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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.新バージョンの『中華人民共和国個人所得税
法』が 2019 年 1 月 1 日から実行される。新税
法の四大ハイライトは次のとおりである。①分
類から総合へ、公平さがさらに際立つこと。従
来分類して課税されていた給料・賃金・労務報
酬・原稿料及び特許権使用料による所得が総合
的に徴収されるが、その他経営所得・利息・配
当金などがこれまでどおりに分類して徴収され
る。②免税額が引き上げられ、給料生活者が最
大な受益者になること。住民個人の総合的所得
に対して、免税額が以前の毎月 3500 元から毎
月 5000 元（毎年 6 万元）へ調整される。③低
税率の課税段階の幅が広められ、中低所得者へ
偏重されること。新個人所得税法によって、総
合的所得の適用する税率がこれまでの給料賃金
の税率と一致し、いずれも 3％～45％の超過累
進税率であるが、3％、10％、20％といった三
段階の低税率の幅が広められ、25％税率の幅が
縮められ、30％、35％、45％といった比較的に
高い三段階の税率の幅が変わっていない。④初
めて特定項目の付加控除が追加されること。新
個人所得税法には子供教育・継続教育・大病医
療・住宅ローンの利息または家賃・年老いた親
の扶養など六項目の特定付加の控除が追加され
た。  

2. 2018 年第 4 四半期において納税者が適用す
る個人所得税控除費用及び税率の関連問題を明
確にするため、財政部・税務総局は『2018 年第
4 四半期個人所得税控除費用及び税率適用問題
に関する通知』（財税〔2018〕98 号）を配布
し、納税者が 2018 年 10 月 1 日（含む）以降に
実際に取得した給料・賃金所得に対して、控除
費用が一律に毎月 5000 元の基準で執行され、
本通知に添付された個人所得税税率表に従って
課税額を計算するものとする。 
3.輸出税還付政策を完全にするため、財政

部・税務総局が『機械電気・文化関係などの製
品の輸出税還付率の引上げに関する通知』（財
税〔2018〕93 号）を配布し、マルチエレメント
集積回路・非電磁干渉フィルター・書籍・新聞
などの輸出税還付率を 16％に引上げる。竹製彫
刻、木製扇子などは 13％に引き上げられる。バ
サルト繊維とその製品、安全ピンなどは 9％に
引き上げられる。 

1.新的《中华人民共和国个人所得税
法》自 2019 年 1 月 1 日起实施。新
税法的 4 大亮点：①分类到综合，更
加凸显公平：将原先分类计税的工
资、薪金，劳务报酬，稿酬和特许权
使用费所得综合计征，其他诸如经营
所得、利息、红利等仍分类征收。②
提高免征额，工薪阶层最受益：居民
个人的综合所得，免征额由此前的
3500 元每月调整为 5000 元每月（每
年 6 万元）。③拓宽低税率级距，倾
斜中低收入者：新个税法综合所得适
用的税率跟此前工资薪金税率一致，
均是 3%~45%的超额累进税率，但是拓
宽了 3%、10%、20%三档低税率的级
距 ， 缩 小 25%税 率 的 级 距 ， 30%、
35%、45%三档较高税率级距不变。④
首次增加专项附加扣除：新个税法增
加了专项附加扣除：子女教育、继续
教育、大病医疗、住房贷款利息或者
住房租金、赡养老人等六项。 
2.为了明确 2018 年第四季度纳税人
适用个人所得税减除费用和税率有关
问题，财政部、税务总局下发《关于
2018 年第四季度个人所得税减除费用
和 税 率 适 用 问 题 的 通 知 》 （ 财 税
〔2018〕98 号），对纳税人在 2018
年 10 月 1 日（含）后实际取得的工
资、薪金所得，减除费用统一按照
5000 元/月执行，并按照本通知所附
个人所得税税率表一计算应纳税额。 
3.为完善出口退税政策，财政部、税
务总局下发《关于提高机电 文化等
产 品 出 口 退 税 率 的 通 知 》 （ 财税
〔2018〕93 号），将多元件集成电
路、非电磁干扰滤波器、书籍、报纸
等产品出口退税率提高至 16%。将竹
刻、木扇等产品出口退税率提高至
13%。将玄武岩纤维及其制品、安全
别针等产品出口退税率提高至 9%。  



