
第 1 页 共 6 页

本期目录

财税新政 P1

公司新闻 P2-4

与百福润财税的合作 P5

百福润财税解答客户热点问题 P6

今号の目次

財税の新政策 ページ 1

会社のニュース ページ 2-4

百福潤との提携 ページ 5

顧客との質疑応答 ページ 6

Issue 238
June 2019

使命:
専門知識で顧客に価値
を高め
尊敬される財税顧問に
なる

ビジョン:
財税サービス業をリー
ドし続け
100 年先まで生き延びる

価値観:
いつまでも顧客を中心
に据え
先輩が後輩を育て
専門的、正直、高能率

P1
您需要注意的财税新政…
ご注目を要する財税新政策...

使命：
以专业为客户增添价值，
做受人尊敬的财税顾问

愿景：
成为财税服务行业的持续
领跑者，做百年企业

价值观：
永远以客户为中心,专正
快

1.为支持集成电路设计和软件产业发展，

财政部、税务总局下发《关于集成电路设

计和软件产业企业所得税政策的公告》

（财政部 税务总局公告 2019 年第 68
号），文件规定：依法成立且符合条件的

集成电路设计企业和软件企业，在 2018
年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠

期，第一年至第二年免征企业所得税，第

三年至第五年按照 25%的法定税率减半征

收企业所得税，并享受至期满为止。

2.为贯彻落实《中华人民共和国车辆购置

税法》，财政部、国家税务总局下发《关

于车辆购置税有关具体政策的公告》（财

政部 税务总局公告 2019 年第 71 号），文

件规定：①地铁、轻轨等城市轨道交通车

辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等

轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、

叉车、电动摩托车，不属于应税车辆。②
纳税人购买自用应税车辆实际支付给销售

者的全部价款，依据纳税人购买应税车辆

时相关凭证载明的价格确定，不包括增值

税税款。

3.为做好降低社会保险费率综合方案的贯

彻落实工作，人力资源社会保障部、财政

部、税务总局、国家医保局下发关于贯彻

落实《降低社会保险费率综合方案》的通

知（人社部发〔2019〕35号），规定：

①各地企业职工基本养老保险单位缴费

比例高于 16%的，可降至 16%；低于

16%的，要研究提出过渡办法。

②自 2019 年 5 月 1 日起，实施失业保险

总费率 1%的省份，延长阶段性降低失业

保险费率的期限至 2020年 4月 30日。

1.集積回路設計とソフトウェア産業の発展を支援

するため、財政部・税務総局が『集積回路設計と

ソフトウェア産業企業の所得税政策に関する公

告』（財政部・税務総局公告 2019 年第 68 号）を

配布した。公告の規定により、法律に基づいて設

立され、且つ条件に該当する集積回路設計企業と

ソフトウェア企業について、2018 年 12 月 31日前

に黒字転換年度から優遇期間を計算し、一年目か

ら二年目は企業所得税が免除され、三年目から五

年目は 25％の法定税率に従って期間満了まで企業

所得税が半額免除される。

2.『中華人民共和国車両購入税法』を徹底的に実

行させるため、財政部・国家税務総局が『車両購

入税関連の具体的政策に関する公告』（財政部・

税務総局公告 2019 年第 71 号）を配布した。公告

の規定により、①地下鉄・ライトレールトランジ

ットなど都会の軌道交通車両、ローダー・グレー

ダー・油圧ショベル・ブルドーザーなどの車輪型

専用機械車両、及び起重機（クレーン）・フォー

