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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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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，
老带新、传帮带、专正快

1.为维护正常的税收征收管理秩序，惩

戒严重涉税违法失信行为，推进社会信

用体系建设, 国家税务总局制定了《重

大税收违法失信案件信息公布办法》(国

家税务总局公告 2018年第 54号)，自

2019年 1月 1日起施行。 税务机关依

照本办法的规定，向社会公布重大税收

违法失信案件信息，并将信息通报相关

部门，共同实施严格监管和联合惩戒。

2.为明确企业所得税税前扣除事项，国

家税务总局下发《关于责任保险费企业

所得税税前扣除有关问题的公告》（国

家税务总局公告 2018年第 52号）规

定：企业参加雇主责任险、公众责任险

等责任保险，按照规定缴纳的保险费，

准予在企业所得税税前扣除。本公告适

用于 2018年度及以后年度企业所得税汇

算清缴。

3.为进一步推动债券市场对外开放，财

政部 税务总局下发《关于境外机构投资

境内债券市场企业所得税 增值税政策的

通知》（财税〔2018〕108号），　自

2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6

日止，对境外机构投资境内债券市场取

得的债券利息收入暂免征收企业所得税

和增值税。上述暂免征收企业所得税的

范围不包括境外机构在境内设立的机

构、场所取得的与该机构、场所有实际

联系的债券利息。

1. 正常な税金徴収管理秩序を維持し、厳重な課

税違法・信用失墜行為を懲戒し、社会信用シス

テムの樹立を推進するため、国家税務総局は

『重大な税収違法・信用失墜案件の情報公表方

法』（国家税務総局公告 2018 年第 54 号）を制

定し、2019 年 1 月 1 日から施行する。税務機関

は本方法の規定に従って、重大な税収違法・信

用失墜案件の情報を大衆に公表した上、関連部

門に通達し、厳格な監督管理と懲戒を共同で実

施する。

2. 企業所得税の損金算入事項を明確にするため、

国家税務総局の配布した『賠償責任保険料の企業所

得税損金算入関連問題についての公告』（国家税務

総局公告 2018 年第 52 号）の規定により、企業が使

用者賠償責任保険、一般損害賠償責任保険などに加

入した場合、規定に従って納付した保険料につい

て、企業所得税の損金算入が認められる。本公告は

2018 年度及び以降年度の企業所得税の確定申告に適

用される。

 
3. 債券市場の対外開放をさらに推進するため、財政

部・税務総局は『域内債券市場への域外機関の投資

による企業所得税・増値税政策に関する通知』（財

税〔2018〕108 号）を配布し、2018 年 11 月 7 日か

ら 2021 年 11 月 6 日まで、域外機関が域内債券市場

に投資して取得した債権利息の収入について、当分

企業所得税と増値税を免除する。上記の当分免除さ

れる企業所得税は、域外機関が域内で設立した機

関・場所で取得し、当該機関・場所と実際に関連の

ある債権利息を含まないものとする。



  

