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中国の国家税務総局（以下「税務総局」）は2016年 （1） 事前確認申請に関する変更点
当該公告によると、事前確認は通常、税務機関が企業
10月11日付で「事前確認管理の規範化に関する公告」
（国家税務総局公告2016年第64号：以下「 64号公告」 に対して企業の申請意向を受け入れた旨を記載する「税
又は「当該公告」）を公布した。税務総局が2016年6月 務事項通知書」を送付した日が帰属する年度から直近の
に「関連者間取引申告と同期資料と管理に関する公 3年 間 に て、 各 年 度 に お け る 関 連 者 間 取 引 の 金 額 が
告」＊1（国家税務総局公告2016年第42号：以下「42号 4,000万元以上の企業に適用される。
公告」
）を公布して以降、当該公告は「特別納税調整実

本規定から分かるのは、あらゆる企業が税務機関に事

の関連内容に係る中国の特別納税調整税制でもう一つの

以下の条件を満たす企業が最終的には税務機関に事前確

イルストーンでもある。当該公告は2号文の事前確認管

■

施弁法（試行）」
（国税発［2009］2号：以下「2号通達」
） 前確認の申請意向を提出することができるものの、
通常、
重要な法規であり、中国事前確認制度の管理におけるマ
理の関連内容を修正したものであり、2016年12月1日
に施行されることになり、2号文第六章の事前確認管理
に関する章は同時に廃止される。

事前確認は税務紛争を事前に解決し、税収の確実性を

引き上げる有効な手段であり、特に二国間事前確認又は
多国間事前確認は異なる課税管轄権との税収紛争を事前

認協議を締結することになる。

税務機関は企業の申請意向を受け入れる

■

税務機関が「税務事項通知書」を送付した日が帰属

する年度から直近の3年間にて、各年度における関

連者間取引の金額が4,000万元以上である
2号文第六章の関連規定 ＊2と比べて、当該公告は関

連者間取引の金額のみに条件を設けている。関連者間取
引の金額は以前の法規と同じであるが、3年間の時間範

に解決でき、二重課税を有効的に回避することができる。 囲を規定することで企業の継続経営と関連者間取引の連
税源浸食と利益移転（以下「 BEPS」）の行動14「紛争
解決メカニズムの効果的な実施」にて、事前確認におけ

続性に注目し、
実際には適用企業に高い要求を提示する。

2号文にて規定のあった「法により関連申告の法定義務

る相互協議の効果性と効率性の向上が掲げられている。 を履行すること」、さらには「規定に従って同期資料を

64号公告は中国税務機関が税務実務において積極的に
BEPS行動を実行する上での一つの成果であり、中国税

準備、保存及び提出すること」という二つの条件は実質

の規範化に対する注目度の高さを示したものであり、さ

は同期資料を準備していない場合、税務機関は企業が提

務機関の事前確認に対する前向きな態度、及び管理制度
らに中国の税務機関の移転価格管理における技術水準と
作業効率性の向上も体現しようとしたものである。

全体から見れば、当該公告は中国新たな税収管理の環

境にて、申請資格、事前確認協議締結の手順、遡及適用
期間、申請資料等の事前確認に関する事項に関する規定
をさらに明確化、中国の将来的な事前確認管理へ大きな

的に取り消されておらず、つまり当該公告第6条による

と、関連規定に基づいて関連申告をしていない場合、又
出した意向書を拒否することができるとされた。

その他、納税者が意向書を提出する場合又は正式申請

する場合、税務機関は優先して受理できる場合、又は拒
否できる場合について列挙する形で明確に記載してい
る。詳細は下表のとおりである。

影響をもたらすことになる。

＊1 詳しい情報はこちら：http://www.blxqds.gov.cn/art/2016/10/18/art_3232_118586.html
＊2

2号通達第六章四十八条、事前確認は通常次の条件をすべて満たす企業に適用される。1）年度取引金額が4000万元以
上 2）法に従い関連申告義務を履行している 3）規定により同期資料を準備、保存および提供している。
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優先受理ができる場合

意向書の拒否ができる場合

■ 企業の関連申告及び同期資料が完全で合理的であり、
開示内容も十分である
■ 企業の納税信用等級がA級である
■ 税務機関が企業に対して特別納税調査及び調整を行い、
かつ案件が終了している
■ 事前確認の実施期間が満了となって企業が更新を申請
し、さらに事前確認に影響を与える事実と経営環境に
実質的な変化が生じない
■ 企業の提出した申請資料が完備されたものであり、バ
リューチェーン及びサプライチェーンに対する分析が
完全かつ明確であり、コストセービング及びマーケッ
トプレミアムなどの地域性特殊要因を十分に考慮し、
適用する価格設定原則及び計算方法が合理的である
■ 企業が積極的に税務機関の事前確認協議の業務に協力
する
■ 二国間あるいは多国間事前確認を申請する場合、事前
確認にかかわる相手国の主管税務当局が強く交渉・締
結を要望し、事前確認を重視している
■ その他事前確認の協議に有利である

