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はじめに
　中国国務院は 2012年 1月 1日より、仕入れ増値税額控除
制度の改革、多重課税の問題の軽減および経済発展の促
進を目的として、「営改増」と呼ばれる流通税改革、すなわ
ち、営業税から増値税への移行パイロットプログラムを実施
してきました。2016年 5月 1日よりこの営改増が全面的に実
施されることとなり、ここに 4年間の長きにわたった流通税改
革は正式に完了し、1994年より導入された中国の増値税と
営業税間接税併用制度は終わりを告げることになりました。
　本稿では、中国に進出している日系企業にとって最も重
要な課題の一つである税務問題のうち、最新の重要な税制
改正である流通税改革に焦点を当て、流通税改革の概要や
その影響、増値税に関する今後の動向について解説を行い
ます。なお、本文中の意見に係る部分は全て筆者個人の私
見であり、PwC中国、PwCあらた有限責任監査法人または
所属部門の正式見解でないことをあらかじめお断りします。

PwC中国
上海事務所　日本企業部　
マネージャー　佐賀 睦美

中国流通税改革の概要

1 流通税改革の背景

中国では、1994年から増値税および営業税といういわゆ
る流通税が導入されました。今では、増値税は中国の税収
の4分の1以上を占める最大の税収源であり、営業税と合わ
せると約 40％の税収を占める非常に重要な税目となり、中
国税務当局が年度税務調査において重点を置く分野となっ
ています。

表 1にあるように、財貨の生産、加工補修役務、卸売り、
小売および輸入については増値税の課税対象であり、その
他のサービス業および、無形資産の譲渡、不動産の販売に
ついては営業税を課税するものとされ、二つの税が併用さ
れてきました。しかし、増値税は物品の購入・消費取引にお
いて、中間業者の仕入れ税額が控除できますが、営業税は
税額控除ができないことから、営業税においてはサービス
消費に至るまでの段階が多くなると課税が累積し、税負担
が過大となる問題がありました。そのため、営業税の対象業
種と増値税の対象業種の間での税負担の格差に加え、取引
によっては増値税と営業税を二重に徴税されるケースが多
発し、納税者の不公平感を増大させていました。

中国政府が流通税改革に取り組んだ主な目的は、こうし
た二重課税の排除、徴税管理の最適化により、全業界にお
ける構造的減税を進めることにあります。なお、2016年3月
の政府作業報告のなかでは、企業の税負担は全般的に低減
される見込みであるとしていますが、一部の納税者にとって

海外

増値税
営業税

物 サービス

課税対象 物品の販売・
加工・修理補修

研究開発・
現代サービス等

中国国内での
課税役務の提供

基本税率 17％ 6% 5％

仕入れ控除 可 不可

納税者 最終消費者 報酬受領者

課税方式 外税 内税

表1：増値税と営業税の概要
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は改革初期段階で税負担が増すことになることは避けられ
ません。中間業者か最終消費者かによって生じる各納税主
体のポジションによる相違や、仕入れ増値税額控除の申請
時期等の要因を考慮すると、短期的および長期的な税負担
の変化をどう評価するかは、かなり複雑なものになると考え
られます。

2  流通税改革の進展

流通税改革は、2012年 1月1日より段階的に実施されて
きました（表 2 参照）。2015年 12月時点で運輸業、一部の
現代サービス業、郵便業、電信産業などに適用されてきまし
たが、残りの 4業界、すなわち建築業、不動産業、金融業、
生活サービス業については、中国経済の減速やこれらの業
界への適用の複雑さなどから、これまで対象範囲から外れ
ていました。

しかし、2016年3月24日、財政部と国家税務総局は共同
で、財税［2016］36 号（「営業税から増値税への移行パイ
ロットプログラムの全面実施に関する通達」、以下、「36号
通達」）を公布し、2016年 5月1日より残りの四つの業界に
おいても流通税改革の実施が始まりました。

表2：中国流通税改革の進展

法令 実施時期 地域 対象産業

「上海市の交通運輸業及び一部の現
代サービス業の営業税の増値税へ
の移行パイロットプログラムの展開
に関する通知（財税[2011]111号）」

2012年
1月1日～

上海
（＊）

物 流 業 ／リース
業／現代サービ
ス業

「交通運輸業と一部現代サービス業
の徴税に関する営業税から増値税
への移行パイロットプログラムの全
国実施に関する税収政策の通知（財
税[2013]37 号）」

2013年
8月1日～

全国 放送・映像業（TV、
ラジオ、映画）

「鉄道運輸と郵政業に関する営業税
を増値税の課税対象とする事に関す
る通知（財税[2013]106号）」

2014年
1月1日～

全国 鉄道運輸業／郵
政業

「営業税から増値税への移行パイ
ロットプログラムの全面実施に関す
る通達（財税[2016]36号）」

2016年
5月1日～

全国 金 融 業 ／ 建 築
業／不動産業／
生活サービス業

（＊）適用地域は段階的に拡大され、2013年8月1日より全国展開。

3 36号通達の概要

36号通達では、流通税改革の対象範囲を「中国国内の販
売サービス、無形資産または不動産」と規定し、全ての増値
税適用対象サービスを網羅しています。これにより、財税

