専項附
加控除の具体的な政策と後続の保
障措置についてそれぞれ修正と調整
を行いました。
控除が適用される範囲をより明確に
調整
暫定弁法において、子女教育では国
外教育が含まれている一方で、継続
教育、住宅ローン利息などの控除項
目は国内において発生したものに関
連する支出のみに限定されています。
意見募集期間において、納税者から
提起された実際上の問題も明確にさ
れています。例え ば、学前教育段階
の子女は満 3 歳になると子女教育控
除を適用することができ、実際に発
生する関連支出を控除条件としてい
ません。全体として、子女教育控除
の控除範囲が比較的広く設定されて
います。
住宅ローン利息控除については、暫
定弁法においては「一件目」の住宅
の認定基準は住宅ローンの認定をベ
ースとすることを明確にされました。
さらに、夫婦が結婚前に各自で 購入
した一件目の住宅の控除問題につい
ても明確にされ、2 件のうち一件のみ
を選択し購入者で控除を行うか、そ
れぞれが購入した一件目の住宅に
対して基準額の 50%で控除するかを
選ぶことができます。
普华永道

News Flash — China Tax and Business Advisory

一部の項目に控除期限を設定
学歴（学位）継続教育控除と住宅ロ
ーン利息に係る控除項目の関連支
出 に 対し 、 それ ぞ れ に 48 か 月 と
240 か月の控除期限が設定され、当
該 2 項目の控除により高い合理性を
もたらしています。

かりやすくされており、関連項目の適
用条件に実際合致する月に基づく控
除という原則が明確にされました。

情報の正確性の向上に対し雇用主
である企業は協力する必要がありま
す。さらに、企業は関連する内部プロ
セスやポリシ ーを整理し、給与報酬
計算システムや財税システムなどの
調整を通じて積極的に対応する必要
があります。

以前の意見募集稿に基づき、各専項
附加控除項目の詳細規定について
まとめました。正式に公布された暫定
弁法及び 60 号公告に基づき、添付
資料 1 の内容を更新し、各項目の主
重要なポイント
定額控除の基準は変わらないものの、
な変更点を赤字でハイ ライ トして、そ
住宅家賃控除の基準が上昇
新規追加された専項附加控除項目
の他留意すべき要点も追加しました。
の実施徹底に係る主な法規として、
重病医療以外に、その他の 5 つの控
「徴収管理」から「保障措置」へ
暫定弁法の制定プロセスにおいて国
除項目は基準額に基づき控除が行
民の意見を多く取り入れて いると同
われます。暫定弁法では、住宅家賃
意見募集稿における「徴収管理」の
時に、関連情報の準備及び、資料提
の控除基準に対して意図的に調整を
章節が、正式に公布した暫定弁法で
出や保管においても税務局はできる
行い、大中都市の賃借人達に対して
は「保障措置」へとタイ トルが変更さ
だけ納税者の負担を減らそうとする
より高い控除余地を与え 、当該部分
れました。章節のタイトル変更から、
傾向が見られます。このような動きの
の納税者の負担をさらに減らしました。 専項附加控除のスムーズな実施は、
多くは数多くの納税者に簡単にそし
納税者、源泉徴収義務者、税務機関
重病医療控除項目の調整が比較的
て効率的に専項控除付加を享受させ
及びその他の関連機関と組織単位
大きく、配偶者と未成年子女が適用
るためです。個人所得税の改正が進
がそれぞれの責任を果たし協力し合
範囲に含まれる
み、控除の動態調整メカニズムの構
うことによって実現されると窺え ます。
築や運営に伴い、暫定弁法もますま
重病医療に係る実際の年間控除の
暫定弁法が公布された当日、税務総
す改善されていくでしょう。
上 限 は 、 60,000 人 民 元 か ら
局は 60 号公告を公布し、専項附加
80,000 人民元にと大幅に引き上げ
控除の具体的な実施に関する事項、
個人納税者と企業にとって、特に従
られ、かつ納税者の配偶者と未成年
例えば、控除期間、情報提出の要求
業員と雇用主にとっては、改正による
子女を控除の適用範囲に入れ、それ
などに対してより詳しい説明と処理要
優遇策の適切な実施を徹底するため
ぞれの控除限度額を計算します。こ
求を示しました。
に法規の発表についてタイムリーに
れは国民の要望が最も高い提案で
フォローする必要があります。
これらの法規通達により、納税者は
あり、最終的に暫定弁法で採用され
自ら提出した情報の真実性に責任を
 従業員と雇用主はできるだけ早
ました。同時に注意しなければならな
負うと同時に、当該情報の正確性、
く関連法規の詳細と実務上の要
いこととして、修正後の重病医療控
完全性に対しても責任を負い、納税
求について把握する必要があり
除に適用する費用支出は、医療保険
者の最終的な責任と義務をより強化
ます。
リストに含まれる自払部分のみです。
しました。同時に、源泉徴収義務者
 それをベースに、雇用主は適時
当年度で控除しきれなかった重病医
が従業員の賃金給与に係る予納・源
に従業員とコミュニケーションをと
療の支出は、依然として将来年度へ
泉徴収実施段階での適時な 専項附
り、主に従業員の法規への理解、
の繰り越しはできません。
加控除の実施においても大きな責任
特に従業員の専項附加控除 に
月次控除ができる項目の控除基準
を負っています。
関連する情 報提供や納税 者の
は年額を非表示
責任義務などに関する理解に対
賃金給与の予納・源泉徴収において
してサポートする必要あります。
意見募集稿においては、月次控除で
専項附加控除する場合における納税

