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私どもの税委会 2 号公告に対する理解に基づくと、今回の追加関税除外申請の関連プロセスは下図の通りとなります。 

 

  

 

 

対米追加関税

対象輸入物品 
照合 YES 

NO 
NO 

NO申告、 
関税追徴 

申告、 
関税追徴 

除外コード申告により

関税追徴免除 

当月購買計画を上回る場合、

追加除外承認後に 
関税追徴免除 

追加認定申請 

輸入税減免商品/急行便チャネル輸入商品の場合、 
申請は免除され自動で除外される 

除外リストに既に入れられて且つ除外期間内の商品は申請不要 

除外

申請 

YES

YES 

輸入前に除外

コードを取得

審査
除外申請可能

商品リストの 
範囲内 

財政部関税政策

研究センター

https://gszx.mof.
gov.cn

税関 

税関 

除外承認 承認金額範囲

2020 年 3 月 2 日より 
その他 
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PwC の見解 

昨年施行された 2 件の除外

申請措置と比べた税委会  

2 号公告公布が備える意義 

 
 

対米追加関税リストに係る 
除外申請可能製品 

第一次 第二次 

% 25 %25 %20 % 10 %5

肉類、魚類等  

大根等野菜果物、穀類、豆類  

その他食品、飲料  

鉱物、化工製品等  

プラスチック及びゴム製品 

木材類及び紙製品 

貴金属、首飾り等 

非金属及びその製品 

機器・機械製品及び部品 

光学、測定、検査等設備機器等 

1. 追加関税除外を享受できる

商品範囲が拡大 

米中貿易摩擦プロセスにおいて、中国

の追加関税除外制度はこれまでにな

いプロセスへと到達し、除外方式や方

法も不断に整備されてきています。

2019 年 5 月公布の「対米追加関税除

外商品作業試行弁法」は主に特定商

品の普遍的除外が対象であり、除外

が承認された商品全てに対し、全ての

企業の輸入で追加関税の徴収が免除

されました。一方、税委会 2 号公告の

除外承認方式は、特定の購入取引が

ベースとなっており、その他企業で同

一製品の除外が承認済みであるかに

係らず、各輸入企業で購入する製品

の追加関税除外を自ら申請する必要

があります。 

税委会が 2019 年 9 月 11 日及び 12 月

19 日にそれぞれ発表した対米追加関税

商品の一次及び二次除外リストでは、合

計 22 件の HS コード商品に限り除外申請

が認められました。これに対し税委会 2 号

公告に添付された除外申請可能な商品リ

ストでは、17 大分類、46 章節の計 696 件

の 8 桁税目に及び、資源エネルギー製

品、農産品、食品飲料、化工製品及び機

器・機械などの多くの業界、分野の商品を

カバーし、関税免除を享受できる商品範

囲が顕著に拡大されました（下表参照）。

また当該リスト内に含まれていない商品

であっても、除外商品の追加を申請する

こともできます。 
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2.  企業の関税免除のコスト及

び難度が低下 

税委会 2 号公告規定によると、リスト添

付資料に含まれる商品の除外申請に

ついては、申請主体は申請除外商品

の HS コード、購入計画金額などの基

本情報を、税委会の審査へ提出するだ

けでよいとされています。これは、「対

米追加関税商品除外業務試行弁法」

の目的、チャネルの両方面で差異があ

ります。二種類の異なる除外方式は今

後も並行展開されると考えられ、企業

においては自社の実際状況及び需要

に基づき、除外申請方式を選択してい

く必要があるでしょう。 

より詳細な解説または処理ガイドライン

による明確化が待たれるものの、税委

会 2 号公告添付資料リスト内に列記さ

れた商品については、申請主体はもは

や多大な時間や、追加関税の影響及

び追加関税商品の除外理由説明 

（市場に代替商品があるか、追加関税

対象の業界や社会への影響など）に労

力を浪費することはないでしょう。また

審査主体のこれら申請に対する通過率

及び適時性も、顕著に向上すると期待

されます。 

以上から、税委会 2 号公告の公布は

企業の除外申請業務のコスト及び難度

を顕著に低下させると見込まれます。 
 

  