 
 

为帮助企业准确运用法律工具，有效地防

范劳动用工过程中的法律风险，达到防范于先

的效果,百福润财税咨询事务所在市南办公室举

行了 2018 年第八期老板沙龙，沙龙主题为“企

业人力资源管理常见法律风险及防范”。 

本期老板沙龙邀请山东诚功律师事务所汪

律师主讲，汪律师从业多年来代理劳动争议案

件 750 余件，拥有着丰富的实操经验。 

汪律师结合了实际工作中的案例，分析了

企业用工主要法律风险点，并给出了切实可行

建议。 

对于企业对不能胜任工作的员工解除劳动

合同难的问题，汪律师给出了建议，企业应该

建立合法有效的绩效考核制度，制度要依民主

程序制定，并且需要公示或告知劳动者。要设

计好绩效考核的全流程，从开始的设定目标到

最后的绩效改进，要求做到公开、公平、公

正、合理。要明确绩效考核的法律意义，不能

仅出具相应的绩效考核评价结果。 

员工不能胜任工作，企业不能直接解除劳

动合同，一定要经过培训或调岗后，员工仍不

能胜任工作的，企业解除劳动合同才是合法

的。单位掌握有效的证据证明员工不能胜任工

作，才能得到裁判机构的认可。 

企业与员工建立劳动关系，应自用工之日

起 30 日内订立书面的劳动合同。对于不同期限

的劳动合同，试用期也有不同规定。在员工试

用期期间，企业应当为员工缴纳社会保险，以

保护员工及企业自身的权益。试用期结束后，

应签订正式劳动合同，否则员工可以要求支付

两倍工资。 

本次沙龙让客户朋友们了解了劳动用工过

程中的法律风险，希望企业在用工过程中依法

行事，维护自身及员工的合法权益。 

 

 法的道具を正確に利用し、労働雇用における

法的リスクを回避し、事前予防の目的を果たす

ように企業に協力するため、百福潤財税コンサ

ルティング事務所は市南オフィスで 2018 年第八

回社長サロンを開催した。サロンのテーマは

「企業人的資源管理によく見られる法的リスク

及び対策」である。 

 今回の社長サロンでは、山東誠功弁護士事務

所から汪先生が招かれてきた。汪先生は長年来

労使紛争案件を 750 件以上代理し、豊富な実務

経験を誇っている。 

 汪先生は実際の勤務中の事例を交え、企業雇

用の主な法的リスクポイントを分析し、的確で

実行可能なアドバイスを与えてくれた。 

 適任でない従業員との労働契約の解除が難し

いという問題について、汪先生は次のように意

見を述べた。企業が民主的手続きを踏まえた上

で合法的で効果的な業績評価制度を樹立し、そ

れを公表し、或いは労働者に告知しなければな

らない。業績評価の全体の流れをきちんと設計

し、最初の目標設定から最後の業績改善まで、

公開・公平・公正・合理的でなければならな

い。業績評価の結果のみ発行するのではなく、

その法的意味を明確にしなければならない。 

 従業員が職務に適任でない場合、企業は直接

労働契約を解除できなく、必ず研修または転属

をしなければならない。それでも従業員が職務

を担当できない場合、企業が労働契約を解除す

るのは合法的になる。職場は従業員が職務に適

任でないことを証明できる有効な証拠を握って

いる場合のみ、裁判機構の認可が得られる。 

 企業が従業員と労使関係を結ぶ場合、雇用の

日から 30 日以内に書面による労働契約を締結し

なければならない。期限の異なる労働契約につ

いて、仮採用期間の規定も異なる。仮採用期間

において、企業は従業員および企業自体の権益

を守るため、従業員のために社会保険を支払わ

なければならない。仮採用期間が終了すると、

正式な労働契約を締結しなければならない。さ

もなければ、従業員は二倍の給料を請求でき

る。 

 今回のサロンを通して、顧客の皆さんは労働

雇用における法的リスクを知るようになった。

企業が雇用において法に基づいて事を行い、自

体および従業員の合法的な権益を保護するよう

祈念する。 

百福润
老板沙龙 
百福潤

社長サロ
ン 

 



