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专注于财税服务 16 年
16 年間財務・税務サービスに打込め
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使命：
専門を以て客先に価値
増加、
尊敬される財務・税務
コンサルティング

ビジョン：
財務・税務ｻｰﾋﾞｽ業界で
100 年もリーダーになる

価値観：
いつも客先中心、育
成、シェア、専門、快
速

您需要注意的财税新政...
ご注意すべき財務・税務の新しい政策…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、従業員に対する教育に係る投入を追加させるために、財

政部・税務総局が「企業による従業員教育経費税前控除政

策に関する通知」（財税（2018）51号）を発行し、企業が

生じた従業員に対する教育経費の支出が、給料総額の 8％

未満の部分が、企業所得税の上納べき金額から控除される

ものとする。8％を超えた部分が、翌年度の残高から控除可

とする。

2、企業の負担を低減し、投資創業を励ますために、財政

部・国家税務総局が「営業帳簿に対する印紙税減免に関す

る通知」（財税（2018）50 号）を発行し、2018 年 5 月 1日

から、万分の五という税率の資金帳簿に対して半分の印紙

税を減免し、一件ずつ 5 元のそのた帳簿に対して印紙税の

全額を免除する。

3、企業に設備・器具への投資を追加することを誘導するた

めに、財政部・税務総局が「設備・器具について企業の所

得税の控除に関する通知」（財税（2018）54 号）を発行

し、2018 年 1 月 1日から 2020 年 12月 31日まで企業が購

入した設備・器具の中、単位価値が 500 万元以下の場合、

償却の代わりに一括的に当期のコストに入れて、上納すべ

きの金額から控除可とする。

4. 税収環境をよりよくするために、企業所得税の各優遇政

策を徹底するために国家税務総局が「企業所得税優遇政策

事項の実施弁法」（国家税務総局公告 2018 年第 23 号）を

改正した。企業は「自己判断、申告享受、関連資料記録」

という方式で優遇事項を享受する。優遇事項を享受する企

業は、年間精算・上納を完了してから、審査用の資料を整

備・整理し、税務機構に審査される場合それに応じるもの

とする。。

1.为鼓励企业加大职工教育投入，财政

部、税务总局下发《关于企业职工教育

经费税前扣除政策的通知》（财税

〔2018〕51 号），企业发生的职工教

育经费支出，不超过工资薪金总额 8%

的部分，准予在计算企业所得税应纳税

所得额时扣除；超过部分，准予在以后

纳税年度结转扣除。

2.为减轻企业负担，鼓励投资创业，财

政部、国家税务总局下发《关于对营业

账簿减免印花税的通知》（财税

〔2018〕50 号），2018 年 5 月 1 日起，

对按万分之五税率贴花的资金账簿减半

征收印花税，对按件贴花五元的其他账

簿免征印花税。

3.为引导企业加大设备、器具投资力

度，财政部、税务总局下发《关于设备

器具扣除有关企业所得税政策的通知》

（财税〔2018〕54 号），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。

4.为优化税收环境，有效落实企业所得

税各项优惠政策，国家税务总局修订了

《企业所得税优惠政策事项办理办法》

（国家税务总局公告 2018 年第 23

号），企业享受优惠事项采取“自行判

别、申报享受、相关资料留存备查”的

办理方式。企业享受优惠事项的，应当

在完成年度汇算清缴后，将留存备查资

料归集齐全并整理完成，以备税务机关

核查。

専門 正直 効率



2018 年 5 月 25 日 19:30 至 20:30，

百福润通过喜马拉雅直播的方式举办了 2018

年第五期老板沙龙活动，沙龙主题为 “ 税

改环境下出口退税政策调整”。

本期老板沙龙由百福润出口退税部部门

经理史晓萌老师主讲，史老师是中级会计

师，在百福润有 3 年工作经验，有深厚的理

论功底和丰富的实践经验。

史老师首先向大家解读了关于调整增值

税税率的通知(财税[2018]32 号)等最新政

策，自 2018 年 5 月 1日起，原适用 17%税率

且出口退税率为 17%的出口货物，出口退税率

调整至 16%。原适用 11%税率且出口退税率为

11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率

调整至 10%。其他出口货物、跨境应税行为的

退税率不变。

国家税务总局下发的《关于出口退免税

申报有关问题公告》（国家税务总局公告

2018 年第 16 号），规定出口企业和其他单位

申报出口退（免）税时，不再进行退（免）

税预申报。我们建议：出口企业在申报退税

前，先通过“数据自检”模块上传数据进行