税委会 2 号公告の公布によ

って、より多くの企業が恩恵

を受けると見られます。企業

におかれては、下記事項に

適切に注意しながら、新政策

がもたらすメリットを存分に利

用するよう提案します。 

1. 輸入商品の具体的情報の適時

な確認 

税委会 2 号公告添付資料リスト商品の除

外申請は承認が得やすいとみられること

から、企業におかれては米国から輸入す

る商品の正確な申告情報を適時に確認

するとともに、税委会 2 号公告添付資料

リストと全面的に照合して、関税除外チャ

ンス逸失を予防するよう提案します。 

同時にリスト外商品について企業は、追

加申請方式により追加関税除外のチャン

スが得られます。追加申請の情報提出要

求は比較的高く、企業が輸入する商品が

税委会 2 号公告添付資料リスト範囲内に

含まれない場合、商品除外追加申請の

実行可能性を全面検証し、事前に関連準

備作業を展開するよう提案します。 

2. 関税除外政策の制限に対する

十分な把握 

税委会 2 号公告は除外申請を推進する

とともに、関税免除を享受する商品に対

する制限も説明しています。このうち、企

業において注意すべきポイントは下記の

通りです。 

 米国から輸入する商品の購入は「市

場化、商業化」の原則を満たす必要が

ある：後続審査において税委会が当該

原則をどう把握するかについては、さ

らなる観察が必要です。国内輸入企

業におかれては、関連政府部門の政

策解説を適時に着目し、自社の実状と

税委会の要求との整合性を細部まで

検討して、輸入貿易方式などの問題に

より関税除外政策が享受できなくなる

事態を回避するよう提案します。 
 関税免除を享受する商品は税委会が

承認した購買計画金額の範囲内に限

られ、範囲を上回る商品は免除され

ず、申請主体が自ら関税を負担する：

申請時に申請主体は、実際の需要に

基づき申請除外商品の購入計画金額

を慎重に検討して、実際購入金額が

申請範囲を上回り、追加関税を徴収さ

れる事態を避ける必要があります。 

3. 市場好材料の放出、企業マイ

ンドの増強へ 

米中貿易摩擦は近頃は緩和傾向にある

ものの、追加関税が長期化、常態化する

可能性も排除できません。こうした背景

の中、税委会が公布した 2 号公告は追

加関税除外申請措置を推進し、市場の

不確実性排除を後押しして、企業予測の

安定化につながり企業マインドを増強さ

せます。特に新型コロナウイルス感染症

による肺炎が流行する現在の状況にお

いては、企業が直面するコスト圧力の軽

減及び経営状況の改善について、積極

的な効果を備えています。 
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また企業におかれては、社会の情報の

真実性及び正確性に注意する必要があ

ります。虚偽または不正確な情報は、承

認が得られなくなるという結果を生じさせ

るばかりでなく、企業の信用及び関連政

府部門の信用ランク（税関 AEO ランクな

ど）にも不利な影響を及ぼします。 

 企業の米国からの輸入購入取引の除外

は、商品自体の除外ではない：2019 年

公布の「対米追加関税商品除外業務試

行弁法」とは異なり、税委会 2 号公告は

具体的取引に対する除外規定です。即

ち、特定企業が税委会の某商品に対す

る追加関税除外の承認を取得した後も、

その他企業には当該商品を輸入する際

に除外措置が自動適用されず、自社の

実状に基づき、各社は税委会へ除外申

請を別途申請する必要があります。 

3. 後続の政策解説及び実務処理要

求への継続的注視 

税委会 2 号公告では後続の申請につい

て、オンライン除外申請システム（財政部関

税政策研究センターウェブサイト）を介して

行うと明記しています。しかし記入すべき内

容及び後続の輸入申告情報については大 

まかにしか説明されず、具体的処理に関す

るいくつかの関連する問題については、さ

らなる明確化が待たれます。具体的な内容

は下記の通りです。 

 計画購入金額は月ごとに提出する必要

があるのか 

 業務ニーズにより当月の購入計画を上

回った取引については追加除外をどう申

請するのか 

 輸入購入契約書などの関連取引文書を

提出する必要があるのか 

 規格が異なる同一種類商品は別々に申

請する必要があるのか 

 同一の除外コードは別の通関書類にも

使えるのか（分割入荷、同一船便で船荷

証券（B/L）が異なるといった状況） 

 申請企業におかれては、税委会2号公告に

基づき事前に関連情報を準備するととも

に、税委会、税関などの部門が今後発表す

る政策解説、記入説明/ガイドライン及び財

政部関税政策研究センターウェブサイトが

発表する情報を継続的に注視し、適時且つ

正確な関連情報資料の申告を確保するよ

う提案します。 

 