 
 

Brighture 
BBQ 

2018 年 9 月 1 日，百福润财税咨询于黄海

之滨石老人风景区建筑的最顶层举办了一年一

度的外资客户 BBQ 活动，得到了来自 10 个国家

30 家企业近百位朋友的热情参与。 

伴随着优美的古筝琴声，客户朋友们陆续

入场，或凭栏远眺，或开怀畅谈，其乐融融。 

 

晚上 6 点活动正式开始，三位主持分别用

中英日三种语言向大家表达热烈的欢迎，致以

亲切的问候。 

随后百福润国际业务部总经理林嘉林总致

欢迎词，对大家一直以来对百福润财税的信任

与支持表达了深深的感恩之情，未来我们会更

加的努力，提供更加专业、正直、高效的服

务，和客户朋友们风雨同舟。 

 

 

接下来大家品尝美食，把酒言欢，十分惬

意。 

 

  2018年 9月 1日、百福潤財税コンサルティングは

黄海の畔にある石老人観光地の建物の最上階で年に

一度の外資顧客向けバーベキューイベントを催し、

10の国の 30社の企業から百名ぐらいの来客を迎え

た。 

 美しい筝の音に伴い、顧客の皆さんは次々と入場

し、手すりに寄りかかって遠くを眺めたり、心ゆく

まで歓談したり、和気藹々とした雰囲気が溢れてい

た。 
 

 
 

 午後 6時にイベントが正式に始まり、三人の司会

者がそれぞれ中国語、英語、日本語で皆さんに熱烈

な歓迎の意を表し、暖かい挨拶をした。 
 

 
 

 それから百福潤国際業務部の林嘉総支配人が歓迎

の挨拶を述べ、これまでみなさんから得た信頼と支

援に対して深く感謝の意を表した。これから我々は

より専門的で、正直、高能率のサービスを提供すべ

く、さらに努力し、顧客の皆さんと共に困難を切り

抜けていく所存である。 

次にみんなが美食を味わいながら、盃を挙げて談笑

し、心地よい一時を過ごした 
 

 
 



 
 

为了让朋友们更好的互动交流，本次 BBQ 准

备了丰富多彩的游戏。 

第一个游戏是为小朋友们准备的“快速反

应”游戏，小朋友们做的动作要和主持人发出的

指令相反。小朋友们个个聪明伶俐，反应迅速，

获得了通关后奖励的小玩具。 

   
青岛国际啤酒节吸引了世界各地的朋友来此

畅饮。第二个游戏就是为爱喝酒的大朋友们准备

的“吹瓶比赛”。4个人一组，2组进行 PK，组

内成员喝酒接力，最先喝完的小组获胜。为了小

组成绩，大家喝得酣畅淋漓，比赛场面十分热

烈。 

 
 第三个游戏是“缤纷团队”，大人和孩子们一

起充分发挥想象力，用五彩缤纷的荧光棒拼成各

种富有创意的作品，并上台展示。大家展示的作

品有美丽的花朵、可爱的天线宝宝、时尚的眼

镜、奥运五环，手鼓，面具等等。这个游戏锻炼

了朋友们的动手能力，炫彩的作品装点了美丽的

夜色。 

 美好的时光总是过得很快，眨眼间活动就落下

帷幕了，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。。。 

 

よりよく双方交流を進めるため、今回のバーベキ

ューでは豊富多彩なゲームを用意した。 

最初のゲームは子供たちのために用意した「即時

反応」というゲームで、子供たちが司会者の出し

た指令に反した動きをしなければならない。子供

たちはみんな利発そのもので、反応が素早く、ク

リアして商品のおもちゃを手に入れた。 

 
 青島国際ビール祭りは世界各地から観光客を引

きつけてきた。二番目のゲームは酒好きの大人た

ちのために用意した「ラッパ飲み」であった。四

人で一つのグループを構成し、二つのグループが

対決し、グループ内のメンバーがリレーしてビー

ルを飲み、先に飲み終わったグループが勝ち取

る。グループの成績のために、みんなが思う存分

飲み、大いに盛り上がった。 

 