［2013］106号通達などの流通税改革関連通達は、36号通
達の発効とともに廃止されました。従って、36 号通達の主
要なポイントを押さえておくことが肝要であることから、以下

に36号通達の主要なポイントを解説します。

（ 1）増値税の適用税率

まず、課税対象サービス別の増値税の適用税率は表３の
とおりで、運輸サービス、郵便サービス、基本電気通信サー
ビス、建築サービス、不動産リースサービス、不動産販売、
土地使用権の移転が 11%、有形動産リースサービスが
17%、その他の課税行為（金融サービス、生活サービスを含
む）が 6%、そして、財政部と国家税務総局が規定する範囲
内のクロスボーダーに係る国内納税者の関連の課税行為
は、ゼロ税率または増値税の免税が適用されます。その他、
納税者は有効な増値税専用発票により、購入不動産により
発生した増値税について、その仕入れ増値税の控除が認め
られるようになりました。

表3：流通税改革の対象となる課税範囲および税率

課税対象サービス 範囲 税率

サービス
の提供

1.交通運輸
サービス

陸上輸送サービス、水上輸送サービス、
航空輸送サービス、パイプライン輸送
サービス、運送工具不要の輸送サービス

11%

2.郵便サービス 通常の郵便サービス、特別な郵便サービ
スおよびその他の郵便サービス

11%

3.電信サービス 基礎電信サービス 11%

付加価値電信サービス 6%

4.建築サービス 工事サービス、組み立てサービス、修繕
サービス、装飾サービス、その他建築
サービス

11%

5.金融サービス 貸し付けサービス（セール・アンド・リー
ス・バック）、金融手数料サービス、保険
サービス、金融商品の譲渡

6%

6.現代サービス 賃貸サービス—不動産の賃貸 11%

その他現代サービス 6%

7.生活サービス 文化体育サービス、教育医療サービス、
旅行娯楽サービス、飲食宿泊サービス、
住民日常サービス、その他

6%

無形資産
の譲渡

所有権又は
使用権

技術、商標、著作権、のれん、自然資源
使用権（土地使用権を含まない）、その他
権益性無形資産

6%

土地使用権 11%

不動産
販売

所有権 建築物構築物所有権、建築物構築物永久
使用権、建設中の建築物構築物、土地使
用権の一括譲渡

11%

その他 クロスボーダー金融取引等 0%／
免税

（ 2 ） 増値税計算のベースとなる売上額に関する規定

36 号通達では課税標準となる売上額を納税者が課税対
象行為の対価として取得する代金総額及び価格外費用と定
義し、その計算に関して以下のような規定を定めています。

①差額ベース方式
増値税の一般原則によれば、増値税納付額は売上増値税

額から仕入れ増値税額を差し引いた部分に当たり、つまり
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増値税は、付加価値部分に対してのみ課税されるものです。
しかしながら、実務上では、一部特殊な業務において有効
な増値税専用発票を取得できず、そのため「付加価値部分」
を正確に計算できないという問題も想定されていました。

そこで、36 号通達では、差額ベース方式が導入され、
ファイナンスリースや空輸、仲介代理、旅行業務などの業界
では、売上総額より一部規定された支出部分を控除してか
ら、増値税納税額を計算することを認めています。例えば、
旅行業務における課税売上高は、顧客への総請求額とその
他に徴収する代金から、宿泊、食事、交通、ビザ申請、入場
チケット、および下請け業者に支払う費用を差し引いた額と
なります。なお、差額ベース方式を採用する際、36号通達
は、納税者に納税申告要件を遵守するために、裏付けとな
る証憑の取得を要求しています。

②みなし販売
サービスの無償提供あるいは無形資産または不動産の無

償譲渡は、みなし販売行為として増値税を納付することが
規定されています。

③兼営および混合販売
納税者が増値税課税対象であり、異なる税率が適用され

る業務を兼営する場合、納税者は各業務について個別に売
上高を計算しなければならないと規定されており、各業務
について個別の売上高が計算されていない場合、規定税率
のなかで高い方の税率が適用されます。混合販売とは、一
つの販売行為が物品にもサービスにもかかわる場合で、生
産や物品の取引を行っていない納税者はサービスの販売に
分類され、増値税の課税対象となります。

例えば、ホテル業の納税者は、兼営と混合販売の問題に
直面するものと考えられます。なお、実際には、兼営と混合
販売について依然として明確にすべき問題が存在するた
め、税務リスクが生じる可能性があります。このため、対象
納税者は、今後の実施細則に注意する必要があると考えら
れます。