雇用主は最終的に発表される法
きる項目の控除基準をいずれも年次
者と源泉徴収義務者の主な責任と義
規に基づき、内部ポリシ ーや管
及び月次定額で同時に表現されてい
務は添付資料 2 にまとめました。
理フローの構築や修正をする必
ました。これに対し多くの質問が寄せ
専項附加控除の条件を満たす納税
要があります。
られ、特に定額基準で 控除される事
者にとって、最も大きな挑戦は各控

これから、予納・源泉徴収段階に
項が納税年度期間中に開始或いは
除の規定と要求を正確に理解、把握
おいて大量の従業員の専項附加
終了した場合、又は納税年度期間中
して、自身の適用可能性を判断する
控除を処理するため、テクノロジ
に変化が発生した場合については、
ことです。
ーを取り入れた、経済的かつ安
実際に発生した月に基づき控除する
全に信頼できる管理方法を採用
かについてとなります。暫定弁法に
賃金給与の予納・源泉徴収段階にお
する必要があります。
おいてこれらの項目について月次控
いて従業員の適時な専項附加控除
除基準のみを残したことにより、政策
の表現がより簡潔・明確に、かつ分
3

を実現させるために、従業員の法規
要求への理解及び、記入や提出する

実施条例公布後、一連の個人所得
税法規が近日中に多く発表されると
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予測され、2019 年 1 月 1 日にスター
トされる新たな税法の全面実施に備
え、弊社は企業及び納税者と一緒に
関連事項について注目し、適時に弊
社の見解をシェアします。

注釈
1.

新個人所得税実施条例と専項附加控除
暫定弁法意見募集稿に関する 私ども の
見解については、Pw C「中国税務/ビジ ネ
スニュースフラッシュ」201 8 年第 34 号を
ご参照ください。
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2.

国家職業資格リストは人社部発［2 0 1 7 ］
6 8 号をご参照ください。
h t tp://www.mohrss.gov .cn/gkml/zcfg
/g fx wj/201709/t20170915_277385.ht
m l?keywords=+关于公布国家职业资
格目录的通知
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添付資料１：専項附加控除
控除

