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要旨 

2020 年 5 月 22 日、中国国務院総理が第十三回全国人民代表大会で「政府活動報告」1（以下、「報告」）を行い、2019 年及び 2020 年のこれ

までの中国経済社会発展活動を振り返るとともに 2020 年の主要な発展目標と次段階の活動に関して、全般的に言及しました。 

2019 年、中国は引き続き積極的な財政政策を推進し、より大規模な税金・費用軽減を実施し、特に製造業及び小企業・零細企業の税費用負担

を低減しました。具体的には、増値税率及び都市部従業員基本養老保険営業所納付比率の軽減、小企業・零細企業向けの普遍的税金軽減政

策、改正個人所得税法及び 6 項目の専項付加控除を含む複数の減税政策を実行しました。報告では、2019 年通年で低減した税金・費用は

2.36 兆元に達し、予定の 2 兆元程度の規模を上回り、うち製造業と小企業・零細企業が受けた利益が最も多かったと指摘しています。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延がもたらしたマクロ経済及び市場主体への衝撃に対応するため、報告では税金・費用軽減をさらに積極的に

推進し、段階的政策と制度上の措置の組み合わせを強化し、市場主体の窮境脱却及び成長を支援すると提言されました。今年実施する予定の

主な税金・費用軽減政策としては、増値税率と企業養老保険料率の更なる低減等があります。先に打ち出された小企業・零細企業養老、失業、

労災保険営業所負担の免除、小規模納税者増値税低減・免除、一部業界の増値税免除、民用航空発展基金、港湾建設費の免除について、そ

の実施期間が 2020 年末まで延長されます。報告では、2020 年通年の新規企業負担軽減額は 2.5 兆元を超えると予測しています。 

今号の「中国税務ニュースフラッシュ」では、2020 年下半期に実施される税金・費用軽減政策をまとめると共に、私どもの見解を紹介いたしま

す。 

詳細 

ポイント 1：増値税減税関連の制度上の措置の持続的実施 

2016 年から始まった「営業税から増値税への切り替え」の全面展開に伴い、増値税改革の深化、増値税税率構造の改善が毎年の政府活動報

告の財政・税務の目玉となっています。近年、中国は複数の増値税改革深化措置を打ち出しており、中には増値税税率の簡略化・低減、増値

税控除チェーンの更なる進展、増量税額控除還付及び一部の既存税額控除還付の実施、貨物及びサービスの輸出税金還付政策の持続的改

善、増値税優遇政策の更なる完全化等があります。増値税改革措置の本年における持続的実施の深化、企業税金負担の持続的軽減への相

乗効果は、企業の難関克服を支援し、経済の安定的成長の維持を可能にします。 

留意点として、報告は増値税税率構造の調整を言及せず、本年の増値税税率制度の持続的実施を提言したことです。これは、税率ゼロ以外、

将来の一定の期間で、13％、9%及び 6%の三段式税率を実施することを意味しています。 

2019 年 11 月、財政部、税務総局は「中華人民共和国増値税法（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」）を公布しましたが、「意見募集稿」でも三

段式税率を継続しています。近年の税金・費用軽減の傾向及び国務院が提言した「三段式から二段式に向け、税率を調整する」要求に鑑み、将

来の増値税立法において増値税税率の調整・簡略化があるかに注目する必要があります。 
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ポイント 2：新型コロナウイルス関連の増値税優遇政策の延長 

新型コロナウイルス対応に関する施策として、企業及び経済の成長を支援するため、財政部、財務局は 2020 年 2 月にそれぞれ 2020 年 8
号公告 2及び 2020 年 13 号公告を公布し、関連する減税・免税政策を明確化させましたが、具体的には以下の内容が含まれます。 

• 納税者が感染防止用の重要保障物資を運送することで得た収入に対し、増値税を免除します。 

• 納税者が公共交通運輸サービス、生活サービス及び住民に必要が生活物資の宅配サービスで得た収入に対し、増値税を免除します。 

• 感染防止用の重要保障物資を生産する企業は月度に増値税及び増量税額控除の還付を申請できます。 

• 2020 年 3 月 1 日から至 5 月 31 日まで、湖北省の小規模納税者に対し、増値税を免除します。湖北省以外の増値税小規模納税者

に対し、1%の徴収率で増値税を徴収します。事前納付増値税項目も同時に徴収率を低減します。 

報告は、小規模納税者の増値税軽減・免除、公共交通運輸、飲食・宿泊、旅行・レジャー、文化・スポーツなどのサービス増値税政策の実施

期間をすべて 2020 年末まで延長し、小規模納税者と新型コロナウイルスより受けた影響の大きい生活サービス業納税者の出勤・生産回

復をさらに支援します。 

 