クリフト・電動バイクは課税車両に当たらないこ

と。②納税者が自家用課税車両を購入した場合、

実際に販売者に支払った代金の全額は、納税者が

課税車両を購入した際の関連証憑に明記されてい

る価格によって確定され、増値税の税金を含まな

いこと。

3. 社会保険料率の引下げの総合方案を徹底的に実

行するため、人的資源社会保障部・財政部・税務

総局・国家医療保険局が『社会保険料率の引下げ

の総合方案』の徹底的な実行に関する通知（人的

資源社会保障部発〔2019〕35 号）を配布した。そ

の規定により、

①各地の企業職員の基本養老保険の職場納付比率

が 16％を上回っている場合、16％に引下げ、16％
以下の場合、移行方法を検討して提案すること。

②2019 年 5 月 1 日から、1％の失業保険総料率を

実施する省では、失業保険料率を段階的に引き下

げる期限を 2020 年 4 月 30 日までに延長するこ

と。

专注于财税服务 16 年
財税サービスに専念して 16年間



第 2 页 共 6 页

2019 年 5 月 31 日 14:00 至 16:00，百福

润财税青岛公司在市南办公室举行了 2019 年

第 5 期老板沙龙活动，沙龙主题为“最新财税

新政解读及应对方案”。

本期老板沙龙由百福润财税国内一部经

理、中级会计师兰泽华老师主讲，兰老师在百

福润财税有 7 年工作经验，有深厚的理论功

底和丰富的实践经验。

兰老师首先对企业经营过程中常见的股东

向公司借款的风险进行了提示。企业的个人投

资者或者家庭成员向被投资企业借款，如果年

度终了未能偿还，将被视为对股东的利润分配

缴纳 20%个税，任职受雇的人员向任职受雇的

企业借款，如果年度终了未能偿还，将被视为

工资薪金所得缴纳个税。

2019 年 5 月 1 日起实施的社保新政，是

企业普遍关心的问题。部分企业在用工过程中

存在不为员工缴纳社保的情况，即使企业与员

工之间私下协议，员工同意不缴纳社保，但由

于此约定违背了社保基本法规，是无效条款。

所以企业从规避风险的角度，应按规定为员工

及时足额缴纳社保。针对于足额缴纳社保给企

业带来的负担加重问题，企业可以通过更高效

的管理运营，更有效的考核机制等方式消化用

工成本的增加。

2019 年小型微利企业所得税优惠政策的

适用范围扩大、优惠力度加大。享受优惠政策

的条件可以总结为关键词“335”，即年度应

纳税所得额不超过 300 万，从业人数不超过

300 人，资产总额不超过 5000 万。从业人数

和资产总额是根据全年季度平均值计算得来，

所以企业在每个月度注意筹划相关财务数据。

兰老师结合实际的案例，用生动风趣的语

言深入浅出的分享了上述政策，希望企业在经

营中注意防控风险，同时用足优惠政策，合理

合法降低税负。

2019年 5月 31日午後 2時から 4 時、百福潤財税青島

支社は市南オフィスで 2019 年第 5 回社長サロンイベン

トを開催した。サロンのテーマは「最新の財税政策の

解読及び対策」である。

今回の社長サロンは百福潤財税国内一部のマネージ

ャーで、中級会計士の蘭沢華先生が担当する。蘭先生

は百福潤財税で 7 年間の勤務経験があり、しっかりと

した理論的基礎と豊富な実戦経験を誇っている。

蘭先生はまず企業の経営過程においてよく見られる

「株主が会社から借款する」リスクについて注意を促

した。企業の個人投資者またはその家族が被投資企業

から借款し、年度末に償還できなかった場合、株主へ

の利益分配とみなされ、20％の個人所得税を納付する

ことになる。雇用されている在職中の職員がその雇用

企業から借款し、年度末に償還できなかった場合、給

与賃金とみなされ、個人所得税を納付することにな

る。