適用範囲

項目


控除
方法

控除基準（人民元）

控除者

学前教育

子女
教育

全日制学歴教育
（小学校から博士
研究 生。 中等 職
業教育及び技能
労働者教育も含
む）

国外で教
育 を受 け
ている場
合

基準
定額

その他のポイント

き資料

（ 满 3 歳から小学校
入学前）


保管すべ

1 ,000/子女/月

父母がそれぞ
れ 50%ずつ或
いは一方で
1 00%と約定

子女の人数に基づき計算
一納税年度内
の変更は不可

国外学校
の合格通
知書、留
学ビザな
ど

教育を受ける場所とし
ては、中国国外も含ま
れる

冬/ 夏休み及び学籍
を残した休学期間な
どは当月の控除に影
響を与えない。
学前教育段階、 子女
が実際に幼稚園など
の教育機構に入学し
ているかは控除の適
用条件としない。

納税者
或いは
400/月


国内学歴（学位）
継続教育

継
続

同一学歴（ 学位） 継続教
育の控除期限は最長 48
か月
基準
定額

教
育


職業資格継続教
育

3,600/年

技能人員/ 専門技術
人員

重病
医療
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基礎医療保険と関連
する費用で、 医療保
険精算分を控除した
後の個人負担の医療
費用（納税者、配偶者
と未成年子女を含む）

限度
枠内
の実
際発
生額

（大学本科及
びそれ以下の
学歴（学位）教
育についての
み）納税者の
父母が子女教
育項目として
控除

納税者

15,000 超えかつ年間限
度額の 80,000 を超えな
い部分

納税者或いは
その配偶者

納税者及びその配偶者と
未成年子女の控除額は
それぞれ計算

未成年子女の
支出はその父
母の片方で控
除

——

職業資格継続教育控
除と同時に享受でき
るが、複数の学歴（学
位） 継続教育は同時
に享受できない
学歴（学位）証明書の
保管を要求していな
い

技 能 人
員、専門
技 術人 員
の 資格 証
書など

当該控除を適用する
職業資格は人力資源
社会保障部が公布す
る国家職業資格リスト
2 を基準とする。
学歴（学位）継続教育
控除と同時に享受で
きるが、 複数の職業
資格は同時に享受で
きない。

医療サー
ビスの請
求 書と 医
療 保険 精
算 証憑 原
本或いは
医療保険リストに含ま
コピー、 或
れる自払部分に限定
いは医療
保 険機 関
が 発表 し
ている医
薬 費用 リ
スト
普华永道
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控除
項目

控除
適用範囲

方法

控除基準（人民元）

控除者

住宅
ロー
ン利
息

「一件目の住宅」の判
断基準は、 一件目の
住宅ローン利率が適
用されるかである。

1 ,000/月
基準
額

その他のポイント

き資料
約定した夫婦
の片方

本人或いはその配偶
者の一件目の住宅ロ
ー ン利 息（ 商業銀 行
或いは住宅積立金か
らのローン）

保管すべ

実際ローン利息が発生す
る年度期間において控除
期限は 240 ケ月を超えて
はならない

国内の住宅のみ

夫婦双方が結
婚前に各自で
購 入した一 件
目の住宅にお
いて、そのうち
の一件を選び
購入者が法規
に基 づき控除
するか 、 或 い
はそれぞれが
基準定額の
50% にて控 除
するかを選択

住宅ロー
ン契約、 ロ
ーン返済
証憑

一件目の住宅のロー
ンに該当するかはロ
ーンの利率に基づき
判定する。

一納税年度内
での変更は不
可

住宅
家賃

老人
扶養

主要勤務都市（ 会社
で任職、被雇用されて
いない場合、 総合所
得の確定精算を行う
都市）において住宅を
有しておらず住宅を借
りるための家賃支出

一名以上 60 歳以上
（60 歳を含む）の父母
及 び 条 件 を満 た す
（外） 祖父母を扶養す
る

直 轄市、 省 会
都 市、 計画 単
列市及び国務
院 に指定さ れ
たその他の都
市
基準
定額

基準
定額

1,100/
月

市轄区の戸籍
人口が 100 万
人 以 下 （ 100
万人を含む）

800/月

一人っ子

2,000/
月

（ 総 限 度額 は
一 人 っ 子と 同
じ）
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1,500/
月

