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　年金支給額の上昇をおさえる「マクロ経済スライド」を強化する国民
年金法改正案が国会で可決された。今回の年金法改正案には、現役世
代の将来の年金受給水準を維持するため、賃金の変動に合わせて年金
額を改定する仕組みが盛り込まれている。
　これまでは物価よりも賃金が下がった場合には、原則として物価分だ
けしか支給額を減らさない仕組みになっていたが、新ルールでは、賃金
が減るならばそれだけ現役世代が苦しくなり、年金制度を支える力も弱
まるので、賃金が減った分と同じだけ年金も減ることになる。
　さらに今回の法案には、年金受給者の増加や現役世代の減少に合わ
せて、年金支給額を毎年小刻みに切り下げていく「マクロ経済スライド」と
呼ばれる仕組みの見直しも盛り込まれている。今回の対策のほかにも、制
度の持続可能性を高めるためには、年金の受給開始年齢の見直しや、私
的年金の充実などの大きな改革が避けて通れない状況となっている。
　内閣府調査によると、公的年金をもらえる額から支払った額を差し引
いた生涯収支を世代間で比べると1955年生まれ(62歳)世代の収支は数
千円のプラスに縮小し、それ以下の世代の収支はマイナスになる。最も

損をする1985年生まれ(32歳)は712万円の受け取り不足になる。今後も
少子高齢化が改善されない場合、年金の受給開始年齢も段階的に70歳
以上に引き上げていかざるを得ない状況だ。
　もはや自分の年金は自分で作る時代、将来的な年金削減リスクに備
えて、アジア随一の国際金融センターである香港の金融商品を活用する
メリットについて詳しく知りたい方は、「海外で作る自分年金セミナー」
に参加されてみてはどうだろうか？ 香港・深圳での個別相談会は随時
開催しているので、気軽に問い合わせてみると良い。

中国の傑作古典「紅楼夢」を原作にしたオペラ
香港アートフェスティバルにて上演
　「三国志演義」「西遊記」などと並び、中国五大小説の一つとされる
「紅楼夢（Dream of the Red Chamber）」。名家、賈氏一族の御曹司、賈
宝玉（かほうぎょく）と、プライドの高い美しい少女林黛玉（りんたい
ぎょく）、気立てのよいしっかり者の薛宝釵（せつほうさ）をはじめとす
る、彼を取り巻く12人の女性との物語と、一族の栄枯盛衰を描いた同
作を原作にしたオペラが、今年45回目を迎える香港アートフェスティバ
ルのハイライトとして、3月17日、18日に上演される。サンフランシスコオ
ペラとの共同制作となる本作品は、美術監督にアカデミー賞受賞歴のあ
る葉錦添（ティム・イップ）を迎え、中国版「源氏物語」ともいわれる120章
からなる壮大な物語を、こちらもトニー賞の受賞歴がある中国系アメリ
カ人の劇作家David Henry Hwang（デビッド・ヘンリー・ファン）が国際

的なオペラ大作へと仕上げた。アメリカの名門である同オペラの演者
たちが魅せる超一流の演奏と歌や踊りとともに、悠久の歴史のなか、
中国人に常に愛されてきた物語を堪能しよう！

紅楼夢（Dream of the Red Chamber）
日時：3月17日（金）19:30、18日（土）19:30
言語：英語（英語及び中国語の字幕あり） 
料金：HKD380～HKD1,080
ウェブ：www.hk.artsfestival.org/en/programmes/sfo-hkaf-dream-of-red-chamber

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「自分の年金は自分で作る時代」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
1月14日（土）14:00～16:00香港上環オフィス
1月15日（日）14:00～16:00 深圳粤海酒店
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
HP：www.kenshin.com.hk
香港携帯：(852)9062-0532　中国携帯：(86)136-9184-0363

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibition YellowKorner presents 
'From the Sky'  by Andy Yeung

