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中国間接税情報

増値税試行改革に伴う
中国輸出増値税還付に
関する新たな規定
概要
2012年は中国増値税の発展過程における特徴的な一年となっている。
2012年1月1日から開始された上海の増値税試行の下での最も重大な変
更の一つは、ある特定の役務取引輸出への増値税還付システムの適用範
囲の拡大である。

当該増値税試行に伴う進展以外にも、「伝統的な」輸出増値税還付政策も
いくつか重大な変更の対象となってきている。今回、財政部、国家税務総局、
税関総署、国家外貨管理局および中国人民銀行は、輸出増値税還付シス
テムに重大な変更をもたらす一連の通達を発行した。

当「中国間接税情報」ではこれらの重大な変更のうち、注目すべき点を紹
介する。
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上海増値税試行改革における輸出増値税の還

め、財政部と国家税務総局は2012年5月25日付け

付政策

で財税［2012］39号（以下、「39号文」と略称）を共
同で公布し、外国企業向けの貨物輸出および加工、

増値税試行の円滑な執行を確保するため、増値税

修理及び交換の役務の提供（以下、みなし貨物輸出

ゼロ税率および増値税免除政策が適用される課税

を含めた「貨物・役務の輸出」と略称）に関する既存

役務に関する規定である財税[2011]131号（以下、

の一連の増値税および消費税政策を分類・再構成し、

「131号文」と略称）に基づき、国家税務総局は

当政策実行時に表れる個別の問題を明確にした。

2012年4月5日に国家税務総局公告[2012]13号
（以下、「13号公告」と略称）を発表し、「増値税試行

納税者による貨物・役務の輸出に係る増値税の還

地区に適用する増値税ゼロ税率課税役務及び増値

付・免税措置の申請を促進し、更に当該申請手続き

税免除・控除・還付に係る管理弁法（暫定）」を公布し

を統一的に管理するため、39号文及びその他の関

た。13号公告は2012年1月1日から遡及適用され

連規定に従い、国家税務総局は2012年6月14日に

る。

国家税務総局公告［2012］24号（以下、「24号公
告」と略称）を発表し、「貨物・役務の輸出に係る増値

輸出増値税還付政策と具体的な運用を追加説明

税及び消費税管理弁法」を公布した。

するため、特に、上海増値税試行に適用される増値
税ゼロ税率課税役務の輸出増値税還付に関する財

39号文と24号公告は輸出貨物・役務の条件、範

源問題に対して、財政部、国家税務総局と中国人民

囲、根拠証憑、輸出増値税還付率、並びに輸出増値

銀行は財予［2012」65号（以下、「131号文」と略

税の還付・免税額の計算方法、申請プロセス、申告

称）を共同で公布し、この問題を明確にした。上海増

期限および関連必要資料等を明確にした。以前の輸

値税試行改革のゼロ税率課税役務に係る輸出増値

出増値税還付政策に関する税務通達の規定と比較

税の還付のための資金は中央金庫から支払われる

して、以下の主要な改正がなされた：

ことが65号において明確に規定された。

伝統的な輸出増値税還付の変化

主管税務機関および納税者の双方のための輸出
税収政策の体系的且つ正確な理解と実行を促すた
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►