2019 年 5 月 1 日から実施された社会保険の新政策

は、全ての企業が関心を寄せている焦点問題である。

雇用において職員のために社会保険料を支払わない一

部の企業もあるが、たとえ企業が職員の同意を得て社

会保険料を納付しないという合意書を非公式に結んで

も、社会保険の基本法規に違反するため、その合意書

が無効になる。従って、企業はリスク回避の立場か

ら、規定に従って職員のためにタイムリーに十分な額

の保険料を納付しなければならない。それによって企

業の負担が重くなる問題については、企業はより高効

率な管理運営や、より効果的な評価制度などの方法を

通して雇用コストの増加を解消できる。

2019 年に小型薄利企業の所得税優遇政策の適用範囲

が拡大し、優遇の程度が強まった。優遇政策を受ける

条件として「335」というキーワードにまとめることが

できる。即ち、年度課税所得額が 300 万以下で、従業

者数が 300 人以下で、資産総額が 5000 万を超えないこ

とである。従業者数と資産総額は全年の四半期ごとの

平均値によって計算されたものなので、企業は月ごと

の関連の財務データに注意し、計画したほうが良い。

蘭先生は実際の事例を踏まえて、ユーモアのある言

葉でわかりやすく上記の政策について解説し、企業が

経営においてリスクの防止と制御に注意すると同時

に、優遇政策を十分に利用し、法に従って合理的に税

負担を軽減させるよう期待している。

P2
百福润
青岛
老板
沙龙
百福潤
青島
社長サ
ロン
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五月中旬是青岛春末夏初、樱桃成熟的季

节，寄情山水，拥抱自然一直是我们工作之外

最美好的休闲方式，与我们的客户们一起分享

这份惬意和美好更是我们的心之向往。为此，

2019 年 5 月 18 日，百福润财税举办了外资客

户春游活动，得到了来自 10 个国家 20 家企业

70 余位朋友的热情参与。

为了增进朋友们之间的互动交流，全员分

为了红、橙、黄、绿、粉、紫 6 个队伍，每支

队伍在组长的带领下，团结友爱，互帮互助，

展现了奋发向上的团队形象。

上午大家到崂山脚下的樱桃园采摘樱桃，

园子里空气格外清新，饱满的红樱点缀于青山

绿树中煞是好看。大家边品尝甜美的樱桃，边

欢声笑语，其乐融融。

青島では、五月の中旬は春が終わり、夏に入り、さく

らんぼが熟成する季節である。山水に想いを寄せ、自然

を抱きしめるのは余暇を楽しむのに最も良い方法であ

り、我々の顧客とこの心地よさと美しさを共有すること

は従来からの願いであった。そのため、2019 年 5 月 18
日、百福潤財税は外資顧客向けの春のピクニックを催

し、10 ヶ国の 20 社の企業から 70 名あまりの顧客に参加

していただいた。

みなさんの相互交流を深めるため、全員を赤、オレン

ジ、黄色、緑、ピンク、紫の六つのグループに分けた。

どのグループもリーダーの引率のもとで、仲良く団結

し、互いに助け合い、向上心に燃えるチームワークを披

露した。

午前は皆で労山の麓にあるさくらんぼ畑に行ってさく

らんぼ狩りをした。そこの空気が格別に清々しく、大き

な赤いさくらんぼが青山と緑の木々に彩りを添え、極め

て美しかった。皆さんが甘くて美味しいさくらんぼを味

わいながら、楽しく談笑し、和やかに楽しみ、打ち解け

合っていた。

P3
外资客
户春游
活动
外資顧
客向け
の春の
ピクニ
ック
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百福润
上海
老板
沙龙
Brighture
Salon in
Shanghai