～1月11日

中環の2か所のギャラリーで開催中
　香港の実力派写真家Andy Yeungによる写真展が、中環（セントラル）のPMQ内とハリ

ウッドロード沿いのフォトギャラリー「YellowKorner」で開催中だ。同写真展では「世界

で最も人口密度の高い都市、香港で、人々がどのように生きているのかをいつもとは違

う視点から伝えたかった」という思いから、アンディが2カ月にわたり、上環（ションワン）、

湾仔（ワンチャイ）、深水埗（シャムスイポー）などのエリアを、ドローン（無人飛行機）を

使って上空から撮影した写真が展示されている。空から見た数百万人が生活する都会

のジャングルは、立ち並ぶデコボコでカラフルなビルがまるでブロックのようで思わず

目を奪われる作品ばかり。尚、展示されている写真はHKD1,000から購入することもでき

る。お気に入りの一枚を探してあなただけの「香港」を独り占めしてみては。

香港でも大人気のコリアンブランド
　アジアンファッションのトレンドを発信し続ける「K-Style Lab」が、昨年

末、銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエアにポップストア第1号

店をオープン！ 洋服

だけでなく、アクセサ

リーやコスメまで揃

うマルチブランドブ

ティックに是非足を

運んでみて！

K-Style Lab
Times Square店オープン

AsiaWorld-Expo Arena, Chek Lap Kok
20:00～
www.hkticketing.com/events/LTMETAL0117
シート席: HKD1,280、HKD980、HKD780、HKD580 
スタンディング:HKD1,280、HKD980

Shop 1001B, 10/F., Times Square, 
1 Matheson St., CWB
12:00～16:00、18:00～22:30
(852)2375-0800

Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre
www.hkphil.org/Siegfriedpodcast
HKD280、HKD480、HKD780、HKD980

PMQ gallery, 58 Hollywood Rd., Central
10:00～21:00
(852)2578-5888

Shop No. 401, 4/F., Time Square, CWB
10:00～22:00
(852)2555-1135

伝説のヘビーメタルバンドが香港に！
　昨年11月にアルバム「Hardwired…To Self-Destruct」を発売したメタ

リカが、香港でライブを行う。既に全世界で1億以上のアルバムセールス

を叩きだしているマンモスバンドでありながら、南極でライブを行うな

どユニークで媚びない彼らのパフォーマンスが、香港の冬を熱く盛り上

げる！

METALLICA Worldwired tour
2017 HONG KONG

1月20日

15時間の超大作オペラ第2夜
　序章を含め全部で4部からなるワーグナー作の「ニーベルングの指

環」の第2夜「ジークフリート」が尖沙咀（チムサーチョイ）の香港文化中

心で上演される。過去2作を成功へと導いた香港フィルのダイナミック

な演奏とワールドクラスの歌手の美声に酔いしれて。

The Ring Cycle Part 3
Siegfried

1月19、22日

四川料理
雲陽

辛ウマ四川料理で冬を乗り切ろう！
　ミシュランガイドにも掲載されている「雲陽（Yun Yan）」では、四川の定
番料理の火鍋から、辛いのが苦手という人向けの豆腐と野菜がたっぷり
入った煮込み鍋まで、冬にみんなでつついて食べたいホットディッシュが
盛りだくさん。寒い日はこれで決まりだ！

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

香港

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 香港/九龍 インテリジェンス

香港18K～25K
電子部品商社の営業。価格交渉やアフターサー
ビスの提供。★北京語ビジネスレベル。関連
業務経験者は尚可。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港30K
基板実装（EMS）の営業業務全般および管理。
★5年以上の関連経験者か、なくても電子業界の
営業経験あれば検討可。中国出張が可能な方。

香港/新界 インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K
輸出入業務、またシッピングチームのサポート。
サプライヤーとのやり取りの確認（メール内容
のチェック）など。★北京語または広東語ビジ
ネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 30K～50K

営業マネジャー募集。主に財務分析、リースお
よび海外ローン事業（香港・華南地域担当）。
★金融業界での法人営業・海外ローン経験。
普通語・英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 20K～30K
スーパーバイザー職。報告書・翻訳業務、東ア
ジアの各拠点との連絡（リスクマネジメント）。
★金融・銀行業界での最低3～5年の経験。
英語・普通語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～18K香港/新界

貿易商社より商品管理ポジション募集。社内シ
ステム、商品情報、在庫の管理など。★物流や
商品を管理した経験があり、基本的なエクセ
ル操作ができ、明るい方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港香港/香港島 25K～27K