►

輸出企業又はその他の企業が規定通り申告でき

納税者が留意すべき点は、国家税務総局が2012

なかった、或いは規定期限までに増値税の還付・

年5月25日に国家税務総局公告［2012］21号（以

免税に必要な関連文書を主管税務機関に提出で

下、「21号公告」と略称）を公布し、貿易企業の国内

きなかった場合には、規定に基づき増値税を免除

販売とみなされる輸出貨物に係る仕入増値税控除

する。39号文の公布前については、当該輸出は

に関して規定したことである。国税函［2008］265号

みなし国内販売として増値税を徴収されていた。

（以下、「265号文」と略称）によると、国内販売とみ

企業が申告する輸出増値税還付の期限は、貨
物輸出の翌月から翌年4月までの各増値税申告

なされる輸出貨物を取り扱う貿易会社は、控除前の
特定期間内に、仕入増値税控除証明を申請すべき
ことになっている。これに対して、21号公告は2012

期間に延長された。

年6月1日から特定期間内に仕入増値税控除証明を
►

増値税免除政策が適用される輸出企業は、当該

申請できない貿易会社については、関連文書一式を

免除措置を放棄することができ、この場合には、

揃えることができれば、引き続き主管税務機関に当

国内販売貨物として増値税の課税対象となる。免

該証明を申請することができると規定している。

除措置を一旦放棄してから36ヶ月以内は、変更
することができない。
►

*

最新の輸出増値税還付政策に関する通知文書は、

税関輸入増値税専用支払書は、輸出増値税還

国家外貨管理局公告［2012］1号（以下、「1号公告」

付の申請に必要な資料に含まれている。貿易会

と略称）、即ち「貨物取引に係る外国為替管理システ

社が輸入した貨物を輸出する場合には、当貿易

ムの改革に関する公告」である。1号公告は、2012

会社は輸入増値税専用支払書を証憑として提供

年8月1日から輸出企業が税関への申告時に輸出

することにより、輸出増値税の還付を受けること

為替証明書を提出する要件を廃止しただけでなく、

ができる。

輸出企業が受けることとなる検査のレベルを決定す

注意：上記は我々が39号文と24号公告より主要
な内容を抜粋したものです。

る評価制度（企業はA、B又はCレベルに分類される）
を設けた。1号公告も、以前公布された合計116の
輸出増値税還付や外国為替管理に係る問題等に関

39号文と24号公告は、若干の規定が2011年1月

する通達および条項に優先する。

1日から遡及適用されるほかは、2012年7月1日か
ら施行される。39号文と24号公告は、これらの文書
に付属資料として含まれている一連の輸出増値税の
還付・免税措置に関する通達および条項に優先する。

中国间接税资讯

3

増値税試行改革に係る最近の進展

出増値税還付の管理において顕著な成果が達成さ
れてきた。しかしがら、政策に対する解釈や実施上

関連記事によると、北京における増値税試行は早

の問題も依然として存在している。39号文、21、24

ければ2012年9月から開始される可能性がある。ま

及び1号公告の公布は、対外貿易の安定化、関連企

た、北京の税務局は北京増値税試行に対する認識

業の財務負担の緩和、還付申請プロセスの簡素化、

を高めるために、現在積極的に北京市の各地域で

並びに税務当局と納税者の双方のための輸出増値

納税者向けに増値税試行のトレーニングを実施して

税還付政策の理解と執行の実現を意図している。納

いる。一部の北京国家税務局は、増値税一般納税

税者は関連規定に対する理解を深め、当該規定が

者の認識および増値税登録プロセスを迅速に進める

日常の経営にどのような影響を与えるのかを検討す

ことを目指して所管区域内の特定の納税者に一連

べきである。

の書式への記入を要請している。

報道によれば、北京増値税試行の範囲及び適用さ
れる関連政策は上海と非常に類似する可能性があ
る。財政部及びその他の関連政府機構は現在積極
的に上海増値税試行から得られた経験および教訓
を研究しており、北京における増値税試行開始前に
関連政策規定に改善を加えるとみられる。したがっ
て、北京は二番目の増値税試行地域になる可能性
があり、同時に国内その他の市および省も積極的に
増値税試行への参加を検討している。

我々の見解

中国の輸出増値税還付政策は1985年から施行さ
れ、数十年の発展を経て、還付の規模及び範囲の
拡大や還付プロセスにおける効率性の向上など、輸
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上海の増値税試行からもたらされる変

増値税試行
影響分析

輸出増値税還付政策の変更により影響を受ける納税者、

更の影響を評価する観点から、サプラ

並びに増値税試行の対象となる顧客、サプライヤー又は

イヤー及び顧客とのビジネス関係を分

競合他社が存在する企業については、当該改革が企業運

析する。当該分析は主に増値税コスト

営に与える影響を注意深く評価するために専門的な資源

及びキャッシュフローに対する潜在的

および対策を手配・計画し、予期される変化に備えること

な影響に重点を置き、且つ可能な増値

が重要であり、同時に税務専門家への諮問も推奨される。

税プランニングとアドバイスを供するも
のとなる。
経営、税務、財務および管理部門のチ
増値税
トレーニング

ームに必要な情報を与え、新増値税
試行に係る法規及び実務上の影響に

対する理解を確認する。
サプライヤー及び顧客と締結した、又
は締結する予定の契約上の条項を分

析する。我々は以下の項目について
増値税契約
に対する
慎重な審査

特別な審査が必要であると考える。1)
増値税を顧客に請求できるか；2) 増
値税試行政策の影響および契約条項
の下で、サプライヤーが増値税を請求
できるか。
ERPシステム/財務・会計ソフトウエア

ERPシステム/ を分析し、それらのシステムが増値税
財務・会計ソフト
発票の発行及び増値税申告に必要な
ウエアの増値税
データを作成するために求められる変
審査
更点を理解する。
業務モデルを理解し、増値税に関する
プロセス設計(例：増値税発票の発行
増値税に関する
の流れ及び申告プロセス等)を実施す
プロセス設計
ることで、税務コンプライアンスを確保
する。
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