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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. 増値税制度を充実させ、納税者の税負担を軽減さ

せるため、財政部・国家税務総局は『増値税税率の

調整に関する通知』（財税〔2018〕32 号）を配布

し、納税者の増値税課税販売行為又は輸入貨物につ

いて、本来 17%と 11%の税率を適用していた場合、税

率がそれぞれ 16%、10%に調整される。増値税税率が

6%、10%、16%という三ランクに調整されることにな

った。リンク

2. 中小零細企業の発展をさらに支援するため、財政

部、税務総局は『増値税小規模納税者の基準の統一

に関する通知』（財税〔2018〕33 号）を配布し、生

産類、商業貿易類の増値税小規模納税者の基準を年

間増値税を徴収すべき売上高 500 万元及びそれ以下

に統一した。既に増値税一般納税者として登記した

機構と個人は、2018 年 12 月 31 日までに、小規模納

税者に登記変更できる。その未控除の仕入税額は振

替として処理される。リンク

3. 税務システムの「放管服」（行政簡素化と権限委

譲・監督管理の強化・サービスの最適化）という改

革の要求を深く貫き、徹底させるため、国家税務総

局は『企業所得税の資産損失資料の保存の関連事項

に関する公告』（国家税務総局公告 2018 年第 15

号）を制定し、企業の資産損失資料送付の取消を明

確にした。企業の資産損失資料の保存要求により、

公告の規定が 2017 年度及びそれ以降の企業所得税確

定申告に適用される。リンク

4. 国務院の李克強総理の主宰のもとで 4 月 25 日に

国務院常務会議が開催され、さらに「企業所得税半

額免除の優遇政策を享受する零細企業の年間課税所

得額の上限を、50 万元から 100 万元に引き上げる」

など 7つの減税措置が決定され、起業イノベーショ

ンと零細企業の発展を支援し、市場の活力を強化す

ることになった。リンク

1. 为完善增值税制度，降低纳税人税

负，财政部、国家税务总局下发《关于

调整增值税税率的通知》（财税

〔2018〕32 号），纳税人发生增值税

应税销售行为或者进口货物，原适用

17% 和 11% 税率的，税率分别调整为

16% 、 10% 。增值税税率调整为

6% ，10%，16%三档税率。详情链接

2. 为了进一步支持中小微企业发展，

财政部、税务总局下发《关于统一增值

税小规模纳税人标准的通知》（财税

〔2018〕33 号），将生产类、商贸类

的增值税小规模纳税人标准统一为年应

征增值税销售额 500 万元及以下。已

登记为增值税一般纳税人的单位和个

人，在 2018 年 12 月 31 日前，可转

登记为小规模纳税人，其未抵扣的进项

税额作转出处理。详情链接

3. 为深入贯彻落实税务系统“放管

服”改革要求，国家税务总局制定了

《关于企业所得税资产损失资料留存

备查有关事项的公告》（国家税务总

局公告 2018 年第 15 号）. 明确取

消企业资产损失报送资料， 企业资产

损失资料留存备查要求，公告规定适

用于 2017 年度及以后年度企业所得

税汇算清缴。详情链接

4.国务院总理李克强 4 月 25 日主持

召开国务院常务会议，决定再推出“将

享受减半征收企业所得税优惠政策的小
微企业年应纳税所得额上限，从 50 万

元提高到 100 万元”等 7 项减税措
施，支持创业创新和小微企业发展，增

强市场活力。详情链接
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2018 年 4 月 27 日下午，百福润在青