4. その他関連政策を十分に運

用した経営状況の改善 

中央政府は近年、輸入の奨励及び促

進、経営環境の改善に関する一連の

政策を公布しています。自社の経営状

況改善を希望されるのであれば、複数

方面から関連政府部門に対し、ハイテ

ク含有量の高い原料製品への輸出還

付税率引き上げ、医療設備、不足原材

料及びコア部品の輸入関税率引き下

げといった政策意見を提起するよう提

案します。また必要な場合は、第三者

機関の力を借りて関連業務を展開する

ことも合わせて提案します。 
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税则委员会发布 

年第 2 号公告， 

 

进一步开放对美加征关税 

商品的排除申请 
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根据我们对税委会 2  

 

自 3 月 https://gszx.mof.gov.cn）提交申请   

 

 

对美加征关税 
的进口货物 

比对 是 

否 
否 

否
申报并
加征关税

申报并 
加征关税 

申报排除编号，
免于加征关税

超出当月采购计划，
经核准追加排除后，
免于加征关税

申请增列 

进口减免税口商品/快件渠道进口商品，
免于申请并自动排除

已纳入排除清单且在排除期限内的商品，无需申请

申请 
排除 

是

是 

进口前领取
排除编号

审核
可申请排除
商品清单
范围内 

财政部关税
政策研究中心
https://gszx.

mof.gov.cn

海关 

海关 

核准排除
核准金额 
范围内 

2020 年 3 月 2 日起
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普华永道观察 

相比去年已经实施的两批

次排除申请措施，税委会 
2 号公告的发布具有以下

意义： 

 

 
 

可申请排除产品涉及对美加征关税清单

第一批 第二批 

% 25 %25 %20 % 10 %5

肉类、鱼类等  

萝卜等蔬菜水果、谷物、豆类  

其他食品、饮料  

矿产品化工产品等  

塑料及橡胶制品 

木材类及纸制品 

贵金属、首饰等 

贱金属及其制品 

机器、机械产品及零部件 

光学、计量、检验等设备仪器等 

1. 拓宽可以享受加征关税排除

的商品范围 

我们看到，在中美贸易摩擦的过程

中，中国加征关税排除制度经历了从

无到有的过程，排除的方式方法也在

不断完善。2019 年 5 月公布的《对

美加征关税商品排除工作试行办法》

主要是针对特定商品的普遍性排除，

所有企业进口经批准排除的商品均免

予征收加征关税；而税委会 2 号公告

的排除核准方式是基于特定的采购交

易，每个进口企业需自行申请所采购

产品的加征关税排除，无论其他企业

是否已经得到了这些产品的排除核

准。 

2019 年 9 月 11 日和 12 月 19 日，税委

会分别发布的对美加征关税商品的第一

次和第二次排除清单，总计仅通过了 22
个税则号列商品的排除申请。与此相

比，税委会 2 号公告所附可申请排除的

商品清单涉及 17 大类，46 个章节，共 
696 个 8 位税目，涵盖资源能源产品、

农产品、食品饮料、化工产品和机器、

仪器等多行业、领域商品，显著拓宽了

可能享受关税豁免的商品范围（概括如

下表所示）。并且不再此清单内的商

品，也可以申请增列排除商品。 
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2.  降低企业申请关税豁免的成