 
三番目のゲームは「カラフルなチーム」であっ

た。大人は子供たちと一緒に十分に想像力を発揮

し、色とりどりのサイリウムを使って独創性に富

んだ作品を作り、舞台で披露した。みんなが披露

した作品には美しい花、可愛いテレタビーズ、お

しゃれなメガネ、オリンピックの五輪、タンバリ

ン、仮面等があった。このゲームを通して皆さん

はものづくりの腕を磨き、カラフルな作品で夜景

を美しく飾った。 

 楽しい時間がいつも素早く経ち、瞬く間にイベ

ントは幕を閉じた。皆さんは名残惜しく別れを告

げ、また次のイベントで再会できるのを楽しみに

している。 

Brighture 
BBQ 



 
 

9 月 5 日-9 日，2018 克瑞斯顿国际中国

区会议在成都顺利举行，来自中国、英国、

法国、澳洲、新加坡及马来西亚的 20 余家成

员所共计 70 余位代表参加了会议。百福润财

税咨询副总经理臧总及客发部郗经理应邀参

与本次会议。 

此次会议旨在推进成员所间的交流与合

作，各成员所就新会计准则应用、税收改

革、事务所咨询业务转型发展、国际化路径

等热点问题广泛对话、坦诚沟通、深入交

流。 

华普天健首席合伙人肖厚发先生代表承办

方致辞，指出克瑞斯顿国际成员所间交流日

益频繁、合作日益紧密，期待本次会议进一

步增进成员所间友谊，深化彼此合作。华普

天健四川分所所长王殷女士就该所动态和业

务发展做了简介。 

克瑞斯顿国际亚太区秘书长陈嘉龄先生对

过去一年期间克瑞斯顿国际动态及全球会计

行业发展趋势做了介绍。 

 

来自澳洲及英国的成员所分别就澳洲投资

环境、脱欧对企业的影响作了分享。会议还

邀请周蕾博士作了题为“中美贸易战背景下

一带一路风险与机遇”专题报告。 

克瑞斯顿国际特别注重成员所间的交流，

通过分享实务经验，融汇发展视角，以促进

成员所间更好地协作共进。在随后的首席合

伙人、审计、税务、评估及工程造价分组讨

论中，与会代表也分别就各自议题展开广泛

讨论。 

为期 5 天的会议，增进了彼此间了解，深

化了发展共识。依托克瑞斯顿国际平台，百

福润财税将与其他成员所一道，提升国际化

专业服务能力，提供更加专业、正直、高效

的服务。 

2018 克瑞斯顿
中国区会议（成
都）顺利召开 

 

