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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

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.为推进增值税实质性减税，财政部、税

务总局、海关总署下发《关于深化增值税

改革有关政策的公告》（财政部 税务总局

海关总署公告 2019 年第 39 号），规定：

①增值税一般纳税人（以下称纳税人）发

生增值税应税销售行为或者进口货物，原

适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用

10%税率的，税率调整为 9%。

②原适用 16%税率且出口退税率为 16%的出

口货物劳务，出口退税率调整为 13%；原

适用 10%税率且出口退税率为 10%的出口货

物、跨境应税行为，出口退税率调整为

9%。

③纳税人取得不动产或者不动产在建工程

的进项税额不再分 2 年抵扣。此前按照财

税〔2016〕36 号规定尚未抵扣完毕的待抵

扣进项税额，可自 2019 年 4 月税款所属期

起从销项税额中抵扣。

④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。

⑤自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31

日，允许生产、生活性服务业纳税人按照

当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳

税额。

⑥自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末

留抵税额退税制度。

1. 増値税の実質的削減を推進するため、財政部・

税務総局・税関総署が『増値税改革の深化の関連政

策に関する公告』（財政部・税務総局・税関総署公

告 2019年第 39号）を配布し、次のように規定して

いる。

①増値税一般納税者（以下納税者という）が増値税

課税販売行為を行い、或いは貨物を輸入した場合、

以前適用していた 16％の税率が 13％に調整され、

以前適用していた 10％の税率が 9％に調整され

る。

②以前 16％の税率を適用し、且つ輸出税還付率が

16％の輸出貨物・労務について、輸出税還付率が

13％に調整される。以前 10％の税率を適用し、且

つ輸出税還付率が 10％の輸出貨物・クロスボーダ

ーの課税行為について、輸出税還付率が 9％に調整

される。

③納税者が取得した不動産または不動産の建設中

工事の仕入れ税額は 2 年に分けて控除しないよう

になる。以前財税〔2016〕36 号の規定によってま

だ控除されていない未控除仕入れ税額について、

2019 年 4 月の税金の所属期間から売上税額から控

除できる。

④納税者が国内旅客運輸サービスを購入した場

合、その仕入れ税額を売上税額から控除されるこ

とが認められる。

⑤2019年 4 月 1 日から 2021年 12 月 31 日まで、生

産・生活関連サービス業の納税者が当期控除可能

な仕入れ税額によって 10％追加し、納税額を控除

することが認められる。

⑥2019 年 4 月 1 日から、増値税期末繰越税額の還

付制度が試行される。

专注于财税服务 16 年
財税サービスに専念して 16年間
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2019 年 3 月 29 日午後 2 時から 4 時まで、百福潤財税

