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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，活 100 年 

 

价值观： 
永远以客户为中心， 
老带新、传帮带、专正快 

1.零細企業の発展をさらに支援し、企業の税負担
を軽減させるため、財政部・国家税務総局は『零
細企業所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する
通知』を配布し、零細企業の年間課税所得額の上
限を 50 万元から 100 万元に引き上げた。 
 
 
2.増値税期末繰越税還付政策が効果的に実行され
るように、財政部・税務総局は『増値税期末繰越
税還付に関連する都市維持建設税・教育費付加及
び地方教育付加政策に関する通知』を配布し、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・教育費付加及び地方教育付加の
課（徴）税基準から還付される増値税額を控除す
ることを許可した。 
 
3.ハイテク企業と科学技術型中小企業の発展を支
援するため、財政部・税務総局は『ハイテク企業
と科学技術型中小企業の欠損金繰延年限の延長に
関する通知』を配布し、2018 年 1 月 1 日から、そ
の年にハイテク企業または科学技術型中小企業の
資格を有する企業に対して、その資格を取得する
年度までの 5 つの年度に発生し、まだ補填してい
ない欠損金について、以降年度に繰延、補填する
ことを許可した。最長繰延年限が 5 年から 10 年
に延長された。 
4.中国共産党中央委員会弁公庁・国務院弁公庁は
『国税地方税徴収管理体制改革方案』を印刷配布
し、2019 年 1 月 1 日から、基本養老保険費、基本
医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険
費など各種の社会保険費を税務総局がまとめて徴
収することを明確にした。 
 
5.タバコの葉税の課税基準を明確にし、『中華人
民共和国タバコの葉税法』の効果的な実施を確保
するため、財政部・国家税務総局は『タバコの葉
税の課税基準の明確化に関する通知』を配布し、
納税者がタバコの葉を買い上げる際に実際に支払
う代金総額は納税者がタバコの葉の生産販売機構
及び個人に支払うタバコの葉の買い上げ代金と補
助金を含むと規定した。そのうち、補助金はタバ
コの葉の買い上げ代金の 10％で計算される。 

1. 为进一步支持小型微利企业的发展，降

低企业的税负，财政部、国家税务总局下

发《关于进一步扩大小型微利企业所得税

优惠政策范围的通知》，将小型微利企业

的年应纳税所得额上限由 50 万提高至 100

万。 

 

2. 为保证增值税期末留抵退税政策有效落

实,财政部、税务总局下发《关于增值税期

末留抵退税有关城市维护建设税、教育费

附加和地方教育附加政策的通知》，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（征）依据中扣除退还的增

值税税额。 

 

3. 为支持高新技术企业和科技型中小企业

发展财政部 税务总局下发《关于延长高新

技术企业和科技型中小企业亏损结转年限

的通知》，自 2018 年 1月 1 日起，当年具

备高新技术企业或科技型中小企业资格的

企业，其具备资格年度之前 5个年度发生

的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度

弥补，最长结转年限由 5年延长至 10 年。 

 

4. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了

《国税地税征管体制改革方案》，明确从

2019 年 1月 1日起，将基本养老保险费、

基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险

费、生育保险费等各项社会保险费交由税

务部门统一征收。 

 

5.为了明确烟叶税计税依据，确保《中华

人民共和国烟叶税法》有效实施，财政

部、国家税务总局下发《关于明确烟叶税

计税依据的通知》，规定 纳税人收购烟

叶实际支付的价款总额包括纳税人支付给

烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款

和价外补贴。其中，价外补贴统一按烟叶

收购价款的 10%计算。 



 
 

 