経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

インテリジェンス
香港16K～20K香港/香港島

電子デバイス企業より、シニアマネジャー募集。
ローカライズされたソフトウェアのテスト等。
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～30K

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

22K～25K
旅行代理店の秘書業務。役員のサポート、ビジ
ネスミーティングの通訳・翻訳補佐など。★秘書
経験があり、5年以上の社会人経験がある方。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍 15K～17K
アシスタントポジション。レポート作成（海外
会議、予算、戦略など）。★分析・戦略が得意で、
ロジカルに考えられる方。PCスキルの高い方。

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス金型、
プレス加工技術（金属製品）管理経験3年以上。
製造部門での管理職経験が豊富な方。語学
不問。

インテリジェンス
深圳東莞

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K香港/香港島 調達担当（フォローセールス含む）。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界 20K～25K
食品メーカーより、CS募集。店舗イメージや、
バウチャーの企画・準備、報告書作成など。
★3～5年のマーケティング経験者尚可。

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
マスコミ・広告・デザイン 香港/新界 20K

Web制作サポート全般。自社サイトの立ち上
げサポート、サイト管理・運用など。★記事企画・
編集の経験者。

東莞 RMB
20K～30K 華南WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

品質管理部長。

香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

HKD
60～80/hrオフィスワーク（短期）。香港/九龍

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

HKD
60～80/hrオフィスワーク（パートタイム）。香港/九龍

インテリジェンス
広州

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

広州
日系大手企業で保育園/園長職。★1）日本の
保育士資格保有者。2）日本の保育園か幼稚園
の管理経験がある方。【語学力】不問（通訳を付
けることも可能）。

RMB18K～
(相談可）

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 高級串揚げ専門店での料理長。 30K～35K
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香港＆広東

今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/新界 18K～20K

日本食材を扱う貿易商社でSales Supervisor
を募集。営業チームの管理、既存顧客のフォ
ローと新規開拓。業界問わず5年程度の営業
経験を持つ方、もしくは飲食業界での営業
経験者歓迎。

RGF 香港サービス系/外食・フード 香港/香港島 25K～30K
高級日本料理店でHead Chefを募集。品質、
メニュー、サービス全般、スタッフ管理。5年以上
の飲食店での調理経験者。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 22K～28K香港/九龍

香港系金融機関で日本人営業担当者を募集。
日本人顧客のフォローアップ、投資セミナーの実施、
ビジネスパートナーへの営業企画提案など。個人
ノルマ無し。IIQE(1、3、5)/IIQAS(1、3、5)/ 
PIBE/CIB等の保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港22K～28K香港/香港島

外資系オンライン化粧品販売企業で日本の
Country Marketing Executiveを募集。日本
Marketの開拓と化粧品、ラグジュアリー商品の
販売、ウェブサイトの翻訳等。ウェブマーケティン
グや化粧品・美容関連商品の業界経験者歓迎。

営業・販売系/小売・流通

香港/香港島 20K～25K RGF 香港
日系大手総合商社での電子部品関連の営業職。
既存顧客のフォローと新規顧客開拓、発送
管理などの業務。3年程度の営業経験のある
方。英語または北京語必須。

RGF 香港25K～35K香港/香港島

外資系投資・経営コンサルタント会社
Associateの募集。投資銀行でのM＆A業務、
バイアウトファンドでの投資業務、メーカーの
経営企画部およびマーケティング部での業務
経験者優遇。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 35K～45K

米系金融データ提供会社の香港支社にて、
日本人のSales Marketing Managerを募集。
APAC内で、セミナー企画等のマーケティング
活動。金融業界での営業経験と株式・債券インデッ
クス、マクロ経済指標に関する知識を有する方。

香港/香港島

営業・販売系/商社

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

香港/香港島 22K～26K
インターネットソリューション・Ｅコマースを提供
する会社にて経理総務の担当者。事業会社もし
くは会計事務所で経理の実務経験が3年程度
ある方。総務人事業務の経験者歓迎。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～25K香港/香港島

投資用資産管理会社にて日本人顧客に対する
Business Development Managerを募集。日本人
顧客のフォローアップ、投資セミナーの実施、クライ
アント各社への提案。IIQE paper1、3、5保持者優
遇。北京語、広東語または英語ビジネスレベル。

営業・販売系/金融・保険 RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容 28K～32K香港/九龍