本和难度 

税委会 2 号公告规定，对于清单附件

内商品的排除申请，申请主体只需要

准备申请排除商品的税则号列、采购

计划金额等基本信息供税委会审核即

可。这与《对美加征关税商品排除工

作试行办法》的目的和渠道均存在差

异。我们理解，两种不同的排除方式

未来可能并行开展，企业需要根据自

身实际情况以及需求选择申请排除的

方式。 

尽管更为详细的解读或操作指南尚待

明确，但可以预计，对于税委会 2 号

公告附件清单内所列商品，申请主体

不再需要花费大量时间、精力阐述加

征关税的影响和加征关税商品的排除

理由（如市场是否存在可替代商品，

加征关税的行业、社会影响等）；而

审核主体对这些申请的通过率和时效

性也可望显著提高。 

综上，税委会 2 号公告的发布将明显

降低企业进行排除申请工作的成本和

难度。 
 
 
税委会 2 号公告的发布，越

来越多的企业将从中受益，

普华永道建议企业切实注意

以下事项，充分利用新政策

带来的利好。 

1.及时确认进口商品的具体信息 

考虑到税委会 2 号公告附件清单商品的

排除申请可能易于得到核准，我们建议

企业及时确认从美国进口商品的准确申

报信息，并与税委会 2 号公告附件清单

进行全面比对，防止错过关税排除的机

会。 

同时，对于清单外的商品，企业可以通

过申请增列的方式获得排除加征关税的

机会。申请增列对提交信息的要求相对

较高，若企业进口商品不在税委会 2 号

公告附件清单范围内，我们建议企业全

面评估申请增列排除商品的可行性，并

提早开展相关准备工作。 

2.充分理解关税排除政策的限制 

税委会 2 号公告在推行排除申请的同

时，也说明了对于商品享受关税豁免的

限制，其中以下要点值得企业注意： 

 自美国进口商品的采购需满足“市场

化、商业化”的原则。在后续审核

中，税委会如何掌握该原则仍有待进

一步观察，我们建议国内进口企业及

时关注相关政府部门的政策解读，并

深入研究自身实际情况与税委会要求

的匹配性，避免因为进口贸易方式等

问题而无法享受关税排除政策。 
 享受关税豁免的商品应在税委会核准

的采购计划金额范围内，超出范围外

商品不予免征，申请主体自行负担加

征关税。在申请时，申请主体需要根

据实际需求慎重考虑申请排除商品的

采购计划金额，避免实际采购额超过

申请范围而被征收加征关税。此外，

企业应当注意社情信息的真实性和准

确性，不真实或不准确的信息即会造 

3.释放利好信号，增强企业信心 

近期中美贸易摩擦虽然有缓和趋势，但

我们也不能排除已加征关税长期化、

常态化的可能性。在这样的背景下，

税委会发布的 2号公告，推行加征关税

排除申请措施将有助于消除市场不确

定性，稳定企业预期、增强企业信

心。特别是在当前新型冠状病毒肺炎

疫情的情形下，对于缓解企业面临的

成本压力和改善经营状况，具有积极

的作用。 
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成无法得到核准的后果，还可能对企业

声誉以及在相关政府部门的信用等级

（如海关 AEO 等级）造成不良影响。 

 对企业自美国进口采购交易的排除，而

非商品本身的排除。与税委会 2019 年

公布的《对美加征关税商品排除工作试

行办法》不同，税委会 2 号公告是对具

体交易的排除规定，即特定企业获得税

委会对某种商品加征关税排除核准后，

其他企业进口该商品时并不能自动适用

排除措施，而是需要根据自身实际采购

情况另行向税委会提交排除申请。 

3.持续关注后续政策解读和实操要

求 

税委会 2 号公告明确了后续申请将通过在

线排除申请系统（财政部关税政策研究中

心网址）进行，但对于所需填报的内容和

后续的进口申报信息仅做了大致说明，具

体操作的一些相关问题尚待进一步明确。

例如： 

 计划采购金额是否需按月提交； 
 由于业务需要而超出当月采购计划的成

交，如何申请追加排除； 
 是否需要提供进口采购合同等相关商业

文件； 
 不同规格型号的同一种商品是否需要分

别申请； 
 同一排除编号是否可用于不同的报关

单，如分批到货、同一船次不同提单等

情形。 

我们建议申请企业根据税委会 2 号公告提

早准备相关信息的同时，持续关注税委

会、海关等部门后续发布的政策解读、填

报说明/指南以及财政部关税政策研究中

心网站发布的信息，确保及时、准确地申

报相关信息资料。 

4.充分运用其他相关政策改善

经营状况 

近年来中央政府发布了一系列鼓励和

促进进口以及改善营商环境的政策。

我们建议如果企业希望改善自身经营

状况，可以从多个方面向相关政府部

门提出政策建议，例如，提升高技术

含量原料性产品的出口退税率，降低

医疗设备、稀缺原材料及关键零部件

的进口关税率等。必要时可以借助第

三方机构开展相关工作。 
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