检查，实现最终无疑点且信息齐全后再进行

申报，这样可以提前发现并解决问题，提高

退税的效率。生产企业在当月没有出口时，

取消零申报手续。文件明确“出口退（免）

税企业分类管理类别为四类的”必须收汇后

才能进行出口退税的申报。

针对企业咨询频率比较高的问题“企业

2018 年 5 月 1 日以前采购并出口了一批货

物，供应商 5 月 1日之前未开具发票，5.1之

后供应商说无法开具 17%的发票了,是这样的

吗？”史老师结合政策给予了明确的解答。

纳税义务发生时间在 5 月 1 日之前的业务，

还是适用原来 17%、11%的税率纳税，按照

17%、11%开具发票；纳税义务发生时间在

5 月 1 日之后的业务，则适用调整后的

16%、10%新税率。

本次沙龙让客户朋友们了解到最新政

策，业务与出口退税顺畅衔接的注意事项，

朋友们表示收获颇多。

2018 年 5 月 25 日 19：30-20：30、百福潤がヒマラヤ生放送の方式で

2018 年第 5 回オーナーサロンの活動を実施した。サロンのテーマは

「税改革背景で輸出分税金返却政策の調整」であった。

今回のオーナーサロンは百福潤の輸出の税金返却部門マネージャで

ある史暁萌先生が講師を担当した。史先生は中級会計士であり、百福

潤で 3年間も務めている、豊富な理論と実践経験を持っている。

史先生は、増値税税率を調整する通知（財税「2018」32 号）等最新

の政策を説明した。2018 年 5 月 1 日から、原 17％に適用され、輸出還

付税率も 17％の輸出対象貨物について、その輸出還付税率を 16％に調

整し、原 11％に適用され、輸出還付税率も 11％の輸出対象貨物グロー

バル納税すべき行為について、その輸出還付税率を 10％に調整した。

そのた輸出貨物グローバル納税すべき行為の還付税率が変化なしとす

る。

国家税務総局が発行した「輸出還付・免税申告に関する問題の公

告」（国家税務総局公告 2018 年第 16 号）に、輸出する企業とそのた

組織が輸出分税金還付・免税を申告するとき、事前申告が不要にな

る。弊社提案：輸出する企業が税金還付を申告する時、「データ自己

検査」モジュールでデータをアップロードし検査を行って、全部の情

報に問題がなければ申告を実施する。これで早めに問題を発見・解決

できる。税金返却を効率的に実施できる。生産企業が一か月間内に輸

出を実施しなかった場合のゼロ申告手続きをキャンセルした。文書に

は、「輸出分税金還付・免税企業分類管理類別が四類であれば」為替

入金したのみ輸出分税金還付の申告を実施可と明確している。

企業によく聞かれている「2018 年 5 月 1 日以前購入した貨物を輸出

したが、仕入先が 5 月 1 日まで発票を発行しなければ、5.1 以後 17％

の発票を発行できなくなったか」に対して、史先生は明確的に回答し

た。納税義務の発生日が 5 月 1 日までの業務について、元の 17％・

11％の税率に適用され、17％・ 11％の税率で発票を発行する；納税義

務の発生日が 5 月 1 日以後の業務について、調整後の 16％・ 10％の新

しい税率に適用される。

今回のサロンで、最新の政策をシェアし、お客様の業務と輸出分税

金還付との関わりについて注意すべき事項をシェアし、よく勉強にな

ったとフィードバックされた。

百福润
老板
沙龙
百福潤
ｵｰﾅｰｻﾛ
ﾝ



中原集团（TRUNG NGUYEN）创立于

1996 年，1998 年第 1 家咖啡店在胡志明市

开业并发展到整个越南，是越南第一咖啡

品牌。

最好的原料、世界一流的工艺、不可

复制的配方及热爱咖啡的精神，这些要素

铸就了中原咖啡的独特性，深受消费者的

青睐。TNG 研发的速溶咖啡系列、烘焙研磨

咖啡系列等产品满足了咖啡爱好者不同品

味的需求。

目前中原咖啡在越南有 20 万个分销点

（POS），有 60 家直营/加盟咖啡店，有 5

家咖啡生产工厂。中原咖啡售卖已超过 150

亿杯，出口到 60 多个国家包括美国、英

国、法国、意大利等，是国际会议如亚欧

会议、亚太经合组织、世界经济论坛等会

议的专用咖啡。

为更好的拓展中国市场，中原集团于

2017 年 9 月份在上海设立代表处。百福润

运用国际化视野及本土服务于外资企业方

面丰富的经验，为上海代表处提供财税外

包，审计等服务，解答企业日常经营过程

中遇到的财税相关问题，为企业合规账务

处理，帮助企业防控财税风险。

关于中原集团的更多信息，欢迎访

问：www.trungnguyen.com.vn

中原グループ（TRUNG NGUYEN）は 1996 年成立し、

1998 年ホーチミン市で初めてのコーヒー屋が開業さ

れ、ベトナム全国に進出し、ベトナム第一のコーヒー

ブランドになる。

最高の原材料、世界一流の工程、複製されない構成

及びコーヒーへの熱心、これらの要素が中原コーヒー

の特徴になり、消費者で愛用されている。TNG が研究