2018 年 11 月 16日 19:00 至 20:00，百

福润通过喜马拉雅直播的方式举办了 2018 年第

十一期老板沙龙活动，沙龙主题为 “ 新个税法

改革与应对”。

本期老板沙龙由百福润国内二部部门经理杜

修云老师主讲，杜老师是中级会计师，在百福润

有 9 年工作经验，有深厚的理论功底和丰富的

实践经验。

杜老师首先解析了新个人所得税法的重要变

化，然后详细的解读了《个人所得税专项附加扣

除暂行办法（征求意见稿）》的要点（相关内容

请以最终颁布文件为准）。

专项附加扣除是指:个人所得税法规定的子

女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、

住房租金和赡养老人等六项。需要注意三个关键

点：①专项附加扣除仅在综合所得中扣除,②不

得结转以后年度扣除,③外籍个人如果符合条件

可以选择继续享受现行免税优惠政策，也可选择

按本办法扣除

专项附加扣除可以选择预扣预缴环节，由扣

缴单位预扣工资薪金所得税款时进行扣除，也可

以选择汇算清缴环节，自主办理综合所得汇算清

缴申报时扣除。

在办理专项附加扣除时，纳税人需填写专项

附加扣除信息表，提交单位办理扣除；纳税人对

本人填写并确认过的专项附加信息负责；纳税人

留存专项附加扣除相关证明资料备查；税务机关

会尽量简化办税手续，减少采集相关信息和资料

报送。

对于企业来说，在专项附加费用扣除的管理

上，在初次信息搜集和员工信息变化时，如何搜

集、保存、管理和审核相关信息，统一公司管理

标准，降低风险是需要考虑的问题。企业可以设

置专项扣除的明细表，供纳税人和扣缴义务人填

写和确认，该明细表需设置专项扣除项目是否享

受和具体数额。

针对新的征管制度和信息申报规则等，百福

润财税可以为企业或员工提供辅导或咨询，办理

纳税人年度汇算清缴数据测算及申报，为非居民

个人测算税负与设计薪酬方案。

百福润
老板
沙龙
百福潤
社長サ
ロン

2018 年 11 月 16 日 午後 7 時から 8 時まで、百福潤

はヒマラヤライブ配信を通して、「新個人所得税法

の改革及び対応」というテーマの 2018 年第十一回社

長サロンイベントを開催した。

今回の社長サロンは百福潤国内二部の部門マネー

ジャーである杜修雲先生が担当した。杜先生は中級

会計士で、百福潤では 9 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。

杜先生はまず新個人所得税法の重要な変化につい

て分析し、それから『個人所得税特別項目付加控除

暫定方法（公開草案）』の要点（関連内容について

最終的に公布される公文書を基準とする）について

詳しく解説した。

特別項目付加控除とは、個人所得税法に規定され

ている子女教育、継続教育、大病医療、住宅ローン

の利息、家賃と老人の扶養といった六項目を指す。

注意すべきキーポイントは三つある。①特別項目付

加控除は総合所得の中でのみ控除されること。②以

降年度に繰り越して控除できないこと。③外国籍の

個人が条件に該当する場合、引き続き現在の免税優

遇政策を享受するか、本方法に従って控除される

か、そのいずれかを選択できること。

特別項目付加控除について、源泉徴収の勤め先が

給与所得税の源泉徴収の際に控除するという源泉徴

収・予定納税の段階も選択できれば、自主的に総合

所得の確定申告をする際に控除するという確定申告

の段階も選択できる。

特別項目付加控除の手続きをする際、納税者は特

別項目付加控除情報表に記入し、勤め先に提出する

こと。納税者は自分が記入・確認した情報について

責任をおうこと。納税者は調査に備えて関連の証明

資料を保存しておくこと。税務機関はなるべく納税

手続きを簡略化し、関連情報の採集と資料の届出を

減少すること。

企業にとって、特別項目付加費用控除の管理にお

いて、初回の情報収集と職員情報の変更の際、いか

に関連情報を収集・保存・管理・審査し、会社の管

理基準を統一させ、リスクを低減するかが考慮すべ

き問題である。企業は納税者と源泉徴収義務者が記

入・確認できるように、特別項目控除の明細表を設

置できる。当該明細表には特別項目控除政策を享受

するか否かの欄及び具体的な金額を記入する欄を設

置すべきである。

新しい徴収管理制度と情報申告規則などに応じ

て、百福潤は企業または職員に指導または諮問サー

ビスを提供し、納税者年度確定申告のデータ推計及

び申告をし、非居住者個人のために税負担と給与方

案を設計できる。



  