お昼に農家の庭では、料理の良い匂いが漂っていた。

労山ならではの野菜や、伝統的な手作りのマントウが国

内外のお客さんに喜ばれた。皆さんはグラスを持ち上

げ、楽しく集うひと時を祝った。

午後は登山競技が始まった。一番最初に潮音滝に到着

するグループが優勝することになる。競技においてグル

ープのメンバーがしっかりと団結し、互いに励まし、助

け合い、とても仲が良かった。最後に、黄色のグループ

がいち早くゴール地点に到着し、優勝した。

楽しい時が経つのはいつも早いもので、あっという間

にイベントが幕を閉じた。皆さんは次のイベントで再会

できるのを楽しみにしながら、名残惜しく別れを告げ合

った。

中午农家院里，饭菜飘香。崂山别具特色

的野菜，传统手艺制作的馒头，深受国内外朋

友的喜爱，大家纷纷举杯，庆祝欢聚的时刻。

下午开启了登山比赛模式，以小组为单

位，最先爬到潮音瀑的队伍，即为冠军团队。

在比赛过程中小组成员紧密的团结在一起，相

互鼓励扶持，十分有爱。最终黄队率先达到终

点，成为了冠军团队。

美好的时光总是过得很快，眨眼间活动就

落下了帷幕，朋友们依依不舍的互道再见，期

待下一次的活动，我们再相会...

P4
外资客
户春游
活动
外資顧
客向け
の春の
ピクニ
ック
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SENER 集团成立于 1956 年，是一家工