美容サービス事業の運営管理者の募集。コン
サルティング業界で経営企画・営業戦略立案、
KPI管理、BtoCマーケティング等の経験者、
もしくは小売流通業界で地域統括・スーパー
バイザーの経験者。

RGF 香港 RGF 香港営業・販売系/商社 日本 30K～38K
スマートフォンの電子デバイスリサイクルを行う
米系企業にて営業マネジャーの募集。携帯電話、
銀行、保険業界などでの法人営業の経験者。
英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～23K香港/新界

日系大手物流会社にてカスタマーサービスの
募集。重要な日系顧客への対応一般と、要望を
社内オペレーションへ伝達、調整する業務。物流
業界経験者歓迎。北京語、広東語または英語
ビジネスレベル。

RGF 香港
営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

18K～25K香港/香港島

教育機関で香港と中国の日本人顧客開拓。新規
訴求方法の提案やオンライン、面談などで顧客
とコンタクト。イベントやセミナーの実施やその
付随ツール等の作成。英語ビジネスレベル必要。

17K～20K技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

日本に本社のある電線の地中配線工事を請け
負うエンジニアリング会社で、施工技術者の
募集。1～2年の研修後、本社もしくは香港支社
を基点として世界各地で業務。出張有り。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界 50K～75K

大手日系企業の包装事業部責任者の募集。食品
包装用資材の生産技術に関する研究開発、もし
くは生産管理の実務経験を有する方。中国で
の営業経験のある方優遇。北京語または英語
の出来る方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 40K～80K

日系金融機関にて日本人向けプライベート
バンカーを募集。金融機関（銀行、証券会社、
投信会社等）で5年以上の勤務経験があり、運用
会社での投資信託・債権の営業経験が3年以上
ある方。SFC Type1保持者歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

20K～35K香港/九龍

日系大手メーカーでエグゼクティブ・アシスタ
ントの募集。業界情報の収集と報告や本社と
の連絡のアシスタント業務。また、中国やアジ
ア諸国への出張する場合もある。英語または
北京語ビジネスレベル必須。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

28K～35K香港/新界

日系大手製造企業にて日本語Executive 
Assistantを募集。各部のSenior Manager
のサポート、本社との連絡や必要資料の日本語
での作成など。秘書業務経験者優遇。英語、
北京語もしくは広東語の出来る方歓迎。

RGF 香港香港/新界技術系（IT・通信）/商社 24K～30K
処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてＥコ
マース担当者の募集。日本と香港Marketでの
SEO対策、Webサイトの更新など。デジタル
マーケティングに興味ある方、経験者優遇。

RGF 香港香港/新界営業・販売系/小売・流通 30K～35K

日系大手物流企業にて営業担当者を募集。
新規顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。
５年程度のフォワーディング業務または輸出入
業務経験のある方。ビジネスレベルの英語もし
くは北京語、広東語が必要。

RGF 香港日本

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東香港&広東

税額通知書（賦課決定通知書）
PROFIT TAX Assessment Demanding Tax for 20xx/xx 
(and Notice for Payment of Provisional Tax for 20xx/xx)
(フォーム-I.R.C.1931＝通知１ページ目左下に記載) 