市轄区の戸籍
人口が 100 万
人超え

一人 っ子で は
ない

納税者とその配賦者
がそれぞれ同時に住
宅ローン利息と住宅
家賃の控除を享受す
ることができない。

1 ,000/
月を超
えない

賃貸契約の契
約者

納税者
納税者とその
兄弟姉妹でシ
ェア
一つの納税年
度内での変更
は不可

住 宅賃 貸
契約、協
議

夫婦双方の主要勤務
都市が異なり、かつ住
宅を有さず、それぞれ
に実際の住宅家賃支
出が発生する場合、
基準定額に基づきそ
れぞれ住宅家賃控除
を受 け る こ と が で き
る。

一名でも条件を満た
す被扶養老人がいれ
書 面 に よ ば全額控除を享受す
る約定/ 指
ることができる。
定シェア協
指定によるシェアは約
議
定によるシェアより優
先される。
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添付資料 2：納税者と源泉徴収義務者の主な責任と義務（賃金給与の予納・源泉徴収段階における専
項附加控除の実施）

納税者
「 控除情報表」 の
提出

「 控除情報表」 の
記入

資料保管期限
主な責任と義務

7

源泉徴収義務者



初回控除時



納税者から提出された情報に基づき控除



情報に変化が起きたとき



源泉徴収申告時に一括で税務局に提出



入職した月



従業員離職後に控除を停止



年末に翌年の情報を確認



年末に確認されていない場合は翌年での
控除は暫定的停止



法規に基づき完全性をもって記入る





適時に補足訂正或いは記入し直して提
出

補足修正或いは記入し直しするように適時
に納税者に通知



記入漏れのある場合は控除の処理を暫定
的も行わない



「控除情報表」＋控除項目の保管資料



《控除情報表》



確定精算期間終了後の 5 年間



予納・源泉徴収終了後の 5 年間



情報の真実性、正解性、完全性に責任
を負う



控除の要求を拒否してはならず、適時に処
理を行う



納税者から提出された情報を任意に変更
することはできない



実際状況と異なると発見した場合、納税者
に修正を求めることができる。納税者が修
正を拒否した場合、税務局に報告しなけれ
ばならない



納税者情報に対する守秘義務がある



年度が終了した後の 2 か月内に納税者に
関連する控除情報を提出する

普华永道

News Flash — China Tax and Business Advisory

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。
PwC 個人所得税サービスチーム
華中地域

華北地域

華南地域

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

楊治中
パートナー
+86 (1 0) 6533 2812
edmund.yang@cn.pwc.com

林灿燊
パートナー
+852 2289 5528
+86 (20) 381 9 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 201 8 年 9 月 27 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。
梅杞成
T EL：+86 (10) 6533 3028
m atthew.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 h ttp://www.pwchk.com
または香港のウェブサイト h ttp://www.pwchk.com にてご覧いただけます。

© 201 8 年 普華永道諮詢(深圳)有限公司 著作権 所有。 この刊 行物では、「普華 永道」（Pw C）とは普華永道諮詢 (深圳 )有限 公司を指 し、この組織 は
Pr i cewaterhouseCoopersInternational Li mited のメンバー組織であり、Pr i c ew aterhouseCoopers International Li mited における各メンバー組織は全て、別個の独立した法的
主体です。将来は、w w w .pw c .c om/str ucture をご参照ください。