岛市南办公室举行了 2018 年第四期老板沙

龙活动，沙龙主题为 “ 财务动态风险管

理”。

本期老板沙龙由百福润审计部&欧美一

部部门经理陈静老师主讲，陈老师是中级会

计师，已通过注册会计师专业阶段考试，在

百福润有 11 年工作经验，有深厚的理论功

底和丰富的实践经验。

陈老师首先向大家解读了降低增值税税

率、统一增值税小规模纳税人标准等最新政

策，对朋友们关心的两个热点问题给予了解

答，企业 5 月 1 日以后取得 5 月 1 日前

开具的 17%或 11%专票，只要在 360 天内

认证，仍然可以抵扣。企业在 5 月 1 日前

购买货物，取得 17%税率专票，按规定抵扣

了， 5 月 1 日后销售（按一般计税方

法），适用 16%税率。

5 月 1 日起，增值税纳税申报比对管

理操作规程（试行）开始执行。如下三种情

况，税控盘将被锁死：未开票收入栏填写负

数、进项税额转出栏金额为负数、申报免税

销售额或者即征即退优惠政策未备案。企业

应合规开具发票，以避免税控盘被锁后无法

及时开具发票带来的不便和损失。

随着大数据系统的不断完善，各部门之

间信息共享，对企业申报信息的准确性、一

致性提出了更高的要求。陈老师结合工作中

遇到的案例，列举了未按规定建账核算、购

进物品与经营业务不符、应付账款长期挂

账、管理费用显著高于同行业等情况引起税

务稽查的情况，让客户朋友们了解到合规经

营、合规账务处理的重要性，朋友们表示收

获颇多。

2018 年 4 月 27 日午後、百福潤は青島市南オフィスで 2018

年第四回社長サロンを開催した。テーマは「財務動向リス

ク管理」である。

今回の社長サロンは百福潤監査部＆欧米一部の部門マネ

ージャーで、中級会計士の陳静先生が講座を担当する。陳

先生は既に公認会計士の専門段階の試験に合格し、百福潤

に 11 年間勤務し、しっかりした理論的基礎知識と豊かな

実践経験を誇っている。

陳先生はまず増値税税率の引き下げや増値税小規模納税

者の基準の統一など最新の政策について解読し、みんなが

関心を寄せている二つの焦点について解答してくれた。企

業が 5 月 1 日以降に取得した 5 月 1 日前に発行した 17％

又は 11％の専用領収書について、360 日以内に認証さえ受

ければ、控除できる。企業が 5 月 1 日前に貨物を購入し、

17％税率の専用領収書を取得し、規定通りに控除した場

合、5 月 1 日以降に販売（一般課税方法によって）する

際、16％の税率を適用する。

5 月 1 日から、増値税納税申告照合管理操作規程（試

行）の執行が始まる。下記の三つの状況が発生した場合、

税控盤（税金統制用ソフトのインストールディスク）がハ

ングアップされる。領収書未発行収入欄の記入がマイナス

である場合、仕入税額振替欄の金額がマイナスである場

合、免税売上高又は即時徴収即時還付の優遇政策を申告す

る際に届け出なかった場合。税控盤がハングアップされた

後、タイムリーに領収書を発行できないことによる不便さ

と損失を避けるため、企業は法規に準拠して領収書を発行

しなければならない。

ビッグデータシステムの絶えざる改善に従って、各部門

の間で情報が共有され、企業申告情報の正確性・一致性が

一層求められるようになった。陳先生は仕事上の事例と結

びつけ、規定通りに会計項目を設けて計算しなかったり、

購入した物品が経営業務と一致しなかったり、買掛金が長

期的に帳付したり、管理費用が明らかに同業より高いなど

の状況によって税務調査を受ける状況を列挙し、顧客にコ

ンプライアンスの経営と帳簿処理の重要性を理解させた。

みんなが得るところが多かったと述べている。

百福润
老板沙龙

百福潤
社長サロ
ン



迈耶西纺织机械（上海）有限公司

（Mayer & Cie. CN）系德国迈耶西股份有

限公司（Mayer & Cie GmbH & Co. KG） 在

中国设立的全资子公司。其前身是 2002 年

成立的迈耶西针织圆纬机（上海）有限公

司。

德国迈耶西股份有限公司（ Mayer &

Cie GmbH & Co. KG）是世界顶级的针织大

圆机制造商，迄今拥有 110 年的大圆机生

产及研发制造经验，始终处于针织大圆机行

业的领先地位，所生产的大圆机销售至全球

160 多个国家和地区，拥有很高的市场占有

率和良好的市场口碑。

目前迈耶西组装生产的针织大圆机分为

三个系列产品：单面机 MSC3.2II 系列，筒

径 30”， 34”，针距有 24E-36E；双面机

MDC3.2II 系列，筒径 34 ” ，针距有

24E-28E；单面开幅机 MSC3.2II OW 系列，

筒径 30”，34”，针距有 24E-36E。并且

销售与上述产品配套的零配件，并提供相关

的调试、维修服务。

百福润为迈耶西提供公司财务顾问、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提供咨

询指导服务，帮助企业防控财税风险。

关于迈耶西的更多信息，欢迎访问：

http://www.mayercie.com/en/home/

マヤーシー紡績機械（上海）有限公司（Mayer & Cie.