2018 年 7 月 20 日，百福润财税携手青

岛市经信委中小企业公共服务中心成功举办

了出口退税专题讲座，得到了近 80 位企业

家、高管的热情参与，会场座无虚席。 

本次讲座由百福润退税部经理、会计师

史晓萌老师主讲。史晓萌老师在百福润拥有

超过 3 年的工作经验，有深厚的理论功底和

丰富的实践经验。 

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。如果未做出口备案单证就不能退税，要

免税；如果所做出口备案单证为虚假单证，

就要缴税。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。出口企业未按规定申报或

未补齐增值税退（免）税凭证的，除在申报

退（免）税截止期限前已确定要实行增值税

免税政策的，应在货物报关出口次年 5 月纳

税申报期，向主管税务机关申报免税。未申

报免税的，视同内销缴税。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 ），未在退

（免）税申报期截止之日内收汇的出口货

物，适用增值税免税政策。 

讲座结束后，大家意犹未尽，针对听课

过程中的疑问点及企业实际运营过程中遇到

的问题向史老师咨询交流，史老师一一给予

了专业细致的解答。 

2018 年 7 月 20 日、百福潤は青島市経済と情報化委

員会中小企業公共サービスセンターと提携し、輸出税

還付の特別講座の開催に成功した。80 名に近い企業

家・経営幹部が積極的に出席し、会場に空席がないほ

どの盛況だった。 

今回の講座は百福潤税還付部の部門マネージャー

で、会計士の史暁萌先生が担当する。史先生は百福潤

に 3 年以上勤務し、しっかりした基礎的理論と豊富な

実務経験を誇っている。 

史先生は企業の輸出税還付においてよく見られる 3

種のリスクについて重点的に注意を促し、リスク防止

のアドバイスを提示してくれた。①証明書の届出。企

業は輸出税還付（免除）を申告してから 15 日以内に、

申告した税還付（免除）貨物の証明書を、申告した税

還付（免除）輸出貨物の順番で、『輸出貨物届出証明

書目録』に記入し、届出証明書の保存場所を明記し、

主管税務機関の検査に備えなければならない。輸出届

出証明書を取得しなければ税還付できず、税免除にな

る。取得した輸出届出証明書が偽りのものである場

合、納税しなければならない。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、貨物の通関

申告の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。輸出企業が規定通りに申告せ

ず、或いは増値税還付（免除）の証憑を補足していな

い場合、税還付（免除）の申告締切までに増値税免税

政策の実行を確定した場合を除き、貨物の通関申告の

翌年の 5 月の納税申告期間内に、主管税務機関に免税

を申告しなければならない。免税を申告しなかった場

合、国内販売とみなされ、納税しなければならない。

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について、税還付（免除）の申告

期間の締切までに外貨を受け取らなければならない

（人民元によって決済するクロスボーダー貿易の場合

は人民元を受け取ることになる）。税還付（免除）の

申告期間の締切までに外貨を受け取っていない輸出貨

物は、増値税免税政策を適用する。 

講座が終了すると、みんなが物足りないと感じ、講

座途中における疑問点や企業の実際運営における課題

について史先生に問い合わせてみた。史先生はプロの

立場から詳しく解答してくれた。 
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百福润 

老板 

沙龙 

百福潤
社長サ
ロン 

2018 年 7 月 28 日 14:00 至 16:00，百福

润在市南办公室举行了 2018 年第七期老板沙龙

活动，沙龙主题为“新政解读及企业应对之

策”。 

本期老板沙龙由百福润欧美三部经理张翠云

老师主讲，张老师在百福润有 6 年工作经验，有

深厚的理论功底和丰富的实践经验。 

张老师与大家解读了最新的财税政策，财税

〔2018〕77 号的出台，将小型微利企业所得税优

惠政策扩围了，无论采取查账征收方式还是核定

征收方式，只要从事国家非限制和禁止行业，并

符合下列条件的企业都可以享受：（一）工业企

业，年度应纳税所得额不超过 100 万元，从业人

数不超过 100 人，资产总额不超过 3000 万元；

（二）其他企业，年度应纳税所得额不超过 100 