新知
中国税务/商务专业服务

个税“辞旧迎新”系列之二 -- 新实施
条例、专项附加扣除政策相继出台，落实
更多个税“红包”
二零一八年十二月
第三十七期
摘要
继 2018 年 8 月 31 日新《中华人民共和国个人所得税法》颁布后，财政部和国家税务总局于
2018 年 10 月 20 日至 11 月 3 日期间，就《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）》和《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。
2018 年 12 月 22 日，国务院通过发布第 707 号令和国发[2018]41 号文件，同时公布了修订后的
《中华人民共和国个人所得税法实施条例》（“实施条例”）和《个人所得税专项附加扣除暂行
办法》（“暂行办法”）。国家税务总局也于当天发布了《个人所得税专项附加扣除操作办法
（试行）》（国家税务总局公告[2018]60 号，“60 号公告”），为专项附加扣除的落地实施提
供了具体规定和指引。紧随着上述文件的出台，个税新政全面实施的大幕将伴着 2019 年的到来
徐徐开启。
在之前的《中国税务/商务新知》1 中，我们对实施条例和暂行办法征求意见稿的相关内容进行
了分享和讨论。在本期《中国税务/商务新知》中，我们将简析最终稿与征求意见稿的主要变化
并带来我们的观察。

详细内容

之前没有连续六年在中国境
内居住累计满 183 天，无住
实施条例更为简明扼要，提
所个人居住累计满 183 天的
供总体指引
纳税年度就不会在中国产生
“五年 ”规则变“六年”，无住
全球纳税义务。而且，无住
所个人税收宽免升级
所个人只要在其间任何一年
有一次离境超过 30 天的情
备受外籍人士关注的“五年规
则”在征求意见稿中予以保留， 形，即可终止连续“六年”的
计算，重新起算。
而正式公布的实施条例对这
一条款进行了更加利好无住
如果符合这些条件，无住所
所个人的修改，将原来的“五
个人将可以在更长的期间享
年”宽免期间延长了一年，变
受税收宽免，无需就全球收
为“六年”。也就是说，只要
入在中国纳税。这一税收宽
免的升级非常有利于吸引和
留住境外人才来华工作和创
业。

与此同时，与“六年规则”落
地实施相关的一些具体问题，
例如“备案”的具体要求；无
住所个人过往已经有累计离
境超过 90 天从而在中国境
内居住不满一年的，如何与
新的“六年规则”衔接，会否
有机会按照新规则重新开始
计算“六年”期间等等，都有
待后续政策文件进行明确。

www.pwccn.com
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专项附加扣除扩大适用于经营所得
计税