财务管
理课程
財務管理
コース

2018 年 11 月 24 日午前、百福潤は市南オフィスで財務

管理の研修コースを開講した。百福潤で６年間勤務してき

た中級会計士の姜淑輝先生及び税還付部のマネージャー・

中級会計士の史暁萌先生が講座を担当した。

姜先生は主にスタートアップ企業の社長、出納係を対象

に、財務管理の基礎知識、企業経営に関連する税目・税率

及び関連の優遇政策、出納係の職責及びリスク制御措置、

人事管理及びリスク制御について語った。

現在税収管理がますます厳しく、オープンになる傾向が

ある。税務機関と銀行などの金融機関及び税関などの部門

との間でデータのネットワーク化・情報共有がどんどん進

み、税務局の税収リスク管理とビッグデータ分析の威力が

さらに目立ってきた。

ますます厳しく、オープンになる税収管理の傾向に直面

し、企業の対策として、絶えず業務の規範化を図り、完全

で効果的な内部管理制度を樹立し、財務管理の水準を向上

させ、合法的に納税すると同時に科学的に税務を計画する

ことが挙げられる。

史先生は主に輸出税還付の最新政策及び管理の趨勢、税

還付の条件、手順、時間及び税還付を加速し、還付された

税金が無事に口座に振込まれるのを確保するための措置に

ついて述べた。

史先生は企業の輸出税還付においてよく見られる 3 種の

リスクを重点的に取り上げ、リスク予防について提案し

た。①書類の届出。企業は輸出税還付（免除）を申告して

から 15 日以内に、税還付（免除）を申告した輸出貨物の

順番によって、その書類を『輸出貨物届出書類リスト』に

記入し、主管税務機関の調査に備え、届出書類の保管場所

を明記すること。②タイムリーな申告。輸出企業が輸出税

還付を申告する締切は、貨物が通関申告された日の翌月か

ら翌年の 4 月 30 日までの各増値税納税申告期間内であ

る。③タイムリーな外貨受取。輸出企業が税還付（免除）

を申告した輸出貨物は、税還付（免除）の申告期間の締切

日までに外貨を受け取ること（クロスボーダー貿易で人民

元によって決済した場合人民元受取になる）。

2018 年 11月 24 日上午，百福润在市

南办公室举行了财务管理课程的培训。由在

百福润有 6 年工作经验的中级会计师姜淑辉

老师以及退税部经理、中级会计师史晓萌老

师主讲。

姜老师主要与初创企业的老板、出纳分

享了财务管理的基础知识、企业经营涉及的

税种税率及相关的优惠政策、出纳的工作职

责及风险控制措施、人事管理及风险控制。

现在税收征管趋势越来越严格、透明，

税务机关与银行等金融机构以及海关等部门

进行数据联网和信息共享的程度越来越深

化，税务局税收风险管理和大数据分析的威

力进一步显现。

面对越来越严格、透明的税收征管趋

势，企业应对方法就是不断提高业务规范化

程度，建立完善有效的内控制度，提升财务

管理水平，在合法纳税的同时进行科学的税

务筹划。

史老师主要分享了出口退税最新政策及

管理趋势，退税的条件、流程、时间及加快

退税进度、确保退税顺利安全到账的措施。

史老师重点提示了企业出口退税过程

中常见的 3 种风险，并给出了风险防范的

建议：①单证备案：企业应在申报出口退

（免）税后 15 日内，将所申报退（免）

税货物的单证，按申报退（免）税的出口

货物顺序，填写《出口货物备案单证目

录》，注明备案单证存放地点，以备主管

税务机关核查。②及时申报：出口企业申

报出口退税的截止期限为：自货物报关出

口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各个

增值税纳税申报期内申报退税。③及时收

汇：出口企业申报退（免）税的出口货

物，须在退（免）税申报期截止之日内收

汇（跨境贸易人民币结算的为收取人民

币）。



  

 
 
 