は市南オフィスで青島支社 2019 年第 3 回社長サロンを

開催した。サロンのテーマは「企業所得税の確定申告に

関する深層対策」である。

今回の社長サロンは百福潤財税の運営サポート部のマ

ネージャー、中級会計士の程暁娜先生が担当する。程先

生は百福潤財税で 6 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。

程先生は 2018 年度における所得税の確定申告の六つ

の大きな変化を次のように整理してみた。①定額控除事

項が調整されたこと。②損金算入の証憑が明確になった

こと。③税収優遇の限度額及び範囲が拡大したこと。④

優遇事項が届出制になったこと。⑤資産損失の資料が変

化したこと。⑥欠損填補の期限が延びたこと。そして、

上記の六つの変化についていちいち解読した。

固定資産を一括して企業所得税の損金算入する政策の

適用範囲が比較的に幅広く、重要なタックスプランニン

グ方法の一つであるため、程先生はこの部分について詳

しく説明した。

企業が 2018年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの

間に新たに購入した設備・器具について、単位価値が

500 万元未満の場合、一括して当期原価に計上され、課

税所得額を計算する際に控除されることが認められ、年

度別に減価償却を計算しないようになる。

貨幣の形で購入した固定資産は購入した中古の固定資

産を含む。「新たに購入した」の「新たに」という言葉

は、以前すでに購入した固定資産と区別するためのもの

であり、斬新な固定資産を購入しなくてはならないとい

う意味ではない。

単位価値とは単価が 500万元未満で、当該資産が記帳

された時に仕入れ税額が控除された場合、税抜き価格で

あり、記帳された時に仕入れ税額が控除されていない場

合、税込価格になる。

今回のサロンを通して、顧客の皆さんは確定申告の政

策の変化、合法的でコンプライアンスのタックスプラン

ニング案を知ることができた。企業が運営においてこれ

を生かすよう期待している。

2019 年 3 月 29 日 14:00 至 16:00，百福

润财税在市南办公室举行了青岛公司 2019 年

第 3 期老板沙龙活动，沙龙主题为“企业所得

税汇算清缴深度攻略”。

本期老板沙龙由百福润财税运营支持部经

理、中级会计师程晓娜老师主讲，程老师在百

福润财税有 6 年工作经验，有深厚的理论功

底和丰富的实践经验。

程老师梳理了 2018 年度所得税汇算清缴

的六大变化，分别是①限额扣除事项调整，②

税前扣除凭证明确，③税收优惠额度及范围扩

大，④优惠事项改为备案制，⑤资产损失资料

变化，⑥亏损弥补期限延长，并对上述 6 项变

化逐一解读。

固定资产一次性在企业所得税前扣除政策

应用范围较广，是一种重要的税收筹划方式，

程老师单独对这一部分进行了细致的分享。

企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月

31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不

超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费

用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计

算折旧。

以货币形式购进的固定资产包括购进的使

用过的固定资产；“新购进”中的“新”字，

只是区别于原已购进的固定资产,不是规定非

要购进全新的固定资产。

单位价值是单价不超过 500 万元，如果该

资产入账时抵扣了进项税额，则为不含税价；

若入账时没有抵扣进项税额，则为含税价。

本次沙龙让客户朋友们了解了汇算清缴的

政策变化、合法合规税务筹划的方案，希望企

业在运营中加以运用。

百福润
青岛
老板
沙龙
百福潤
青島
社長サ
ロン



上海俟德教育科技有限公司于 2017 年

在上海成立，同时成立知识服务品牌“思

得”。截至目前，平台用户超过 100 万，

“金融知识服务平台”初步验证完成。

平台核心为“微信生态数据研究矩

阵”，用户覆盖国内外顶尖一级市场金融机

构、咨询公司、数据公司、互联网、房地

产、猎头等领域，矩阵平台包括：数据研究

板块、文档功能板块、用户互动版块等。

（1）数据研板块包括“报告查一查”、

“方案查一查”、“BP 查一查”，其中

“报告查一查”已经是微信生态数据查询领

域第一名。（2）文档功能板块包括“文档

管理助手”、“群文档管理助手”、“文档

编辑助手”，帮助用户在微信内进行文档的

编辑、提炼、整理。（3）用户互动版块包

括“群智库”、“群互动”，帮助用户在微

信内更高效的互动，提高社交效率。

思得旨在成为全链条的在线金融知识服

务商，融合优质的金融教育资源和互联网思

维，打造优秀“三级火箭”产品体系，为国

内上千万的金融从业者提供多场景、频率的

互联服务。

自上海俟德公司成立起，百福润财税咨

询一直秉承着专业正直高效的价值观，为企

业提供公司注册、财税外包及顾问等服务，