 9 月 5 日から 9 日、2018 クレストン国際の

中国区域会議が成都で無事開催され、中国、

イギリス、フランス、豪州、シンガポールお

よびマレーシアの 20 社余りの会員事務所から

合わせて 70 名余りの代表者が会議に出席し

た。百福潤財税コンサルティングの臧副社長

および顧客開発部の郗部長がお招きに応じて

今回の会議に出席した。 

 今回の会議は会員事務所同士の交流と提携

の促進を旨とし、各会員事務所は新たな会計

基準の応用、税制改革、事務所のコンサルテ

ィング業務のスタイル転換と発展、国際化の

やり方などの焦点について幅広く対話し、誠

意を持って意思疎通し、交流を深めた。 

 華普天健のチーフパートナーである肖厚発

氏が運営側を代表して挨拶を述べ、クレスト

ン国際の会員事務所の間で交流が日増しに頻

繁になり、提携がますます密接なものになっ

ていることを指摘し、今回の会議を通してさ

らに友情を深め、相互協力を促進したいと期

待している。華普天健四川支所の所長である

王殷女史は当支所の動向と業務の発展につい

て簡単に紹介した。 

 クレストン国際のアジア太平洋地域の秘書

長を務める陳嘉齢氏は過去一年間のクレスト

ン国際の動向および世界会計業界の発展の傾

向について紹介した。 

 豪州およびイギリスからの会員事務所はそ

れぞれ豪州の投資環境、企業にもたらす EU離

脱の影響について語った。会議では周蕾博士

が「中米貿易戦の背景における一帯一路のリ

スクとチャンス」というテーマの特別講演を

行った。 

 クレストン国際は実務経験の共有を通し

て、発展の視角を融合させ、よりよく協力

し、共同発展を促進するために、会員事務所

間の交流を特に重視している。その後のチー

フパートナー、監査、税務、評価およびエン

ジニアリングコストのテーマ別会議におい

て、会議に出席した代表者たちもそれぞれの

議題について幅広く討論を繰り広げた。 

 5 日にわたった会議によって、相互理解を深

め、発展の共通認識を深化させた。クレスト

ン国際のプラットフォームに依存し、百福潤

財税はその他の会員事務所と共にグローバル

な専門サービスの能力を向上させ、より専門

的、正直、高能率のサービスを提供してい

く。 



 
 