④合理的な商業目的
36 号通達によれば、納税者の価格が「合理的な商業目

的」がなく、かつ顕著に高くまたは低い場合、税務機関が販
売価格を確定する権利を有するとしています。
「合理的な商業目的」とは、納税者または取引の法的形式

および経済的実質を評価する際に、税務機関により用いら
れる基準で、企業所得税においては広く適用されています
が、これを流通税の分野でどのように判断していくかはこれ
まで明確にされていませんでした。この点について、36 号
通達では、納税上の利益取得を主な目的として、人為的に

増値税納税額を減少や免除、継続し、または増値税の還付
を増加させる行為を、「合理的な商業目的を有していない」
として明確化されています。

（ 3 ） 仕入れ増値税額の控除

36号通達により、新たに控除が認められるようになった項
目と、一方で控除できないことが明確に示された項目があり
ます。まず、増値税専用発票を取得している場合、不動産
の購入に係る増値税の控除が認められることになりました。
36号通達によれば、ファイナンスリースおよび建設現場の
臨時建築物や構造物についての不動産以外、不動産購入に
係る仕入れ増値税は 2年間、初年度に60%、次年度に40%
控除できるとしています。なお、従来の増値税控除制度で
は、当期購入についての仕入れ増値税額の控除を認める原
則を採っていることから、納税者は増値税専用発票を取得
した当期に全ての仕入れ増値税額の控除の申請が可能とな
ります。従って、分割控除の申請には、会計上や納税申告上
でいくつかの実務的な問題も発生するとみられ、納税者は
注意が必要です。

36号通達では、貸付業や旅客運送サービスやケータリン
グサービス、居住者日常生活サービス、娯楽サービスに係
る増値税は、控除できないことが規定されています。

4 流通税改革に関して求められる
日系企業の対応

流通税改革は中国に進出している日系企業にとっても重
要な影響を及ぼすものと考えられますので、その影響を見
極め、特に以下の３点について重点的に検討することが必
要です。 

①税務リスクの軽減
税制の移行によるコンプライアンス体制の不備がないか

を確認する必要があります。営業税の比較的単純な管理制
度と比較して、増値税は日常業務、納税申告、専用発票お
よび税務機関の管理要件の面でより複雑です。従って、収
益認識、仕入れ税額控除および発票管理などのリスクに注
意し、社内の税務内部統制を確立し、コンプライアンス違反
がないかを確認する必要があります。

また、積極的に税務当局と協力して流通税改革の完全施
行までに関連文書を準備（追加の税務登記関連資料、一般
納税人資格の登記、増値税発票の申請、発票印刷機の取
得および研修、各種税制優遇措置の届け出、輸出税控除資
格の届け出、ならびにオンライン申告システムの導入等を
含む）し、期限内に納税申告を済ませることが望ましいと考
えられます。

42 PwC’s View — Vol. 04. September 2016



特集：税効果会計の見直しについて海外

②税負担の軽減
企業にとって、税制優遇措置の適用可能性や資産購入の

タイミング、企業の事業サイクルといった要因は増値税負担
に影響します。増値税は企業の損益計算書には計上されま
せんが、収益・原価・費用・税金等の項目を通じて損益計
算書に影響を及ぼします。また、外税による計算方式によ
り、対象納税者に対し、企業所得税や各種付加税等の面で
影響が及びます。従って、企業は、当該政策を合理的に活
用し、税負担の軽減を行う必要があると考えられます。利
益、売り上げおよび原価／費用に対する流通税改革の影響
を包括的に評価し、キャッシュフローと資金調達コストに対
する仕入れ増値税の影響を分析したり、事業に対する流通
税改革の全体的な影響を理解するために、全ての税目（例
えば、企業所得税、都市維持建設税、教育費附加等）に対し
て与える影響を考慮し、全体的な税負担額の検討が必要と
考えられます。

③事業展開の促進
増値税は事業サイクルの全ての段階で仕入れ税額を控除

するという特徴があります。しかし、ケータリングサービス、
居住者向け日常サービスおよび娯楽サービス等の一部サー
ビスの受益者は仕入れ税額控除を申請することができませ
ん。これは、当該サービスが仕入れ税額控除の適用範囲に
含まれていないため、川下の産業に対する当該サービスの
売上増値税額を控除できないことを意味しています。

この点に関して、当該サービスの提供者と受益者はビジネ
ス上の交渉および価格戦略における上記の増値税政策の影
響を注視し、合理的なビジネスアレンジメントと価格交渉を
通じて各自の事業展開と収益増加を図る必要があります。

5 まとめ

36号通達は 2016年 5月1日より効力を生じました。中国
に進出している日系企業は、今後の実施細則に留意すると
ともに、関連規定の解釈を精査し、自社への影響を分析し
た上で、自社のコンプライアンス体制を整備し、適切な対応
を取ることが必要となります。
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