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。

上海俟徳教育科技有限公司が 2017 年に上海で設立される

と同時に、「思得」という知識サービスのブランドが発足

した。今まで、プラットフォームのユーザーが 100 万人を

超え、「金融知識サービスプラットフォーム」の検証が概

ね完成している。

プラットフォームの中核は「ウィーチャットエコデータ

研究マトリックス」であり、ユーザーが国内外のトップク

ラスの市場金融機関、コンサルティング会社、データ会

社、インターネット、不動産、ヘッドハンティングなどの

分野をカバーしている。マトリックスのプラットフォーム

はデータ研究コーナー、ファイル機能コーナー、ユーザー

交流コーナーなどを含む。（1）データ研究のコーナーは

「報告レファレンス」、「企画レファレンス」、「BP レフ

ァレンス」を含むが、そのうち、「報告レファレンス」は

すでにウィーチャットのエコデータレファレンス分野で一

位を占めている。（2）ファイル機能コーナーは「ファイル

管理アシスタント」、「グループファイル管理アシスタン

ト」、「ファイル編集アシスタント」を含み、ウィーチャ

ットにおいてファイルの編集・改善・整理をするようにユ

ーザーをサポートする。（3）ユーザー交流コーナーは「グ

ループシンクタンク」、「グループ交流」を含み、ウィー

チャットにおいてより効率よく交流し、社交効率を上げる

ようにユーザーをサポートする。

思得はフルチェーンのオンライン金融知識サービス業者

になり、良質な金融教育資源とインターネット思考を融合

させ、「三段階ロケット」という優れた製品システムを作

り上げ、国内の数千万の金融従業員に複数の場面・頻度の

相互連結サービスを提供することを旨とする。

上海俟徳公司が設立されてから、百福潤財税コンサルテ

ィングは専門的・正直・高能率の価値観を受け継ぎ、企業

に会社登録、財税アウトソーシング及びコンサルタントな

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。

与百福润
的合作
百福潤と
の提携

线上沙龙：百福润财税青岛 2019 年第 4

期老板沙龙

主题：最新财税新政解读

时间：2019 年 4 月 26 日星期五

19:00 至 20:00

オンラインサロン：百福潤財税青島 2019年第 4回

社長サロン

テーマ：財税の最新政策の解読

時間：2019年 4月 26日 金曜日

午後 7時から 8時

Key
Dates
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Q：旅客運輸サービスで仕入れ税額を控除す

る場合、控除証憑についてどんな条件がある

か？税額をどのように計算するか？

A:控除証憑の条件：増値税電子普通領収書、

旅客の身分を明記した航空運輸 Eチケット、

汽車の乗車券、バスと船の搭乗券のいずれも

可。注意すべきなのは、これらの証憑が旅客

の身分を明記したものでなければ、控除証憑

にならないことである。

控除税額の計算：増値税電子普通領収書の

場合、仕入れ税額は領収書に明記されている

税額である。航空運輸 Eチケットの場合、運

賃と燃油サーチャージを税込価格とし、9％で

計算して控除する。汽車の乗車券の場合、額

面金額を税込価格とし、9％で計算して控除す

る。バスと船の搭乗券の場合、額面金額を税

込価格とし、3％で計算して控除する。

Q:域外の人員（香港・マカオ・台湾の居住者

を含む）が域内に居住する日数をどのように

計算するか？

A:『財政部・税務総局公告 2019年第 34号』

の規定により、中国域内に滞在する当日が満

24時間の場合、域内居住日数として計上され

るが、24時間未満の場合、域内居住日数とし

て計上されない。

Q：旅客运输服务抵扣进项税，对

抵扣凭证有什么要求？税额如何计

算？

A：抵扣凭证的要求：可以是增值

税电子普通发票、注明旅客身份的

航空运输电子客票行程单、铁路车

票、公路和水路客票。这些凭证注

意必须是注明旅客身份的票据，如

果没有注明身份，不能作为抵扣凭

证。

抵扣税额的计算：增值税电子普

通发票，进项税为发票上注明的税

额；航空运输电子客票行程单，以

票价和燃油附加费作为含税价，按

9%计算抵扣；铁路车票，以票面额

作为含税价 9%计算抵扣；公路和水

路客票的，票面额作为含税价按 3%

计算抵扣。

Q：境外人士（包括港澳台居民）在

境内居住的天数如何计算？

A：按照《财政部、税务总局公告

2019 年第 34 号》规定，在中国境

内停留的当天满 24 小时的，计入境

内居住天数；不足 24 小时的，不计

入境内居住天数。

百福润同仁司龄：
 赵琨（咨询部）

- 入司 13 周年

 程晓娜（运营支持部）

-入司 6周年

 张慧（客户发展部）

- 入司 1周年

百福潤での勤続年数：
 趙琨（コンサルティング部）

- 13 年

 程暁娜（運営サポート部）

- 6年

 張慧（顧客開発部）

-1 年