万元，从业人数不超过 80 人，资产总额不超过

1000 万元。年应纳税所得额在 50 万元至 100 万

元之间的符合条件的企业，是新增的受益群体。 

张老师梳理了与中小企业息息相关的税收优

惠政策。如：增值税小规模纳税人销售货物或者

加工、修理修配劳务月销售额不超过 3 万元（按

季纳税 9 万元），销售服务、无形资产月销售额

不超过 3 万元（按季纳税 9 万元）的，自 2018 年

1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，可分别享受小

微企业暂免征收增值税优惠政策。 

从 2016 年 2 月 1 日起，对月销售额或营业额

不超过 10 万元的小微企业，免征教育费附加、地

方教育附加、水利建设基金。 

自工商注册登记之日起 3 年内，在职职工总

数 30 人（含）以下小微企业，免征残疾人就业保

障金。 

本次沙龙让客户朋友们了解了可以享受的优

惠政策，希望企业在运营中能用对用足优惠政

策，合理合法的降低税负。 

 
 2018 年 7 月 28 日午後 2 時から 4 時まで、百福潤は

市南オフィスで「新政策の解読及び企業の対応策」を

テーマとする 2018 年第七回社長サロンを開催した。 

 今回の社長サロンは百福潤欧米三部のマネージャー

である張翠雲先生が講座を担当する。張先生は百福潤

に 6 年間勤務し、しっかりした基礎的理論と豊富な実

務経験を誇っている 

 張先生は最新の財税政策について解読してくれた。

財税〔2018〕77 号の公布により、零細企業の所得税優

遇政策の範囲が拡大した。帳簿検査徴収方式にして

も、査定徴収方式にしても、国によって制限または禁

止されている業界に従事せず、下記の条件に該当する

企業であれば享受できる。（一）工業企業の場合、年

度課税所得額が 100 万元以下で、従業者数が 100 人以

下、資産総額が 3000 万元を超えないこと。（二）そ

の他の企業の場合、年度課税所得額が 100 万元以下

で、従業者数が 80 人以下、資産総額が 1000 万元を超

えないこと。年度課税所得額が 50 万元から 100 万元

の間にある条件に該当する企業は、新たな受益者層と

なる。 

 張先生は中小企業と密接に関わりあう税収優遇政策

を整理してみた。例えば、増値税小規模納税者の貨物

販売または加工・修理・整備などの労務による月間販

売額が 3 万元（四半期ごとの納税の場合 9 万元）を超

えず、サービス・無形資産の販売による月間販売額が

3 万元（四半期ごとの納税の場合 9 万元）を超えない

場合、2018 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで、

それぞれ零細企業を対象とする増値税の暫定的免除と

いう優遇政策を享受できる。 

 2016 年 2 月 1 日から、月間販売額または取引高が

10 万元を超えない零細企業に対して、教育費付加・地

方教育付加・水利建設基金を免除する。 

 工商登記の日から 3 年以内に、在職の職員総数が 30

人（含む）以下の零細企業に対して、身体障害者就業

保障金を免除する。 

 今回のサロンを通して、顧客の皆様は享受できる優

遇政策を把握した。企業が運営において優遇政策を正

しく十分に利用し、合理的で合法的に税負担を軽減で

きるよう祈念する。 



 
 

 

百福润
财税
2018

年度半
年会议
圆满成
功 

2018 年 7 月 28 日，来自青岛、上海两地近

70 名百福润成员相聚于青岛市南办公室，共同开

展 2018 年度上半年总结会议。 

【总结与展望】 

充实忙碌的日子总是过得很快，在上半年的

时间里，百福润的全体同仁在各自的岗位上兢兢

业业勤勤恳恳，取得了一定的成长进步。运营支

持部经理程老师、客户发展部经理孙老师、审计

部经理陈老师、平台副总经理臧老师，以及欧美

业务部经理兼董事 Christopher Liptau 先生、

国际业务部林总就上半年的工作进行总结，分析

成绩与不足，明确了下半年要继续努力的具体方

面。 

接下来公司对上半年表现优异的团队和员工

给予表彰，他们深入理解并践行了“老带新、传

帮带、专正快”的企业文化，在工作中起到了引

领带头的作用。 

【欢乐的聚餐时光】 

中午大家齐聚海底捞，品味美食，举杯畅

饮，尽情享受欢聚时光。 

       

【青沪两地比翼双飞，互赠礼品】 

上海公司自 2010 年成立以来，和青岛公司

保持着高度互动交流。青岛团队与上海团队分享

经验，上海团队和青岛团队分享着一线大都市的

前沿动态，青沪两地比翼双飞，相得益彰。两个

团队用精心准备的礼物表达彼此间的友谊，我们

是相亲相爱的一家人。 

 

 