　各法人が提出した税務申告書に基づき税務

局IRDが査定の結果、納税が必要な場合に発行

されるフォームです。P.1の査定結果とP.2の税

金計算書Profit Tax Computationを確認し、問

題がなければ、P.3のバウチャーPayment Voucher（請求

書）に記載された期限までに支払います。支払手段は、バ

ウチャーの裏面に記載のとおり、銀行ATM、小切手の郵送、

郵便局、コンビニ（HKD5,000以下の場合のみ）など各種用

意されています。この期限に遅れた場合、査定額の5％分、

半年を経過した場合はさらに最大10％分のペナルティが

課せられますので注意してください。

　実際の通知文に注記をつけていますので、以下のポ

イントに留意いただきながらご覧ください。

　ポイントの1つ目は、予定納税（Provisional Tax、予納）と

いう仕組みです。香港は、日本の申告納税制度（申告と同

時に納税）とは異なり、賦課（ふか）納税制度という、税務局

が申告に基づき税を査定し、納税者に通知し、その後よう

やく納税される仕組みを採っています。そのため、当局は

企業活動からまる1年か2年遅れてようやく税金を徴収で

きることになります。この遅れの対応策として、前もって次

年度の見込み税を徴収するのが予定納税です。この予納

は、次の年度も当年度と同じ所得があるとみなして計算さ

れます。つまり、新規に設立した会社が利益を得た場合、初

めての税務申告ではほぼ2倍の納税が必要となります。逆

に、利益が前年より落ち込んだ会社の場合は、前年に多め

に納めた分が還付されることもあります。

　2つ目は、IRDは年度によって（優遇）租税措置

Tax Measureを設けていることです。2015/16年

度の場合、法人税は最高HKD20,000を上限とし

て75％減税されます。ただし、次年度も同じ措

置が講じられるかは未定なので、予納の額面か

らは優遇分は減額されません。

　3つ目は納税を2回に分けての分割払いTwo installments

を認めていることです。ただし、この分割払いは会計年度

末が12月1日～31日（D Code）と同1月1日～3月31日（M 

Code）の会社に対してのみ適用され、同4月1日～11月30日

（N Code）の会社は適用外（＝要

一括払い）です。2回払いの場合で

も、期限を先延ばしできるのは予

定納税額の25％分のみという計

算になります。もちろん、1回目の

期限までに全額まとめて納税して

も構いません。  

異議申し立てと再査定
　税額通知書の査定結果に異議

がある場合はオブジェクション

（Objection）、また予定納税を留

保したい場合はホールドオー

バー（Holding Over：期間延長・先

送りの意）と呼ばれる申し立てが

できます。いずれも発行日からお

よそ1か月位以内に書面で通知が

必要です。

　この通知書ですが、早い場合に

は申告後2週間程度、遅いとおよ

そ半年後に発行されます。この時

点で何も税務局から指摘がなくて

も、IRD側で疑義を見つけた場合

は申請後7年は後から指摘が来る

可能性があります。一方で、申告者

側も、7年以内は税務局に再査定

を依頼することができます

（Section70A(1)申請）。例えば、法

人税計算の誤りに気付かず申請

し、そのまま税務局の査定を通過して税金を支払ってし

まったケースでは、この申請により過払い金が還付されて

います。

　後編では、これ以外の査定通知についての解説を、ホー

ルドオーバーや再査定の申請についても、追って別の回で

解説したいと思います。

KRSコンサルタンツ　リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127　日本語担当：クルス、ヘンリー、シバタ
ウェブ: www.krsconsul.com

法
人
税
の
査
定
︿
前
編
﹀—

税
額
通
知
書

今回のコラムでは、法人税査定の解説の前編として、税額通知書について解説いたします。
なお、法人税の申告（課税対象所得・控除・減価償却）については、
弊社ウェブサイトのブログ記事に掲載しておりますので、ご参照いただければ幸いです。

【I.R.C.1931 Page 1】ケース：本年の査定対象利益2,345,678、昨年の予定納税額567,890

We have assesed you based on the tax return you filed.
 提出された税務申告書をもとに、下記の通り査定した 　　　＄　　

Final tax 2015/16 assesd (see tax computation overleaf) 367,037
　2015/16最終決定税額➀（裏面の税金計算書参照）

Less: Net provisional tax 2015/16 charged 567,890
　減算：前年度支払済の2015/16予定納税額③

Balance of tax repayable 200,853 ④

　昨年-本年の残高【➀より③の方が大きいため、還付Repayable。納税の場合はPayable】

Less: Provisional tax 2016/17 387,037 ②

　減算：2016/17予定納税額②（裏面の税金計算書参照）

　【上段の残高が還付のため減算Lessとなっているが、概念上は加算Add】

Total tax payable 186,184
 支払うべき納税額　総額　　（-④）＋②

The total tax payable is due on 01 Nov 2016
納税の締め切りは2016/11/1

but we will accept payment of tax by two instalments
as follows:
ただし下記の通り２回に分けての分割支払いも可

  1st installemt to be paid no later than 01 NOV 2016 89,425
　分割払い１回目の支払期限　2016/11/1　【昨年-本年の残高④の100％と予定納税②の75％。(-④)＋②×0.75】