■ 税務機関が既に企業に対して特別納税調整の立案調査、
あるいはその他の税務案件調査を実施しており、かつ
その結論が出ていない場合
■ 関連規定に基づいて年度関連業務往来報告表を記入・
申告していない場合
■ 関連規定に基づいて同期資料を準備、保存及び提供し
ていない場合
■ 予備会談段階において税務機関と企業が合意に至らな
かった場合

事前確認を通じて税収安定性の実現を望む企業がます

中国企業の多国籍企業グループのバリューチェーンにお

ます増えることが見込まれるため、事前確認の申請意向

正式申請の拒否ができる場合

■ 事前確認草案が採用する価格設定原則と算定方法が不
合理で、かつ企業が協議及び調整を拒否する
■ 企業が関連資料の提出を拒否する、あるいは提出した
資料が税務機関の要求に合致せず、適時に修正又は訂
正を行わない場合
■ 企業が税務機関による機能とリスクに関する現地イン
タビューの実施に協力しない場合
■ その他事前確認に適さない状況がある場合

ける貢献がその利益率に対する影響について注目する必

がある納税者は、如何に税務機関に申請が受け入れられ、 要もある。
優先して審査され、さらに申請の成功率を上げてもらう

かが将来事前確認を申請する場合に重要な要素となる。 （2） 締結過程にかかわる各級税務機関
実務では中国税務機関は事前確認申請を受理する場合、

事前確認は関与する国家税務主管当局の数により、一

コストセービング、マーケットプレミアムなどの地域性

国間、二国間及び多国間の3種類に分けられる。既存規

バリューチェーンあるいはサプライチェーンに対する分

わる税務機関に対して、以下のとおり更に詳しく説明し

の特殊優位性の定量分析に係る要求を提示し、また更に
析に注目する。そのため、納税者は事前確認申請の実行
可能性を改めて評価し、中国マーケットの経済要素及び

事前確認の種類

定に基づき、64号公告は異なる種類の事前確認がかか
ている。

複数の税務機関、又は同時に国家及び地方税務機関にかかわるか
関与なし

一国

主管税務機関

二国間あるいは
多国間

税務総局及び
主管税務機関

申請段階
税務総局及びその指定
する税務機関に提出

関与あり

締結段階

国家税務総局が企業と一国のみの事前確認協
議書を締結すること、指定の税務機関が企業
と一国事前確認協議書を締結すること、さら
には各主管税務機関が企業と個別に一国事前
確認協議書を締結することも可能注
国家税務総局が統括

注：一国のみの事前確認が同時に一つの省における二つ又は二つ以上の主管税務機関にかかわり、かつ国家税務局あるいは地方税務局の
どちらかのみにかかわる場合、省の税務機関が統括する。
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（3） 事前確認手続の変更点

当該公告は、「事前確認の協議及び実施には通常、予

備会談、意向の協議・締結、分析・評価、正式申請、協

の変化は企業の全面経営状況及び関連者間取引状況を分
析し、かつ事前確認申請草案における価格設定原則及び
計算方法の合理性を評価することは税務機関が企業の正

議・締結及び実施監督の6つの段階がある」と記載する。 式申請の提出を受け入れるか否かに対して、非常に重要

2号文の関連規定 ＊3と比べて、当該公告は「審査・評価」 であると十分に説明できる。
を「分析・評価」に変更し、正式申請を分析・評価の後
2号文と比べて、一国間、二国間及び多国間事前確認
に調整する。

における内容と手続の差異について、当該公告は一国の

を高めるため、税務機関は分析・評価の手続段階を前倒

び申請草案に含まれる内容につき、以下のとおりそれぞ

事前確認の実務操作にて、正式協議・締結段階の効率

しにした。当該公告は規範性文書で事前確認協議の実務
手続を確認し、具体的な手続の要求を細分化する。手続

手続
第一段階
予備会談
第二段階

意向の
協議・締結
第三段階

分析・評価
第四段階
正式申請

第五段階

協議・締結

第六段

実施状況の監督

み、二国間及び多国間事前確認における予備会談申請及
れ規定する。

変更点

■ 国家税務総局、主管税務機関に『事前確認予備会談申請書』を提出する必要があると明確にする
■ 企業が説明する必要な内容を増やす。例えば、市場状況の説明、コストセービング、マーケットプ
レミアム等の地域性の特殊優位性が存在するか否かの説明、国際二重課税にかかわるか否か及びそ
の説明