ポイント 3：中小企業・零細企業の税金費用支援政策 

• 中小企業・零細企業の 3 種類の社会保険の段階的免除の継続。企業の秩序的出勤・生産回復及び雇用の安定化・拡大を支援する

ため、人的資源社会保障部、財政部、税務局は 2020 年 2 月に合同で「企業社会保険費段階的軽減・免除に関する通知（人社部発

[2020]11 号 3）を公布し、2020 年 2 月より、企業の所在地区・規模に合った企業基本養老保険、失業保険、労災保険（以下、「3 種類

の社会保険」）営業所負担の段階的低減・免除を実施し、中小企業・零細企業の 3 種類の社会保険の営業所負担免除期限を 5 カ月

を超えないものとしました（即ち 2020 年 6 月まで）。 

中小企業・零細企業の窮境脱却を支援し、雇用と生活を保障するため、報告は中小企業・零細企業 3 種類の社会保険営業所負担の

免除 2020 年末に延長することを提言しました。人的資源社会保障部、財政部、税務局は 6 月末までに報告の指示に基づき、段階的

中小企業・零細企業の 3 種類の社会保険を免除する政策を実施する見込みです。 

• 小企業・零細企業、個人経営者所得税納付の延期。段階的中小企業・零細企業の 3 種類の社会保険の継続的免除以外では、報告

は小企業・零細企業、個人経営者の所得税納付を 2021 年まで延期します。これで、小企業・零細企業及び個人経営者のキャッシュフ

ロー面のプレッシャーが緩和されます。小企業・零細企業の企業所得税納付延期、個人経営者の個人所得税納付延期の適用条件、

具体的手続きの解明は、財政部、税務総局の関連法規の公布後になります。  

 

留意点 

税金・費用軽減は近年、中国マクロ経済調整及び積極的財政政策のキーワードになっています。中国は一連の税金・費用軽減策を続々と

打ち出したのは、実体経済の発展への支援及び市場への活力注入を目的にしています。2018 年中国の税金・費用軽減総額は 1.3 兆元で、

2019 年税金・費用軽減総額は 2.36 兆元であり、2020 年政府活動報告で設定された税金・費用軽減目標は 2.5 兆元となっており、各種の

市場主体特に中小企業・零細企業の負担軽減と、雇用・生活確保及び経済基盤の安定化を促進できます。 

昨今公布された「中国共産党中央委員会、国務院の新時代における社会主義市場経済体制改善加速化に関する意見」4 では、税収制度改

革の深化及び直接税制度の改善及び比例向上といった中国税収制度改革の方向性について再度言及しました。一部品目の消費税徴収手

続きの後ろ倒しを検討します。総合的と分類的な個人所得税制度の融合を整備し、完全化を図ります。不動産税立法を安定的に推進します。

地方税体系を健全化させ、地方税税制を調整・完全化させ、地方税税源を育成し、地方税管理権を着実に拡大させます。 

当面、中国現行の 18 種類の租税の中で、すでに法律が整備されたのは 9 種類（車両・船舶税、環境保護税、煙草税、船積税、企業所得税、

耕地占用税、車両購入税、個人所得税、資源税）で、残りの 9 種類は立法が進行中です。このうち、譲渡税と都市維持建設税法は草案が

全国人大常委会による初回審議を終え、意見公開募集を始めました。増値税法、消費税法は草案の意見募集稿がすでに財政部、税務総

局より意見公開募集を始めました。印税法草案審査稿は司法部より立法審査を受けています。税制部は今年 2 月に公布した 2020 年立法

活動計画でも、「年内に増値税法、消費税法、関税法の起案を終え、国務院に報告することを目指す」と述べています。 

世界的ウイルス蔓延と経済・貿易の先行きの不透明性が増している状況において、報告からは財政政策がより積極的な役割を果たし、税

金・費用軽減を支持し、税金・費用軽減の強度を増加すべきだと指摘し、市場主体の窮境脱却を支援し、感染症対策と経済・社会発展を推

進する意向がうかがえます。私どもは、報告が指示した税金・費用軽減政策に対する解読及び関連する細則の公布に注目し、今後とも私ど

もの分析及び見解をタイムリーに紹介させて頂く予定です。  
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注釈 
1. 2020 年政府活動報告 