 
 佐藤集团于 1958 年 5 月成立于日

本三重县，是日本高科技零部件领域的

知名企业，具有雄厚的经济、技术实

力。经过整整 60 周年的发展，佐藤集

团在日本拥有 5 家全资子公司。在长期

为日本著名大型集团，如佳能、松下、

丰田等企业配套生产的过程中，积累了

丰富的生产经验和技术储备。 

2009 年，佐藤集团进军医疗器械

零部件领域。为开拓中国市场，2012

年 5 月，佐藤集团投资 4500 万美元，

在青岛市高新区成立注册了青岛佐藤来

拓工业塑料制品有限公司（以下简称青

岛佐藤来拓），是青岛市高新区引进的

重点高科技项目，也成为了首个在高新

区落户的日资医疗器械项目。 

青岛佐藤来拓占地 20 亩，拥有

6000 平米 10 万级洁净室，全套日本进

口注塑成型设备和自动取出设备，主要

从事肾脏透析仪器用 PP 注塑配件及光

学设备相关塑料配件的设计和生产。青

岛佐藤来拓拥有的高密度注射成型和超

声波熔接技术可实现塑料配件的无缝熔

合，能有效保证塑料配件的密封性和完

整性。 

青岛佐藤来拓以“向顾客提供安心

的产品和服务”为宗旨，凭借高质量的

产品和服务生活多方客户信赖。 

自该公司成立起，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，受聘担任企业常年财

税顾问，并为企业出具财务报表审计报

告及专项审计报告，做企业的成长伙

伴。 

 佐藤グループは 1958 年 5 月に日本の三重県で発足

し、日本のハイテク部品分野で知名な企業であり、経

済面と技術面において強大な実力を誇っている。まる

60 年間の発展を経て、佐藤グループは日本で完全子会

社を 5 社保有している。長い間、キャノン、松下、ト

ヨタなど日本の有名な大型グループのために部品を生

産する過程で、豊かな生産経験と技術を蓄積してき

た。 

 2009 年、佐藤グループは医療器械の部品分野に進出

した。中国市場を開拓するため、2012 年 5 月、佐藤グ

ループは 4500 万ドルを投資し、青島ハイテク産業開発

区で青島佐藤来拓工業プラスチック製品有限公司（以

下青島佐藤来拓という）を設立した。青島市ハイテク

産業開発区が取り入れた重点ハイテクプロジェクトで

あり、最初にハイテク産業開発区に拠点を構えた日系

医療器械プロジェクトでもある。 

 青島佐藤来拓は敷地面積が 20 ムーで、10 万級のクリ

ーンルームを 6000 平米保有し、日本から射出成型設備

と自動取り出し設備を輸入し、主に腎臓透析機器用の

pp 射出部品および光学設備関連のプラスチック部品の

設計と生産に取り組んでいる。青島佐藤来拓の保有し

ている高密度射出成型および超音波溶接技術により、

プラスチック部品のシームレス融合を実現でき、プラ

スチック部品の密封性と完全性を効果的に保証でき

る。 

 青島佐藤来拓は「安心できる製品とサービスを顧客

へ」を旨とし、高品質の製品とサービスによって多く

の顧客から信頼を得ている。 

当該会社が設立されて以来、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および外資企業にサー

ビスを提供する現地企業の優位性を利用し、招聘を受

けて企業の財税顧問を担当し、企業のために財務諸表

や監査報告および特別項目の監査報告を作成し、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 

老板沙龙：百福润 2018 年第十期老板沙
龙 
主题：企业所得税税前扣除管理政策解
读 
时间：2018 年 10 月 26 日 星期五 
14:00 至 16:00 
地点：市南办公室 

社長サロン：百福潤 2018 年第十回社長サロン 

テーマ：企業所得税損金算入管理政策の解読 

時間：2018 年 10 月 26 日 金曜日  

   午後 2 時から 4 時 

場所：市南オフィス 

Key 
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Q:弊社は増値税繰越税還付を適用する企業

であるが、我々の繰り越した増値税が還付さ

れてから相応の都市維持建設税、教育費付加

および地方教育付加についても還付を申請で

きるか。 

A:財税[2018]80 号公文書の規定により、増

値税期末繰越税還付を実行する納税者に対し

て、都市維持建設税、教育費付加と地方教育

付加の課税基準から還付される増値税税額を

控除することを許可する。注意すべきこと

は、増値税は直接還付されるが、都市維持建

設税、教育費付加と地方教育付加は課税基準

から控除されることである。即ち、以後の申

告期間において都市維持建設税、教育費付加

と地方教育付加を計算する際、課税基準から

還付される増値税を控除し、その月に控除し

きれない場合、控除し切るまで次の月に引き

続き控除する。 

 

Q:現在購入する 500 万以下の設備はいずれ

も企業所得の一括損金算入できるが、機械設

備について減価償却を見積もる必要がなくな

るのか。 

A:企業所得の一括損金算入は税務上の優遇

政策であるが、会計の帳簿処理において、一

度に全部控除するのではなく、これまでどお

りに会計基準の規定に従って減価償却を計上

しなければならない。税金に差が出るのは普

通のことであり、それぞれの規定に従って処

理すればよい。 

 

百福润最新
动态 
百福润同仁司龄： 
· 李峰（运营部）  

- 12 周年 
· 张晓韵（上海公司）  

- 7 周年 
· 姜潇飞（城阳部）  

- 4 周年  
· 杨玲（客发部）  

- 3 周年 
 

百福潤の最

新動向▼ 
百福潤での勤続

年数： 
· 李峰（運営部） 

- 12 年 
· 張暁韻（上海支社） 

- 7 年 
· 姜瀟飛（城陽部） 

- 4 年 
· 楊玲（顧客開発部） 

- 3 年 
 

 

 

Q：我们是享受增值税留抵退税的

企业，那请问我们留抵的增值税退回后

相对应的城市维护建设税、教育费附加

和地方教育附加是否也可以申请退回？ 

A：根据财税[2018]80 号文件规

定，对实行增值税期末留抵退税的纳税

人，允许其从城市维护建设税、教育费

附加和地方教育附加的计税依据中扣除

退还的增值税税额。应注意的是，增值

税是直接退，而城市维护建设税、教育

费附加和地方教育附加是从计税依据中

扣。也就是说，在以后申报期的计算城

市维护建设税、教育费附加和地方教育

附加时，在计税依据中扣除退还的增值

税，一个月扣除不完，下个月继续扣，

直到扣完为止。 

Q：现在购买的设备 500 万以下都

能在企业所得税前一次性扣除，那是否

机械设备就不用测算折旧了？ 

A：企业所得税前一次性扣除是税

务上的优惠政策，但是在会计的账务处

理上，仍然要按照会计准则的要求计提

折旧，而不是一次性全部扣除。税会差

异很正常，各按各的要求来操作。 