 2018 年 7 月 28 日、青島と上海から 70 名に近い百福

潤のメンバーが青島市南オフィスに集まり、共同で

2018 年度上半期総括会議を開催した。 

【総括と展望】 

 充実で忙しい日々はいつも素早く過ぎ去り、上半期

において、百福潤のスタッフ一同はそれぞれの持ち場

で真面目にコツコツと働き、ある程度成長し、進歩し

た。運営サポート部の程マネージャー、顧客開発部の

孫マネージャー、監査部の陳マネージャー、プラット

フォームの副社長である臧先生及び欧米業務部のマネ

ージャー兼取締役の Christopher Liptau 氏、国際業務

部の林社長が上半期の業務について総括し、成績と不

足を分析し、下半期の努力すべき具体的な面を明確に

した。 

 続いて会社は上半期に卓越した団体と職員を表彰し

た。彼らは「先輩が後輩を育て、専門的、正直、高能

率」という企業文化を深く理解したうえで実践し、仕

事において先頭に立ってリードした。 

【楽しい会食タイム】 

 昼にみんなが海底撈火鍋のお店に集まり、美食を味

わいながら、盃を交わし、思う存分会食タイムを楽し

んだ。 

 

 

 

 

 

 

【青島と上海が共に活躍し、互いにギフト贈呈】 

 上海支社が 2010 年に発足して以来、青島支社と双方

向の頻繁な交流関係を保っている。青島のチームが上

海のチームに経験をシェアし、上海のチームが青島の

チームに主要大都市の最新動向を共有し、双方が共に

活躍し、補完しあうことでさらに発展を遂げている。

二つのチームが心を込めて準備しておいたギフトで互

の友情を表し、愛し合うファミリーになっている。 

百福潤
財税
2018 年
度半年
会議が
無事終
了 



 
 

 

【职场形象学习提升】 

大家向礼仪老师学习了职场形象提升课，不

断改进和提升职业化形象。 

【企业文化分享】 

企业文化就是企业发展的 DNA，决定了公司

的性格和命运。一支在文化和信仰上有所坚持的

团队，才能创造和提供有温度的产品。 

百福润财税历来重视员工企业文化的培训，

每次半年会也是企业文化的学习会。通过不断的

学习和复习，让团队的每位成员都深刻的认同企

业文化，将文化内化为精神力量，并在日常工作

中，言行举止中，践行企业文化。 

我们在服务坚持执行：探索、提议、行动、

确认的四部曲，不仅态度要好，更要能解决问

题。我们要保持一颗谦卑的心，“见贤思齐焉，

见不贤而内自省也”“择其善者而从之，其不善

者而改之”，不断的反求诸己，提升自我。 

【团队抢答】 

在学习完毕职场形象提升课及企业文化后，

就进入了团队抢答的环节，对大家掌握的情况进

行实时检测。大家纷纷举手抢答，场面十分热

烈。 

 

【总经理寄语】 

上半年取得的成绩已经是过去式，我们总结

的意义是为了更好地指导我们的未来，我们要不

断前行，持续进步，实现我们的社会价值。 

我们要凭借团队协作的力量，修炼自身，探

寻反求诸己的真谛，成为真正强大的专业人士，

让自己和身边的人过得更加美好。 

祝愿每一个加入到大家庭的同仁，能够越来

越靓丽，越来越专业，成为更美好的自己。 

百福润 2018 年度半年会已经圆满结束，下半

年百福润人会反求诸己，持续进步，并继续与您

携手同行，风雨同舟！ 

百福润
财税
2018

年度半
年会议
圆满成
功 

百福潤
財税
2018
年度半
年会議
が無事
終了 

【職場イメージアップ】 

みんながマナーの先生に職場イメージアップの知

識を習い、絶えず職業化イメージを改善し、向上さ

せる。 

【企業文化の共有】 

企業文化は企業発展の DNA であり、会社の性格と

運命の決め手である。文化と信仰を堅持し続けるチ

ームこそ、ぬくもりのある製品を創造し、提供でき

る。 

百福潤は従来から企業文化に関する職員教育を重

視し、毎回の半年会議は企業文化の学習会でもあ

る。絶えざる学習と復習を通して、チームのすべて

のメンバーが企業文化に深く賛同し、文化を精神的

力に内面化させ、日常の仕事や言動において企業文

化を実践する。 

我々はサービスを提供する際、探索・提議・行

動・確認の四ステップを堅持し、よい態度はもちろ

ん、問題を解決しなければならない。我々は謙虚な

気持ちを保ち、「賢を見ては齊しからんことを思

ひ、不賢を見ては内に自ら省みるなり」、「其の善

なる者を択びて之に従ひ、其の不善なる者は之を改

む」、たえず自己反省し、自分を向上させる。 

【チームによる早押しクイズ】 

職場イメージアップ及び企業文化の勉強が終わる

と、チームによる早押しクイズの段階に入り、みん

ながどれぐらい身につけているかリアルタイムにテ

ストした。みんなが先を争って答えようとし、会場

が大いに盛り上がった。 

 