  2st installemt to be paid no later than 03 JAN 2017 96,759
　分割払い２回目の支払期限　2016/1/3　【予定納税②の25％。②×0.25】 186,184

【I.R.C.1931 Page 2 (P1裏面)】

PROFIT TAX COMPUTATION 2015/16年度最後評税 2016/17年度暫繳税

法人税計算書 本年度査定税額 翌年度予定納税額

　　(Final) 　(Provisional)
＄ ＄

Assesable profits 2,345,678 2,345,678
査定対象利益【翌年の利益も同額とみなして予定納税額を決定】

tax on    $2,147,310 @ 16.50% 387,037
$2,147,310 @ 16.50% 387,037

387,037 387,037
Less: Tax reduction,capped at 20,000
減算：本年度の税の優遇措置、最高HKD20,000免税 367,037 ➀ 387,037 ②

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港&深圳

●日本の有休消化率、 3年ぶりの最下位に！！ 
　有給休暇取得の義務化など法改正の話題も出ている
日本が、今年は3年ぶりに世界最下位の有休消化率とい
う結果になった。2013年以降回復を見せていた日本
だったが、昨年の60%を10%も下回り、そして2014年、
2015年ワーストであった韓国を3%下回り世界最下位に
返り咲くこととなってしまった。 

●休みを取っていないのに、世界一「休み不足」と
感じてない日本人 
　日本人は有休消化率が世界一低いにも関わらず、「休
みが不足している」と感じる人は約3割で、世界一休みを
欲しがっていないこともわかった。 

　ちなみに、休み不足と感じる人が最も多かったスペ
インは、30日も付与されている上に有休消化率は100%
なのに、現状の支給日数にも満足していないようだ。 
 
●日本人は休みを取ることに「罪悪感」、職場の空
気を読んで取っていない！？
　休みを取ることに「罪悪感がある」と考える日本人の割
合は約6割にものぼり、韓国に次いで世界で2番目に多
い結果となった。また、日本人が休みを取らない理由の
TOP2で職場の環境があげられており、そのうち「同僚が
休んでいない」と考える人の割合は世界一多いことがわ
かった。日本では自身の休みよりも職場の空気を読むこ
とが重要視されているのかもしれない。 

●休みに無頓着な日本人。上司とのコミュニケー
ション不足も？ 
　自身の有休支給日数を知らない日本人は約半数にも
登った。これは2位の韓国を2倍以上引き離しダントツで
TOPの結果。また、「あなたの上司は有給休暇を取ること
に協力的ですか？」という質問に対し、3人に1人が「わか
らない」と回答していることは、職場の空気を読んで有休
についてコミュニケーションすらなされておらず、結果、
無頓着とも取れる結果となっているのかもしれない。 
 

●休暇中も「一日中」仕事のメールを見てしまう日
本人 
　日本人の22%が、休暇中にも関わらず仕事のメールを
「一日中」見てしまうと回答。休暇中でも仕事のことが気
になってしまい、 頭から離れていないことが伺える。韓国
に次いで2位の結果となった。 
 
●日本人は長期休暇よりも休みを振り分ける。世界
一の「一人旅好き」も影響？ 
　休みの取り方について聞いてみると、「短い休暇を複
数回取る」と回答した人が57%と世界一多い結果となっ
た。ここでも仕事のスケジュールや人手不足で休みを取
りにくい状況が伺える。 
　また、世界各国の「一人旅を好む」人の割合を見てみ
ると、日本人の約3人に1人が一人旅を好んでおり、これ
も世界一多い結果となった。休みが取りにくい日本人は
家族や友人と休みを合わせることが難しいことから一人
旅の頻度が増え、その結果、一人旅の良さに気付く機会
が多いのかもしれない。

有休消化率、2013年以来3年ぶりに最下位に　
日本人は世界一の休み下手！

世界最大級の総合旅行サイト・エクスペディアの日本語
サイト、 エクスペディア・ジャパンでは、毎年恒例の有給休
暇の国際比較調査を実施した。 世界28ヶ国18歳以上の
有職者男女計9,424人を対象とした2016年の結果は…。 