■ 企業は税務機関に『事前確認協議意向書』を提出し、かつ事前確認申請草案を提出しなければなら
ない
■ 事前確認申請草案の内容を増やす。例えば、適用年度、バリューチェーンあるいはサプライチェー
ンに対する分析、及びコストセービング、マーケットプレミアム等の地域性の特殊優位性について
の考慮等
■ 分析・評価の一般原則は独立取引原則と明確する
■ 税務機関が分析・評価する内容を増やす。例えば、関連者間取引データ分析、バリューチェーン分
析、貢献分析
■ 税務機関は機能及びリスクに関して現場インタビューを行うことができると規定する
■

税務機関は正式申請書を受け入れる・拒否する場合を明確にする

■ 一国事前確認草案を作成する税務機関を変更。すなわち、企業が一国のみの事前確認を申請する場
合、国家税務総局に確認させる必要がなくなる
■ 事前確認協議書本文内容を増やす。例えば、事前確認協議書の継続申請、一国のみの事前確認の情
報交換など
■ 二国間あるいは多国間事前確認が企業に通知する方式を変更。すなわち、国家税務総局は事前確認
協議書を主管税務機関に転送してから、主管税務機関は企業に交付する
■ 事前確認追加納税（税金還付）に関する条項を追加する
■ 企業の事前確認実施状況に関する年度報告を提出する時間は納税年度終了後5カ月以内から6カ月
以内に延長される
■ 電子版の年度報告の提出を要求する
■ 税務機関は実施期間における利益水準が四分位レンジ内にある監督を強化し、かつ企業が実質的な
変化が生じた場合、資料の提出に関する規定を続ける

BEPS行動14に基づき、BEPSの参加国はできる限り
24カ月以内に相互協議案件を解決しなければならな

間を短くし、効率を高めるために、事前確認の締結及び

様に拘束されている。中国税務機関は正式締結段階の時

いて実践する上での方法である。

い

＊4。二国間あるいは多国間事前確認締結の時間も同

＊3

実施手続の調整を通じて、意向の協議・締結といった関
連準備作業を繰り上げる。これはBEPS行動を中国にお

2号文第六章第四十六条により，事前確認の協議・締結び実施には通常、予備会談､正式申請、審査・評価、協議、締結
および実施の監督の6つの段階がある。

＊4 BEPS行動14「紛争解決メカニズムの効果的な実施」段落18を参照。
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また、上述の締結及び実施手続にかかわる具体的な内

容について、納税者は次の点について関心と注意を持つ
べきである。

（ⅰ） 事前確認申請草案：64号公告は、バリューチェ

ーン分析、地域性の特殊優位性分析等の内容を明
確にして、またバリューチェーン分析及び地域性
の特殊優位性分析を十分に考慮する企業が提出し
た申請を優先して受理することができる。

（ⅱ） 資料提出期限の延期規定：64号公告は、2号文に
て締結手続の各段階にて提出する資料の期限要求
を廃止、それに対する「事前確認正式申請書」の
提出に関する延期規定も廃止される。しかし、事
前確認の実施期間において企業に実質的な変化が

生じた場合の延期報告の規定しか保留されない。

利益率の加重平均値が四分位レンジの中央値を下
回り、かつ中央値まで調整しない場合、税務機関
は継続申請を受理しないと規定されている。

実務において、事前確認実施期間における納税者
の利益水準が継続的に中央値を下回るがために継
続申請できない事例があった。64号公告の当該

規定は中国税務機関が実務経験をまとめた結果で
ある。企業は事前確認実施期間において、より厳
格に関連者間取引における取引価格を管理する必
要がある。各年度の利益水準が四分位レンジ内に
収めるのみならず、事前確認実施期間全体におい
て各年度の加重平均結果が中央値以上にならなく
てはならない。下回る場合は継続申請ができない
結果となる。