 

 

【社長のご挨拶】 

 上半期に収めた成績が既に過去形であり、我々

が総括するのはよりよく未来を方向づけるためであ

り、たえず前に進み、向上し続け、我々の社会的価

値を実現しなければならない。 

我々はチームワークの力によって、修行を積み、

自己反省の真の意義を探り、正真正銘の強いプロに

なり、自分と身の回りの人がより良い暮らしができ

るように努力しなければならない。 

我々のファミリーに加入してきたすべての同僚

が、ますますかっこよく、ますます専門的になり、

より良い自分になるよう願っている。 

百福潤 2018 年度半年会議が既に無事終了し、下半

期には我々は自己反省し、絶えず向上し、皆様と手

を携えて前に進み、共に困難を切り抜けていく所存

である。 



 
 

 

 
 

洲际船务集团是一家集国际航运、

船舶管理、船员派遣、船队运营、船舶

服务为一体的综合性企业，致力于为客

户提供一站式船舶运营管理服务及海上

物流解决方案。目前管理运营中心位于

青岛，在北京、上海、厦门、天津、舟

山、香港、新加坡、汉堡、东京各地设

有分公司或代表处。 

洲际船务相信管理人员的质量是公

司发展最有力的保障，因此，企业的管

理层及核心团队都来自国内外知名船东

及管理公司。目前，公司管理团队有高

级船舶主管（SI）70 余名，其中机务主

管近 30 人，海务主管近 20 人，船员主

管 20 余人，均具有丰富的航海经验、

熟练的船舶管理技术。 

洲际船务目前是BIMCO会员单位，

中国船东协会会员单位，远东干散货指

数编委会委员单位，山东船员服务协会

副会长单位，青岛船长协会副会长单

位，中国船级社、日本船级社和法国船

级社等多家船级社技术委员会委员，青

岛市工商联执委单位，多家海事高校校

企合作理事单位，多次被评为“最受欢

迎的船舶管理公司”、“最受信赖的船

员服务企业”等称号。公司与港湾职业

技术学院校企合作项目荣获“2018 年山

东省职业教育教学成果奖”特等奖。 

百福润财税自洲际船务创立伊始，

就为洲际船务提供财税外包、审计服

务、商务服务，推荐企业在青岛蓝海股

权交易中心挂牌，做企业的财税管家及

成长伙伴。 

关于洲际船务的更多信息，欢迎访

问:http://www.seaconstar.com/ 

洲際船務グループは国際海運・船舶管理・船員派遣・船団

運営・船舶サービスを一体とする総合的企業であり、顧客に

ワンストップ式の船舶運営管理サービス及び海上物流ソリュ

ーションを提供することに取り組んでいる。現在管理運営セ

ンターが青島にあり、北京・上海・厦門・天津・舟山・香

港・シンガポール・ハンブルグ・東京に支社または出張所を

設置している。 

洲際船務は管理者の品質が会社の発展にとって最も有力な

保証であると信じているため、企業の経営陣及び中堅チーム

がいずれも国内外の知名な船主及び管理会社から来ている。

現在、会社の経営陣に高級船舶管理者（SI）が 70 余名あ

り、そのうち、機械整備の管理者が 30 人近く、海上業務の

管理者が 20 人近く、船員の管理者が 20 数人で、いずれも豊

かな航海経験と熟練した船舶管理技術を誇っている。 

洲際船務は現在 BIMCO の会員企業で、中国船主協会の会

員企業、極東海運指数編集委員会の委員、山東船員サービス

協会の副会長、青島船長協会の副会長、中国船級協会・日本

船級協会とフランス船級協会など多くの船級協会の技術委員

会の委員、青島市工商業連合会執行委員会の会員、多くの海

事大学との共同運営の理事、何回も「最も人気のある船舶管

理会社」、「最も信頼される船員サービス企業」などの称号

を獲得している。会社が港湾職業技術学院と共同で運営して

いたプロジェクトが「2018 年山東省職業教育教学成果賞」

の最優秀賞を獲得している。 

百福潤は洲際船務が設立された当初から、洲際船務に財税

のアウトソーシング、監査サービス、ビジネスサービスを提

供し、青島藍海株式取引センターで上場するように企業を推