关政策出台提供更为详细的指引和
规定。而与扣缴、纳税申报（例如
注销户籍清税条款）等征管相关的
征求意见稿中，此次税改新增的专
条款和内容，将分别整合至专项政
项附加扣除仅可以从综合所得中减
策文件中进行明确。这样的简并使
除。正式公布的实施条例明确了取
得实施条例简明扼要，突出其总体
得经营所得而没有综合所得的个人，
指引性作用。
也可以享受专项附加扣除，通过汇
算清缴进行减除。这是对以个体工 除了以上主要变化，实施条例中很
商户、个人独资企业或合伙企业形 多条款也进行了微调，例如：
式自主创业的个人有利的好消息，
 所得来源地判定简化，与旧实
他们也可以与广大工薪族一样，在
施条例基本保持一致；
计税时减除符合条件的专项附加扣
 稿酬所得范围微调为“以图书、
除，享受减税红利。
报刊等”形式进行出版发表，为
另外，该条款仅提及适用于没有综
新媒体时代出版发表形式多元
合所得的个人。如果纳税人同时取
化留出了空间；
得综合所得和经营所得，特别是专
项附加扣除未能全额从综合所得减  对难以界定应纳税所得项目的
最终确定、以及股票转让所得
除的，未减除的部分是否有机会从
征税办法的规定，其管理层级
经营所得中减除，值得关注。
分别由主管税务机关和国务院
条款简并，更多细则待专门政策文
财税部门上升为国务院税务主
件明确
管部门和国务院（并报人大常
与征求意见稿相比，实施条例的条
委会备案），体现了新个税法
款从 44 条减至 36 条，其中简化或
的相关要求。
没有包括的内容主要涉及以下这些
专项附加扣除政策细化调整，具体
方面：
操作办法出台保障实施
 个人非货币性投资、捐赠、偿
在此前公开征求意见的基础上，暂
债、赞助等视同转让财产条款
行办法对于 6 项专项附加扣除的具
 与反避税相关的条款
体政策及后续保障措施都分别进行
了修改和调整。
 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
调整明晰扣除适用的范围
资企业、合伙企业，税务机关
暂行办法明确了子女教育扣除包括
不得采取定期定额、事先核定
在境外接受的教育，而继续教育、
应税所得率等方式征收个人所
住房贷款利息等扣除项目则仅限于
得税的条款
境内发生的相关支出。
 境外税额抵免限额计算等部分
纳税人在征求意见期间广泛提出的
相关内容
不少实际问题也有所明确。例如对
 注销户籍清税条款
于处于学前教育阶段的子女只要满
3 岁即可适用子女教育扣除，不以
 纳税人识别号、汇算清缴退税、
发生实际相关支出为条件。总体而
专项附加扣除部门间信息共享
言，对子女教育扣除提供了较为宽
等部分与征管相关的条款和内
松的适用范围。
容
针对住房贷款利息扣除，暂行办法
这些条款和内容，有的是此次税改
明确了“首套”住房以住房贷款的认
新 增 的 重要 内 容（ 例 如反 避 税 条
定为准。此外还针对夫妻双方婚前
款），有的涉及情况复杂对纳税人
分别购置的首套住房的扣除问题进
影响较大需要审慎处理（例如视同
行了明晰，夫妻双方可以选择其中
财产转让条款），虽然没有包括在
一套住房由购买方进行扣除，也可
实施条例中，但预期会有专门的相
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以分别对各自购买的首套住房按扣
除标准的 50%进行扣除。
部分项目新增扣除期限
学历（学位）继续教育扣除和住房
贷款利息扣除项目均增加了相关支
出的扣除期限，分别为 48 个月和
240 个月，使这两项扣除更具合理
性。
定额扣除标准基本不变，住房租金
扣除标准有所提高
除大病医疗以外,其他 5 项扣除项目
都是按照标准定额进行的。暂行办
法特意将住房租金的扣除标准进行
了调整，为大中城市的租房族提供
了更高的扣除额度，进一步为这部
分纳税人减负。
大病医疗扣除项目调整较大，配偶
及未成年子女纳入适用范围
大 病 医 疗的 年 度据 实 扣除 限 额 从
60,000 元大幅提高到 80,000 元，
并且将纳税人配偶及未成年子女纳
入扣除适用范围并分别计算扣除限
额，这也是此前公众呼声很高的建
议，最终暂行办法都予以了吸收采
纳。同时需要注意的是，修改后大
病医疗扣除适用的费用支出仅包括
医保目录范围内的自付部分。而当
年未扣除完的大病医疗支出，仍然
不可以向以后年度结转。
可以按月扣除的项目，扣除标准不
再按年表述
征求意见稿中可以按月扣除的项目，
扣除标准均以年度和月度定额分别
进行表述。这也引发了不少疑问，
特别是标准定额扣除事项在纳税年
度期间开始或结束的，或者在纳税
年度期间发生变化的，是否需按照
实际发生月份数进行扣除。暂行办
法中仅保留了这些项目的月度扣除
标准，使政策表述更加简捷明确且
易于理解，也表明了相关项目按照
符合适用条件的实际月份进行扣除
的原则。
我们之前曾经根据征求意见稿，将
各专项附加扣除项目的细化政策进
行了总结。随着暂行办法及 60 号
公告的正式公布，我们对附表一的
内容进行了更新，各项目的主要变
普华永道
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化均以红色文字进行标注，并加入
了需要注意的其他要点。

和把握各项扣除的规定和要求，判
断自身的适用情况。

从“征收管理”到“保障措施”