http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/22/c_1126018545.htm 

2. 財政部、税務総局が新型コロナウイルス感染による肺炎蔓延防止に関する税収政策の公告（財政部、税務総局公告[2020]8 号）、詳細は、普
華永道《中国税務/商務新知》2020 年第 6 期をご参照ください。 

3. 人的資源社会保障部、財政部、税務局が企業社会保険費の段階的免除に関する通知（人社部発[2020]11 号） 
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202002/t20200221_360350.html 

4. 中国共産党中央委員会、国務院が新時代における社会主義市場経済体制改善加速化に関する意見  
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm 
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摘要 
2020 年 5 月 22 日，国务院总理在第十三届全国人民代表大会第三次会议上作了《政府工作报告》1（以下简称“报
告”），回顾了 2019 年和今年以来中国经济社会发展工作，并对 2020 年发展主要目标和下一阶段工作进行总体部

署。 
2019 年中国继续实施积极的财政政策，实施更大规模的减税降费，重点降低制造业和小微企业税费负担，推出了包

括进一步降低增值税税率，下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例，落实小微企业普惠性减税政策和修订后的个人

所得税法及 6 项专项附加扣除在内的多项减税降费措施。报告指出，2019 年全年减税降费达到 2.36 万亿元，超过原

定的近 2 万亿元规模，制造业和小微企业受益最多。 
为应对新冠肺炎疫情对宏观经济和市场主体的冲击，报告提出将加大减税降费力度，强化阶段性政策与制度性安排相

结合，助力市场主体纾困发展。今年将主要实施的减税降费政策包括：继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率

等制度；前期出台的免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费，减免小规模纳税人增值税，免征部分行业的增

值税，以及减免民航发展基金、港口建设费的执行期限全部延长到 2020 年底。报告预计 2020 年全年将为企业新增

减负超过 2.5 万亿元。 
在本期的《中国税务/商务新知》中，我们总结了将在 2020 年下半年执行的减税降费政策，并与您分享我们的观察。 

详细内容 
看点 1：延续增值税减税相关的制度性安排 
自 2016 年“营改增”全面收官以来，深化增值税改革、优化增值税税率结构是每年政府工作报告中最大的财税亮点。

近年来，中国出台了多项深化增值税改革措施，包括：简并和下调增值税税率、进一步贯通增值税抵扣链条、实施增

量留抵税额退税和部分存量留抵税额退税、逐步优化货物及服务出口退税政策、进一步完善增值税优惠政策等。深化

增值税改革措施在今年继续执行，对持续减轻企业税收负担产生叠加的累积效应，将助力企业渡过难关，保持经济持

续稳定发展。 
需要注意的是，报告未提及调整增值税税率结构，而是提出今年继续执行下调增值税税率制度，这意味着除零税率外，

在未来一段时间内可能将继续实施 13%、9%和 6%三档税率。 
2019 年 11 月，财政部、税务总局公布了《中华人民共和国增值税法（征求意见稿）》（以下简称“《征求意见

稿》”），《征求意见稿》也承袭了现行三档税率。结合近年来减税降费的大背景以及国务院提出的“按照三档并两档

方向调整税率水平”的要求，未来在推进增值税立法过程中是否会同时调整和简并增值税税率，值得予以关注。 
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看点 2：延长支持疫情防控增值税优惠政策 