開発したインスタントコーヒーシリーズ、焙煎挽きコ

ーヒーシリーズ等製品がコーヒー夢中者のそれぞれの

ニーズに満足した。

現在、中原コーヒーがベトナムに 20 万拠点（POS）、

60 直管/加盟のお店、5 社製造工場を持っている。中原

コーヒーがすでに 150 億もうりだされ、アメリカ・イ

ギリス・フランス・イタリア等 60 ヵ国に輸出され、

ASEM ・ APEC ・ WEF 等国際会議の指名コーヒーであ

る。

中国の市場をより展開するために、中原グループが

2017 年 9 月に上海で拠点を成立した。百福潤がグロー

バル視野及び外資企業と提携する豊富な経験を以て、

上海拠点に対して財務・税務アウトソーシング・会計

審査等サービスを提供し、企業日常経営における財

務・税務に係る問題を回答し、企業帳簿の処理をコン

プライアンスさせ、税務・税務リスクの防止・把握を

協力する。

中原グループに関しては、www.trungnguyen.com.vn

にご覧ください。

与百福润
的合作
百福潤と
の提携

线上沙龙：百福润 2018 年第六期老板

沙龙

主题：如何建立健全高企会计核算体系

时间：2018 年 6 月 29 日 星期五

19:30 至 20:30

オンラインサロン：百福潤 2018 年第 6回オ

ーナーサロン

テーマ：高級企業の会計計算システムをど

のように構築・改善するか

期日：2018 年 6 月 29 日 金

19：30-20：30

Key
Dates

全シリーズ製品-挽き立てコーヒーシリーズ
TNG 全シリーズ製品—インスタントコーヒ

ーシリーズ
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Q1：弊社のある契約では、契約履行を三つ段階に分け

て、三つの支払日になる。30％‐30％‐40％と仮定す

る。この場合、納税義務の発生期日をどのように判断す

るか？最近ちょうど増値税税率が変動し、この契約期間

内が二つの税率が生じたが、どのように処理するか？

A：増値税納税義務の発生期間によって税率を確定する。

分譲の場合、契約で約定した支払日が納税義務の発生日

になり、発票を発行すべき期日である。例えば、向こう

の支払日の一つが 5.1 以前、調整前の 17％、11％に適用

されるが、次の二つの支払日が 5.1 以後だったら調整後

の 16％、10％に適用される。

Q2：財税（2018）54 号文書で企業が新しく購入した設

備・器具の単位価値が 500 万元未満の場合、当期のコス

トに一括的にいれることが可とし、上納すべき所得額か

ら控除され、償却にならないと定めたが、これから 500

万元未満の設備が直接にコストに入れることができる意

味のか？

A：この書類の意味は、単位価値が 500 万元未満の場合、

税務には当期内に一括的に所得税税込控除を可とする

が、会計には、固定資産使用年間数を確定された方法に

よって償却されるが、税務と会計には差別が出る。

百福润最新动
态
百福润同仁司龄：
 李蓓蓓（客户发展部）

- 10 周年

 郗富云（客户发展部）

- 8 周年

 兰泽华（国内一部，中级

会计师）

- 7 周年

 刘全蓉（客户发展部）

- 5 周年

 史晓萌（退税部，中级会

计师）

- 3 周年

 陈琪（运营支持部）

- 2 周年

百福潤最新動向
百福潤ﾒﾝﾊﾞｰ入社年
数：

李蓓蓓（客先発展部）

- 満 10 年

郗富云（客先発展部）

- 満 8年

蘭澤華（国内一部、中級会計

士）

- 満 7年

劉全蓉（客先発展部）

- 満 5年

史暁萌（税金返却部、中級会

計士）

- 満 3年

陳琪（運営支持部）

- 満 2年

Q1：我单位有一笔合同，根据合同履

行分成了三个阶段，对应三个收款日

期，例如 30%-30%-40%。请问这种

情况如何判断纳税义务发生时间？最

近正好碰上增值税税率变动，这笔合

同横跨两个税率，实务中如何处理？

A:按照增值税纳税义务的发生时间来

判断适用税率，这里采用的是分期收

款的方式。书面合同约定的收款日期

就是纳税义务发生时间，也就是我们

应当开具发票的时间。比如说收款日

期，其中有一个是在 5.1 之前，那么

就是用调整前的 17%、11%的税率，

如果后面的两个收款日期是在 5.1 之

后,就应当适用调整后的 16%、10%

的税率。

Q2：财税〔2018〕54 号文规定企业

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。请问这个

文件的意思是不超过 500万的设备以

后就可以直接记入费用里吗？

A：该文件的意思是单价不超过 500

万的设备、器具，在税务上可以当

年一次性进行所得税税前扣除，但

在会计上，需要在固定资产使用寿

命内，按照确定的方法对应计折旧

额进行系统分摊，因此会产生税会

差异。