为了保证在工资薪金预扣缴环节能
够让员工及时获得专项附加扣除， 
企业雇主则应当协助员工尽快了解
政策要求，以帮助员工提高信息填
报和提交的准确性。同时，企业还

需要通过梳理相关内部流程及政策，
调整薪酬财税系统等进行积极应对。

征求意见稿中的“征收管理”章节在
正式公布的暂行办法中重新命名为
“保障措施”。章节名称的变化反映
出专项附加扣除的顺利落地实施，
需要通过纳税人、扣缴义务人、税
务机关以及其他各有关部门和单位
各负其责、共同协作来实现。暂行
办法公布当天，税务总局发布了 60
号公告，对专项附加扣除的具体实
施中相关事项，例如扣除期间、信
息报送要求等，提供了更为详细的
说明和操作要求。
这些政策文件强调了纳税人不仅要
对其提交的信息的真实性负责，还
同时要对其准确性、完整性负责，
进一步强化了纳税人最终的责任和
义务。同时，扣缴义务人在落实员
工工资薪金预扣缴环节及时进行专
项附加扣除过程中也担负着不少的
责任。
通过工资薪金预扣缴环节进行专项
附加扣除的，纳税人和扣缴义务人
的主要责任和义务可以总结如附表
二。
对于符合专项附加扣除条件的纳税
人来说，最大的挑战在于准确理解
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注意要点
作为新增专项附加扣除项目落地实
施的主要政策文件，暂行办法在制
定过程中广泛听取了公众意见；而
在相关信息的准备与提交和留存备
查资料方面，我们见到税务机关已
经尽可能的减轻了纳税人的负担。
这些都为了帮助大多数纳税人简易
有效的享受专项附加扣除。我们期
待随着个税改革不断推进，以及扣
除动态调整机制的建立和运行，暂
行办法将会日益完善。
对于个人纳税人和企业来说，特别
是员工和雇主，自身的准备需要紧
跟政策的出台，以保证改革红利及
时落到实处：



员工和雇主应尽快了解相关政
策细节和实操要求；
在此基础上，雇主应适时安排
员工沟通，协助员工理解政策

法规，特别是与员工专项附加
扣除密切相关的信息报送、纳
税人责任义务等；
雇主应按照最终出台的政策要
求，建立或修订内部政策及管
理流程；
针对未来需要在预扣缴环节处
理的大量员工专项附加扣除，
雇主应当寻求科技化手段，以
便实现经济有效同时安全可靠
的管理方式。

实施条例颁布之后，预期将有一系
列个税政策文件在近期密集出台，
我们也将与企业和个人纳税人一起
继续密切关注，并及时带来我们的
深入观察，为迎接 2019 年 1 月 1 日
新个税法的全面实施做好准备。

注释
3.

关于新个税法实施条例和专项附加扣除
暂行办法征求意见稿的讨论，请参见普
华永道《中国税务/商务新知》201 8 年
第 3 4 期。

4.

国家职业资格目录 请参见人社部发
[2017]68 号文件
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg
/gfxwj/201709/t20170915_277385.htm
l?keywords=+关于公布国家职业资格目
录的通知
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附表一：专项附加扣除
扣除

适用范围

项目

扣除
方式

扣除标准（元）

扣除方

留存备查

其他要点

资料


学前教育

境 外接 受
教育的：

（年满 3 岁至小学入
学前）

子女
教育

全日制学历教育

（小学至博士研究
生，含中等职业及技
工教育）

标准
定额

1,000/子女/月
按子女人数计算

子女父母各
50%或约定一
方 100%
一个纳税年度
内不能变更

境外学校
录取通知
书、
留学签证
等

寒暑假期及保留学籍
的休学期间等不影响
当月扣除；
学前教育阶段，子女
是否实际进入幼儿园
等教育机构不作为扣
除适用条件

受教育地点包括中国
境外

纳税人；


境内 学历（ 学
位）继续教育

继续
教育

职业资格继续教
育
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同一学历（学位）继续
教育扣除期限最长不超
过 48 个月