为应对新冠肺炎疫情，支持企业和经济发展，财政部、税务总局于 2020 年 2 月先后发布了 2020 年 8 号公告 2和

2020 年 13 号公告，明确了相关减免税政策，具体包括： 

• 纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入，免征增值税； 

• 纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增

值税； 

• 疫情防控重点保障物资生产企业可以按月申请全额退还增值税增量留抵税额； 

• 自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人免征增值税；除湖北省外，其他省份的增值

税小规模纳税人，减按 1%征收率征收增值税；预缴增值税项目同步降低预征率。 

报告提出减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税政策的执

行期限全部延长到 2020 年底，为小规模纳税人和受疫情影响较大的生活服务业纳税人在复工复产中给予进一步支

持。 

看点 3：中小微企业的税费扶持政策 

• 继续阶段性免征中小微企业的三项社会保险：为推动企业有序复工复产，支持稳定和扩大就业，人力资源社

会保障部、财政部、税务总局在 2020 年 2 月联合发布《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发

[2020]11 号 3），规定自 2020 年 2 月起，对不同地区、不同规模的企业执行阶段性减免企业基本养老保险、

失业保险、工伤保险（以下简称“三项社会保险”）的单位缴费，并明确中小微企业三项社会保险单位缴费部分

的免征期限不超过 5 个月（即在 2020 年 6 月到期）。 

为帮助中小微企业渡过难关，保障就业和民生，报告提出将免征中小微企业三项保险单位缴费的执行期限延

长到 2020 年底，有利于进一步减轻中小微企业的人力成本负担。预计人社部、财政部、税务总局将在 6 月底

前按照报告的部署发文落实继续阶段性免征中小微企业的三项社会保险的政策。 

• 延缓小微企业、个体工商户所得税缴纳：除继续阶段性免征中小微企业的三项社会保险外，报告还提到延缓

小微企业、个体工商户的所得税缴纳到 2021 年，这对于缓解小微企业和个体工商户的现金流压力具有积极作

用。关于小微企业延缓缴纳企业所得税、个体工商户延缓缴纳个人所得税的适用条件、具体程序等问题，有

待财政部、税务总局出台配套法规予以明确。 

注意要点 
减税降费是近年来中国宏观经济调控和积极财政政策的重要关键词。为应对国内外经济形势变化，中国陆续出台

了一系列减税降费的措施，旨在支持实体经济发展，进一步为市场注入活力。2018 年中国的减税降费总额约为

1.3 万亿元，2019 年的减税降费总额达到 2.36 万亿元，2020 年政府工作报告设定的减税降费的目标更是高达 2.5
万亿元，这将有利于减轻各类市场主体、尤其是中小微企业的负担，以保住就业民生，稳住经济基本盘。 

近期发布的《中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》4 再次提及了中国税收制度改

革下一步的方向：深化税收制度改革，完善直接税制度并逐步提高其比重。研究将部分品目消费税征收环节后移。

建立和完善综合与分类相结合的个人所得税制度。稳妥推进房地产税立法。健全地方税体系，调整完善地方税税

制，培育壮大地方税税源，稳步扩大地方税管理权。  

截至目前，中国现行的 18 个税种中，已制定法律的税种有 9 个（分别是车船税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税、

企业所得税，耕地占用税、车辆购置税、个人所得税、资源税），其余 9 个税种的立法工作仍处于进行时。其中契

税法和城市维护建设税法草案已经全国人大常委会初次审议，并向社会公开征求意见；增值税法、消费税法草案

征求意见稿已由财政部、税务总局向社会公开征求意见。据悉，印花税法草案送审稿正在由司法部进行立法审查。

财政部在今年 2 月发布的 2020 年立法工作安排也提到将“力争在年内完成增值税法、消费税法、关税法的起草工

作，并上报国务院”。 

在当前全球疫情和经贸形势不确定性很大的情况下，报告提出积极的财政政策要更加积极有为，支持减税降费并

加大减税降费的力度，释放了助力市场主体纾困、统筹推进疫情防控和经济社会发展的积极信号。我们将密切关

注针对报告部署的减税降费政策的解读及相关具体政策的出台，并及时分享我们的解读和观察。 
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注释 

1. 2020 年政府工作报告 
http://www.xinhuanet.com/politics/2020lh/2020-05/22/c_1126018545.htm 

2. 财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财政部、税务总局公告[2020]8 号），详细内容请
参见普华永道《中国税务/商务新知》2020 年第 6 期。 

3. 人力资源社会保障部、财政部、税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知（人社部发[2020]11 号） 
http://www.mohrss.gov.cn/gkml/zcfg/gfxwj/202002/t20200221_360350.html 

4. 中共中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见 
http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512696.htm 
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