程技术私营企业，致力于为客户提供最先进

的技术解决方案。SENER 秉承创新不止、质

量第一和自主研发的宗旨，在业内广受好

评。

SENER 参与的项目成绩优异，集团拥有

丰富的国际市场经验和优秀的员工团队。集

团的员工团队由数千名专业人士组成，他们

硕果累累，未来他们还将再接再厉。如今

SENER拥有近 2500 名专业员工，分布在阿尔

及利亚、阿根廷、巴西、韩国、加拿大、哥

伦比亚、智利、中国、阿拉伯联合酋长国、

西班牙、美国、摩洛哥、墨西哥、波兰、葡

萄牙、英国和南非业务中心。

SENER 涵盖航空航天、工程以及建筑业

务，并且拥有能源及环境类企业的投资股

份。

五十年以来，SENER 一直是航空航天领

域一流的国际供应商，从未停止前进。在工

程和建筑领域，SENER 已成为国内外行业标

杆，在基础设施和运输、可再生能源、电

力、石油天然气和海事工程领域均表现突

出。

2013 年 1 月 SENER集团在上海投资设立

赛尼尔（上海）系统有限公司，以开拓中国

市场。百福润财税咨询利用国际化专业视野

及本土服务于外资企业方面的优势，为企业

提供财税外包、人事外包、审计等服务，解

答企业的财税相关问题，帮助企业防控财税

风险，做企业的成长伙伴。

SENER グループは1956年に設立され、エンジニアリ

ングに携わる民営企業で、顧客に最も進んだ技術解決案

を提供することに取り組んでいる。SENERは絶えざる

革新、品質最優先、自主的研究開発の趣旨を受け継ぎ、

業界内で広く好評を得ている。

SENER が参与したプロジェクトは素晴らしい成績を

収め、グループは国際市場における豊富な経験と、数千

名のプロの職員によって結成された優秀なチームを誇っ

ており、今まで大きな成果を取得しているが、これから

もさらに努力を重ねていく。現在、SENERには2500名
に近いプロの職員を有し、それぞれアルジェリア、アル

ゼンチン、ブラジル、韓国、カナダ、コロンビア、チ

リ、中国、アラブ首長国連邦、スペイン、アメリカ、モ

ロッコ、メキシコ、ポーランド、ポルトガル、イギリス

と南アフリカの業務センターに配属されている。

SENERは航空・宇宙飛行、エンジニアリング及び建

築業務をカバーしており、しかもエネルギー及び環境関

連企業の投資株式を保有している。

五十年来、SENERは絶えず前進し続け、航空・宇宙

飛行分野において一流の国際サプライヤーである。エン

ジニアリングと建築分野では、SENERは既に国内外の

業界の模範となっており、インフラと運輸、再生可能エ

ネルギー、電力、石油・天然ガスと海洋エンジニアリン

グ分野においても素晴らしい成果を上げている。

中国市場を打開するため、SENERグループは2013年1
月に上海で投資してセネール（上海）システム有限公司

を設立した。百福潤財税コンサルティングはグローバル

な専門的視野及び地元の外資企業にサービスを提供する

立地条件の優位性により、企業に財税アウトソーシン

グ・人事アウトソーシング・監査などのサービスを提供

し、企業の財税関連問題を解答し、財税リスクを予防・

抑制するように企業を助け、企業成長のパートナーを務

めている。

百福潤財税青島 2019年第６回社長サロン

テーマ：貿易企業の財務リスク管理

時間：2019年 6月 28日 金曜日

午後 2時から 4時

百福润财税青岛 2019年第 6期老板沙

龙

主题：外贸企业财务风险管理

时间：2019年 6月 28日星期五

14:00至 16:00

Key
Dates

P5
与百福润
的合作
百福潤と
の提携
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Q: 『小型薄利企業への一般特恵税金減免政

策の実施に関する財政部・税務総局の通知』

（財税〔2019〕13 号）という公文書が配布さ

れた後、『企業所得税損金算入証憑の管理方

法』（国家税務総局公告 2018 年第 28 号）に

規定されている「小口零細業務」の判定基準

が調整されるか？

A: 『中華人民共和国増値税暫定条例』及びそ

の実施細則、『小型薄利企業への一般特恵税

金減免政策の実施に関する財政部・税務総局

の通知』（財税〔2019〕13 号）の規定によ

り、小口零細経営業務について、下記の基準

によって判定できる。月ごとに納税する場

合、月間売上高が 10 万元以下で、一回ごと

に納税する場合、毎回（日）の売上高が 300-

500元以下である。

Q: 納税者が従業員でない人（例えば顧客、

招待された講座の専門家など業務連携のある

人）に支払った旅客運輸の費用は、仕入れ税

額を控除できるか？

A: 財政部・税務総局・税関総署公告 2019 年

第 39号の規定により、増値税一般納税者が購

入した国内旅客運輸サービスについて、その

仕入れ税額を売上税額から控除できる。これ

は、企業と合法的な雇用関係を結んだ従業員

の発生した国内旅客運輸費用がその仕入れ税

額を控除できることを指す。納税者が従業員

でない人に支払った旅客運輸の費用について

は、控除の範囲に該当しない。

Q：《财政部税务总局关于实施小微

企业普惠性税收减免政策的通知》

（财税〔2019〕13 号）文件下发

后，《企业所得税税前扣除凭证管

理办法》（国家税务总局公告 2018

年第 28 号）中规定的“小额零星业

务”判标准是否会有调整？？

A:根据《中华人民共和国增值税暂

行条例》及实施细则、《财政部税

务总局关于实施小微企业普惠性税

收 减 免 政 策 的 通 知 》 （ 财 税

〔2019〕13 号）规定，小额零星经

营业务可按以下标准判断：按月纳

税的，月销售额不超过 10 万元；按

次纳税的，每次（日）销售额不超

过 300-500 元。

Q：请问纳税人为非雇员（如客户、

邀请讲课专家等存在业务合作关系

的人员）支付的旅客运输费用，能

否抵扣进项税额？

A:财政部、税务总局、海关总署公

告 2019 年第 39 号规定，增值税一

般纳税人购进国内旅客运输服务，

其进项税额允许从销项税额中抵

扣。这里指的是与本单位建立了合

法用工关系的雇员，所发生的国内

旅客运输费用允许抵扣其进项税

额。纳税人如果为非雇员支付的旅

客运输费用，不能纳入抵扣范围。
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百福润同仁司龄：
 史晓萌（退税部，中级会计师）

- 入司 4周年

百福潤での勤続年数：
 史暁萌（税還付部、中級会計

士） - 4年

Qingdao Contact Details:
Room 602,Fulin Building,No.87 Fuzhou
Road, Shinan District, Qingdao
Tel: +86-532 8597 9808
Email: cpaqd@brighture.com