CN）はドイツのマヤーシー株式有限公司（Mayer & Cie

GmbH & Co. KG）中国で設立した完全子会社である。その

前身は 2002 年に成立したマヤーシーニッティング円形

緯編み機（上海）有限公司である。

ドイツのマヤーシー株式有限公司（ Mayer & Cie GmbH

& Co. KG）は世界でもトップクラスのニッティング丸編

み機のメーカーであり、今まで 110 年の丸編み機生産及

び研究開発の経験を誇っており、始終ニッティング丸編

み機業界をリードし続け、その生産した丸編み機が世界

161 余りの国と地域に販売され、非常に高い市場シェアと

好評を獲得している。

現在マヤーシーの組立・生産したニッティング丸編み

機が三つのシリーズの製品に分かれている。モノサイド

マシン MSC3.2II シリーズ、筒径が 30”、 34”で、針

目ピッチが 24E-36E である。ダブルサイドマシン

MDC3.2II シリーズ、筒径が 34 ”で、針目ピッチが

24E-28E である。モノサイド拡布機 MSC3.2II OW シリー

ズ、筒径が 30”、34”で、針目ピッチが 24E-36E であ

る。さらに上記の製品とセットになる部品を販売し、関

連の試験調整、補修サービスを提供している。

百福潤はマヤーシーに会社の財務顧問、監査などのサ

ービスを提供し、企業の日常的経営における財税関連の

問題を解答し、企業にコンプライアンスの帳簿処理につ

いて諮問指導サービスを提供し、財税リスクの予防・コ

ントロールについて企業を助ける。

マヤーシーに関するより多くの情報は下記のサイトへ

http://www.mayercie.com/en/home/

与百福润
的合作
百福潤と
の提携

线上沙龙：百福润 2018 年第五期老板

沙龙

主题：税改环境下出口退税政策调整

时间：2018 年 5 月 25 日 星期五

19:30 至 20:30

オンラインサロン：百福潤 2018年第四回

社長サロン

テーマ：税制改革の下での輸出税還付政

策の調整

時間：2018年 5月 25日 金曜日 午後 7
時半から 8時半

Key
Dates
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Q：企業が建物で投資して会社を設立する場合、増値

税及び土地増値税を納める必要があるか。お願いし

ます！

A:建物で投資して株式を取得した場合、販売とみな

して増値税を納めなければならない。財税[2016]36号

公文書の規定により、サービス・無形資産又は不動

産を販売することは、有償でサービスを提供し、有

償で無形資産又は不動産を譲渡することを指す。有

償というのは貨幣・貨物とその他の経済的利益の取

得を含む。投資して株式を取得した場合、必ず所有

権の移転が伴い、同時に株式の取得は経済的利益の

取得になるため、増値税を納めなければならない。

土地増値税を納めるか否かについて、投資企業と

投資を受ける企業が不動産企業であるかによる。双

方のうち、いずれの一方が不動産企業である場合、

土地増値税を納めなければならない。双方とも不動

産企業でない場合、当分土地増値税が免除される。

『企業の制度改造・再編に関する土地増値税政策に

ついての財政部・国家税務総局の通知』（財税

〔2015〕5号）の規定により、機構・個人が制度改

造・再編の際、国有土地・建物で投資する場合、国

有土地・建物の所有権の帰属が移転・変更された投

資を受ける企業に対して、当分土地増値税を徴収し

ないことになっている。ただし、上記の制度改造・

再編に関する土地増値税政策は不動産開発企業に適

用しない。

百福润最新动
态

百福润同仁司龄：
 赵琨（崂山部，产假中）

- 12 周年

 程晓娜（运营支持部）

- 5 周年

百福潤の最新動向

百福潤での勤続年

数：
趙琨（崂山部、育児休暇

中）

- 12 年

程晓娜（運営支持部）

- 5 年

Q：企业以房屋投资设立公司，是

否要缴纳增值税及土地增值税？谢

谢！

A：以房屋投资入股应当视同销售

缴纳增值税。根据财税[2016]36

号文件规定，销售服务、无形资产

或者不动产，是指有偿提供服务、

有偿转让无形资产或者不动产。有

偿的概念包括取得货币、货物和其

他经济利益，投资入股一定有所有

权转移，同时取得股权就是取得了

经济利益，所以应当缴纳增值税。

土地增值税是否缴纳，要区分投资

和被投资企业是否是房地产企业，

双方只要一方是房地产企业就要缴

纳土地增值税，双方都不是房地产

企业可以暂免征收土地增值税。根

据《财政部、国家税务总局关于企

业改制重组有关土地增值税政策的

通知》（财税〔2015〕5 号）规

定，单位、个人在改制重组时以国

有土地、房屋进行投资，对其将国

有土地、房屋权属转移、变更到被

投资的企业，暂不征土地增值税。

但上述改制重组有关土地增值税政

策不适用于房地产开发企业。