上海谷雷特海事咨询顾问事务所（以下

简称谷雷特），于 2018年在上海成立，旨

在为全球客户提供专业的海事咨询和检验服

务。公司的主营业务有：海事调查与检验、

船舶加油及相关调查、海运保证检验及重载

货物检验、船壳机械检验、索赔和争议处

理、海上事故救援及解决方案、海事咨询

等。

谷雷特的咨询顾问和检验师具有丰富的

学术和实践经验，分布于中国主要的海港城

市。凭借对当地的了解，语言和沟通技巧，

谷雷特能够协助客户管理重大事故，与当局

沟通并准备专家证人报告以供仲裁和法庭听

证。谷雷特的咨询顾问和检验师有能力以他

们的专业技术知识来尽量减少对客户业务上

的损失/干扰。

谷雷特团队秉承“勤奋，诚信，创新，

多元化和安全”的价值观，在调查和船舶管

理、控制方面拥有丰富的经验，很乐意在不

同类型的事故中为客户提供支持和指导，可

通过电话或电子邮件全天候 24小时联系。

百福润财税咨询秉持着永远以客户为中

心的核心价值观，为企业提供公司注册、财

税外包与咨询服务，解答企业的财税相关问

题，帮助企业防控财税风险、合理纳税筹

划，做企业的成长伙伴。

 上海谷雷特海事コンサルティング事務所（以下谷雷特

という）は 2018 年に上海で発足し、世界の顧客にプロの

海事諮問と検査サービスを提供することを旨とする。会

社の主力業務として、海事調査と検査、船舶の給油及び

関連調査、海上輸送保証の検査及び重負荷貨物の検査、

船体の機械検査、賠償請求と紛争の処理、海上事故の救

援及び解決案、海事諮問などが挙げられる。

谷雷特のコンサルタントと検査士は豊富な学術及び実

践経験を誇っており、中国の主要な港町に分布してい

る。現地への理解、言語と意思疎通のテクニックによっ

て、谷雷特は顧客に協力して重大な事故を管理し、当局

と交流し、仲裁と裁判所の事情聴取に備えて、専門家や

証人報告を準備できる。谷雷特のコンサルタントと検査

士はそのプロの技術知識をもって顧客の業務上の損失ま

たは干渉を最小限に軽減できる。

谷雷特のチームは「勤勉・信義誠実・革新・多様化と

安全性」の価値観を堅持し、調査と船舶管理・制御にお

いて豊富な経験を誇っており、異なった種類の事故で顧

客に支援・指導サービスを提供できる。24 時間体制で電

話または E メールによるご連絡をお待ちしている。

百福潤財税コンサルティングはいつまでも顧客を中心

に据えるという核心の価値観を堅持し、企業に会社登

録、財税アウトソーシングと諮問サービスを提供し、企

業の財税関連問題を解答し、財税リスクを予防・抑制

し、合理的に納税計画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

百福润 2018 年工作总结暨 2019“同行

十六载，共筑百年梦”迎新年会

时间：2018年 12月 22日星期六

17:00至 21:00

地点：颐中皇冠假日酒店三楼宴会厅

百福潤 2018 年業務総括及び 2019「十六年間と

もに歩み、百年の夢をともに築く」忘年会

時間：2018 年 12 月 22 日　土曜日　

　　　午後 5 時から 9 時

場所：クラウンプラザホテル三階宴会場

Key
Dates
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Q:会社側は職員の健康診断を手配し、診察料

をまとめて病院に支払い、その支出は個人名

義の下に支給せず、会社が一括して計算して

いるが、この種の福祉について、職員が個人

所得税を納付するか。

A：勤め先から個人へ支給された福祉につい

て、現金であれ、実物であれ、法によって個

人所得税を納付しなければならない。ただ

し、集団で享受し、分割できず、個人に対し

て数値化していない非現金形式の福祉につい

て、原則として個人所得税を徴収しない。

Q：時には企業に増値税課税項目に属しない

支出が発生するが、例えば消費者個人への小

口電子マネーまたはクーポン券のような支出

は相手から発行された預り証またはその他の

証憑を取得しにくいので、どうすればよい

か。

A:『企業所得税損金算入証憑管理方法』では

増値税課税項目に属しない損金算入証憑の管

理についてある程度柔軟性がある。その規定

により、相手が個人である場合、内部証憑を

損金算入の証憑とし、企業が個人の発行した

預り証またはその他の証憑を取得するように

強要していない。ただし、内部証憑の作成と

使用企業は国の会計法律・法規などの関連規

定に一致しなければならない。

百福润最新动态
百福润同仁司龄：

 任晓红（客户关怀部）- 12周年

 杜修云（国内二部，中级会计

师）                - 9周年

 张瑜峰（日本部，中级会计

师）                -7周年

 甘彩霞（国内二部，中级会计

师）                - 5周年

 殷淑芳（国内一部）  - 2周年

 王诗晴（审计部）    - 2周年

 庄瑶（审计部）      - 2周年

 刘方圆（崂山部）    - 1周年

百福潤の最新動

向▼
百福潤での勤続年数：
 任暁紅（顧客サービス部）

　　　　- 12年

 杜修雲（国内二部、中級会計

士） - 9年

 張瑜峰（日本部、中級会計

士）　- 7年

 甘彩霞（国内二部、中級会計

士）　- 5年

 殷淑芳（国内一部）－2年

 王詩晴（監査部）　－2年

 荘瑤（監査部）　　－2年

 劉方圓（労山部）　－1年

Q：单位组织员工体检，并统一

向体检单位支付体检费，体检支出

由单位统一核算，未发放到个人名

下，这类福利员工是否缴纳个人所

得税？

A：对于任职受雇单位发给个人

的福利，不论是现金还是实物，依

法均应缴纳个人所得税。但对于集

体享受的、不可分割的、未向个人

量化的非现金方式的福利，原则上

不征收个人所得税。

Q：有时企业会发生一些不属于

增值税应税项目的支出，比如给消

费者个人的小额电子红包或优惠

券，这些支出难以取得对方出具的

收款凭证或其他凭证，请问该如何

处理？

A：《企业所得税税前扣除凭证

管理办法》对不属于增值税应税项

目的税前扣除凭证管理具有一定的

弹性。文件规定,对方为个人的，以

内部凭证作为税前扣除凭证，未坚

持要求企业取得个人出具的收款凭

证或其他凭证。但是，内部凭证的

填制和使用企业仍须符合国家会计

法律、法规等相关规定。
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