世界28ヶ国　有給休暇・国際比較調査2016

■アンケート概要
■サンプル数： 計9,424人/28ヶ国
■調査対象： 日本、 アメリカ、 カナダ、 メキシコ、 オーストリア、 
デンマーク、 フランス、 ドイツ、 アイルランド、 イタリア、 オラン
ダ、 ノルウェー、 スペイン、 スウェーデン、 イギリス、 ブラジル、 
オーストラリア、 香港、 インド、 マレーシア、 シンガポール、 韓
国、 タイ、 アラブ首長国連邦、 ニュージーランド、 フィンランド、 
ベルギー、 スイス
■調査期間： 2016年9月12日～29日
■調査方法： インターネットリサーチ

主な国々の有給休暇消化率
国 名 有給日数 有給消化日数 有給消化率

ブラジル 30日 30日 100％
フランス 30日 30日 100％
スペイン 30日 30日 100％
オーストラリア 25日 25日 100％
香 港 14日 14日 100％
イタリア 30日 24日 83％
アメリカ 15日 12日 80％
メキシコ 15日 12日 80％
シンガポール 18日 14日 78％
インド 21日 15日 71％
韓 国 15日 8日 53％
日 本 20日 10日 50％

ビジネス（香港・広東共通）

10 Pocket Page Weekly 06 January 2017 No. 573
B



深圳

深圳

香港＆広東 香港

香港 香港

住
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週
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お
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メ
物
件
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レ
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ト

（所在地） 珠江新城

（間取り） 1LDK　96m²

（環　境） 地下鉄3、5号線珠江新城駅まで徒歩10分

（備　考） 新内装、全室家具・家電付き

（月　額） 10,000元

W マ ン ション

（所在地） 天河区

（間取り） 2LDK　124m²

（環　境） 地下鉄3号線林和西駅 真上

（備　考） 新内装、全室家具・家電付き

 日本語対応

（月　額） 10,000元

天 河 新 作

中 信 マ ン ション

（所在地） 天河区

（間取り） 3LDK　128m²

（環　境） 地下鉄3号線石牌橋駅まで徒歩6分

（備　考） 新内装、全室家具・家電付き

 厳重なセキュリティ

（月　額） 10,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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中国に来て感じるのは、自分軸で生きてる人が多いと
いうこと。
野菜売ってる横でご飯かっこんでるおばちゃんも、
リヤカーで寝てるおっちゃんも、
人の目なんて気にしてない。
時々、「おおっ！！」と感動するような色合わせの服を着
ているおばちゃんにも出会います笑

だからここでは、私も本来の私に戻って、言いたいこと
言って、やりたいことやってます笑笑

日本はどちらかというと「他人軸」の文化。
「人がみてるでしょ。」
「人の気持ちを考えなさい。」
と育てられました。

こんな国民は他にいないと、自分の国を誇りに思います。

けれどその一方で、重い荷物を持ってくれるのも、子供
をあやしてくれるのも、妊婦や老人に席を譲ってくれる
のも中国の方が多かったりする。

なぜだろう？

人は自分が満たされないと人に優しくなれません。
他人のために、他人の顔色を見て人のために一生懸命
頑張っていると、自分は満たされないまま。
やってあげる代わりに、みんなやってもらう「愛」を求め
てる。
けれど、それはいつまでたっても得られない。

なぜなら、他人はコントロールできないからです。

まずは自分を満たすこと、
自分で自分を愛してあげること、

やはり、それしかないんです。

だから自分で自分の気持ちが分かる人に育ててほしい。

お母様の中には、「自分を満たすと言ってもどうしてい
いのかわかりません。」「なにがやりたいのか分かりま
せん。」とおっしゃる方が多いです。

子供は本来自分軸。自分を満たすことしか考えてま
せん。
けれど両親や学校や社会が
「それではダメだ。」
「人の気持ちを考えなさい。」
「人に合わせなさい。」
というものだから、だんだんと自分のやりたいことが分
からなくなっていきます。

今日本は、
2020年からセンター試験が廃止されます。

IB教育(世界の大学を選択できる、掘り下げる、考えさ
せる教育)を普及させています。

社会は「自分が何者かをわかり、それを活かせる人」を
求めています。

だからあなたのお子さんはただただそのままでいい。
お子さんが興味を持っていること、やり続けていることを
認めて伝えてあげてください。

それが個性になっていくから。

連載 第10回 自分軸と他人軸

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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