纳税人父母按
子女教育项目
扣除（限本科
及以下学历
（学位）教
育）

3,600/年

技能人员/专业技术
人员

住房
贷款
利息

或者

标准
定额



大病
医疗

400/月

与基本医保相关的，
扣除医保报销后个人
负担的医药费用（包
括纳税人、配偶及未
成年子女）

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）
“首套住房”按照是
否享受首套住房贷款
率认定

超过 15,000 但不超过年
度限额 80,000 的部分；
限额
据实

纳税人及其配偶、未成
年子女的扣除额分别计
算

1,000/月
标准
定额

实际发生贷款利息的年
度期间，扣除期限不超
过 240 个月

纳税人

纳税人或其配
偶；
未成年子女的
支出由其父母
一方扣除
夫妻约定一方
扣除；
夫妻双方婚前
分别购置的首
套住房可以选
择一套由购买

——

可以与职业资格继续
教育扣除同时享受，
但多个学历（学位）
继续教育不可同时享
受；
未要求留存学历（学
位）证书备查

技 能 人
员 、专 业
技 术人 员
职 业资 格
证书等

适用该项扣除的职业
资格以人力资源社会
保障部公布的国家职
2
业资格目录 为标
准；
可以与学历（学历）
继续教育扣除同时享
受，但多个职业资格
继续教育不可同时享
受

医 药服 务
收 费及 医
保 报销 票
据 原件 或
复印件 ；
或 医保 部
门 出具 的
医 药费 用
清单
住 房贷 款
合 同、 贷
款 还款 凭
证

限医保目录范围内的
自付部分

首套住房“认贷”
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扣除
项目

适用范围

扣除
方式

扣除标准（元）

扣除方

留存备查

其他要点

资料
方依规扣除或
者各自分别依
规扣除标准定
额的 50%；

仅限境内住房

一个纳税年度
内不能变更

住房
租金

赡养
老人

在主要工作城市（无
任职受雇单位的，在
其办理综合所得汇算
清缴城市）没有住房
的，租赁住房的租金
支出

赡养一 位及以上 60
岁（含）以上父母以
及符合条件的（外）
祖父母；

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

标准
定额

市辖区户籍人
口超过 100 万

1,100/
月

市辖区户籍人
口不超过 100
万（含）

800/月

独生子女

2,000/
月

非独生子女
（总额度与独
生子女相同）
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1,500/
月

不超过
1,000/
月

租房合同签订
人

住 房租 赁
合 同、 协
议

纳税人
纳税人与兄弟
姐妹分摊

约定/指定
分 摊书 面
协议

纳税人及其配偶不能
分别同时享受住房贷
款利息与住房租金扣
除；
夫妻双方主要工作城
市不同，且无房并分
别实际发生住房租金
支出的，可按规定标
准分别享受住房租金
扣除

有一位符合条件的被
赡养人即可享受全额
扣除；
指定分摊优于约定分
摊

一个纳税年度
内不能变更
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附表二：纳税人和扣缴义务人的主要责任和义务（工资薪金预扣缴环节进行专项附加扣除）
纳税人


首次享受时；



按照纳税人提供的信息进行扣除；



信息发生变化时；



扣缴申报时一并报送税务机关；



入职当月；



员工离职后停止扣除；



年底确认次年信息



未确认的次年暂停扣除

《 扣除 信息表 》
填报



依规完整填报；



及时告知纳税人补正或重填；



及时补正或重新填报



填报不完整的暂不办理扣除

资料留存期限



《扣除信息表》+扣除项目备查资料；



《扣除信息表》；



汇算清缴期结束后五年



预扣缴年度结束后五年



对信息真实性、准确性、完整性负责



不得拒绝扣除要求，及时办理；



不得擅自更改纳税人提交的信息；



发现情况不符的，可以要求纳税人修改，
纳税人拒绝修改时应当报告税务机关；



为纳税人保密；



年度结束两个月内向纳税人提供相关扣除
信息

《 扣除 信息表 》
报送

主要责任与义务
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扣缴义务人
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与我们谈谈
关于上述事宜，我们非常乐意与企业进行进一步的深入探讨。如您就相关事宜或企业应对有疑问，敬请联系我们
的专业团队。
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

杨治中

林燦燊

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

+86 (1 0) 6533 2812
edmund.yang@cn.pwc.com

+852 2289 5528
+86 (20) 381 9 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
12 月 24 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
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