薦し、企業の財税管理人及び成長パートナーを努めてきた。 

洲際船務に関するより多くの情報について、下記のサイト

を訪問してください。 

http://www.seaconstar.com/ 

与百福润
的合作 

百福潤と
の提携 

老板沙龙：百福润 2018 年第八期老板沙龙 

主题：劳动用工管理及风险应对 
 
时间：2018 年 8 月 31 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 年第八回社長サロン 

テーマ：労働雇用管理及びリスク対処 

時間：2018 年 8 月 31 日 金曜日  

   午後 2 時から 4 時 

場所：市南オフィス 

Key 
Dates 
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百福润解答客户热点问题 

顧客との質疑応答 
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Q:仕入税額の繰越期間はどれぐらいか。例えば、会

社がオフィスビルを購入し、増値税専用領収書を取

得し、5 年後に販売した場合、仕入税額を控除でき

るか。 

A:繰越には期限の規定がない。当期控除し終わって

いない場合、次期に引き続き控除できる。企業が抹

消されるまで控除し終わっていない場合、未控除の

仕入税額を在庫費用に転記し、所得税を清算する際

に控除できる。 

Q:弊社は小売商で、川上の供給業者から製品を仕入

れ、川下の最終顧客に販売している。製品の本社

（川上の供給業者ではない）がブランドの販売促進

のため、弊社の販売した当該ブランドの製品一台に

つき、200 元の補助金を与えてくれるが、弊社がこ

の 200 元を受け取って川下の顧客に販売する場合

200 元を値引きする。弊社が受け取った 200 元につ

いて製品の本社にどのような領収書を発行すべき

か。税率はどれぐらいか。 

A:普通の場合、増値税を納めるか、領収書を発行す

るかを判断する際の根拠は、相手に増値税課税行為

を提供したかどうかである。発生した行為に応じて

その項目の増値税領収書を発行する。実際の業務に

よって判断すると、貴社は 6%の税率で代理サービス

費領収書を発行できる。川上の供給業者が販売した

製品一台につき 200 元を与える場合、リベートにな

るので、赤字の領収書を発行し、仕入税額と相殺し

なければならない。 

 

百福润最新动 
态 
百福润同仁司龄：  
 赵秋荣（日本部）

 7 周年
 臧鑫（欧美三部）

- 6 周年  
 郝真真（上海公司,产假

中）
- 5 周年 

百福潤の最新

動向▼ 

百福潤での勤続年

数： 
 趙秋栄（日本部） 

- 7 年 

 臧鑫（欧米三部）  

- 6 年 

 郝真真（上海支社、育

児休暇中） 

- 5 年 

Q：请问进项税额留底的时间是

多久？比如说公司购买办公楼，取得

了增值税专用发票，5 年后卖出，进

项税还可以抵扣吗？ 

A：你好，留抵没有期限规定，

当期没有抵扣完，可以在下一期继续

抵扣。如果企业直到注销都没有抵扣

完，可以将未抵扣完的进项税额转入

存货成本，在清算所得税时扣除。 

Q:我公司是零售商，产品从上游

供应商采购，销售给下游终端客户。

产品的总公司（非上游的供应商）为

了促进品牌销售，我公司每销售一台

该品牌的产品，给予 200 元补贴，相

应这 200 元提现在给下游客户的售价

中相应减少 200 元，请问我公司收到

的 200 元应该给产品总公司开什么发

票？税率是多少？ 

A：一般情况下，判断是否交增

值税，是否开具发票，依据为是否为

对方提供了增值税应税行为。发生了

什么行为就按照什么项目来开具增值

税发票。根据实际业务判断，贵司可

以开具代理服务费发票，税率是

6%。如果是上游供应商按销售每台给

予 200 元，就属于返利了，需开具红

字发票，贵司冲减进项。 

 