税務機関は全体手続の進捗及び時間を一層管理す （ⅳ） 追加納税（税金還付）：これまでの事前確認にお
ることになると見られる。企業としては事前確認

いて税金還付の実例はほとんどないが、相互協議

理及び関連資料の準備に注意を払い、また税務機

確な規定がない場合、相互協議の結果による税金

の締結過程において事前に計画を作成し、日程管
関と良好な交流を維持することにより、期限以内
に資料の未提出を回避することが可能である。

（ⅲ） 利益水準の監督：事前確認の実施期間において、
企業の実際の経営結果が事前確認の予測の価格あ

の場合、税金還付の可能性が確かに存在する。明
還付が必要になっても、企業は税金還付を獲得す
ることが困難である。64号公告はこのような状

況を明確にし、企業は事前確認によって税金還付
を受けられる可能性がある。

るいは利益のレンジから外れた場合、2号文は事 （4） 事前確認適用年度及び遡及期間の調整及び
前確認が確定された価格あるいは利益レンジ内に
調整することが要求される。しかし、64号公告

において、税務機関が利益率を四分位レンジの中

明確
2号文における規定を基礎として、当該公告は事前確

認の適用年度及び遡及期間を調整して以下のとおり明確

央値まで調整することができると明確化された。 にした。
また、当該公告に基づき、企業の各年度における

2号文第六章

64号公告

適用
年度

企業の申請意向を受け入れた旨を記載する
企業が正式申請書を提出した年度の翌年度
「税務事項通知書」を送付した日が帰属す
以降3年から5年の連続する年度における
る年度から3年から5年の連続する年度に
関連者間取引
おける関連者間取引

遡及
期間

企業の申請年度あるいはそれ以前の年度の
関連取引が、事前確認の適用年度と同じあ
るいは類似する場合、企業が申請し、税務
機関の承認を得た上で、事前確認により決
定された価格設定原則と計算方法を申請年
度あるいはそれ以前の年度の関連取引の評
価及び調整に適用することができる。

企業の以前の年度の関連者間取引が事前確
認の適用年度と同じあるいは類似する場
合、企業が申請し、税務機関は事前確認に
より決定された価格設定原則と計算方法を
以前の年度の当該関連者間取引の評価及び
調整に適用することができる。遡及期間は
最長10年である。

当該公告は遡及期間を明確にした点において、BEPS

行動14の関連規定 と一致する。中国税務機関が事前確
認の遡及適用をある程度受け入れたことは、特別納税調

主要変化

開始年度は正式申請を
提出した年度の翌年で
はなく、税務機関が申
請意向を受け入れた当
年度
以前の規定を継続し、
かつ遡及期間は最長
10年 で あ る こ と を 明
確にする。

業の間の関係を緩和する意味において積極的な意義を持
っている。

査更正の代替案とされることを示し、関連者間取引結果 （5） 一国のみの事前確認の情報交換
の確定性を高め、遵守コストを低下させ、税務機関と企
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制への対抗」は、有害税制への対抗実務として透明性の

3） 事前確認及び特別納税調整

る特定税収裁定に税務機関の間の強制・自発的な情報交

とならない年度及び対象外の関連者間取引に対する税務

うち、国を跨る一国のみの事前確認協議は納税者に対す

と規定している。2号文の第六章の関連規定

向上を初めてのタスクとするとしている。納税者に対す
換のフレームは透明度を高める最優ルートであり、その
る6種の特定税収裁定の一種として情報交換も要求され
る。

上述の背景の下、当該公告は一国のみの事前確認の情

報交換の内容を新たに増やし、国家安全にかかわる情報
以外、国家税務総局は国際条約、協定、協議などの関連

当該公告は事前確認の協議は、企業の事前確認の対象

機関の特別納税調査・調整と監督管理に影響を与えない
＊5と比べ

て、当該公告は時間範囲及び取引種類という二つの観点
から影響を与えない特別納税調査・調整の範囲を限定さ
せることを明確にして、あいまいな点を避けて、有効的
に実施するとした。

規定に従い、2016年4月1日以降に締結した一国のみの （7） デロイト中国のコメント
事前確認の情報について他の国家（地区）の税務主管当

当該公告は中国の移転価格管理の新しい指針となるも

局と交換する。当該情報の交換は移転価格同期資料の要

のであり、中国税務機関の近年における事前確認分野で

のみの事前確認状況の開示を要求し、それに関連する自

関が移転価格を重視することを示すのみでなく、中国税

求と関連し、特に、マスターファイルにグループの一国

の実務を総括するものでもある。当該公告は中国税務機

発的な情報交換は税務機関の情報の利便性を提供する。 務機関が積極的に中国事前確認を推し進め、納税者への

BEPS行動計画が主張したグローバルの税務環境の透明
化と一致するものといえる。

サービス水準を高める一貫的な主張を示したものといえ
る。当該公告は中国の事前確認管理の発展のための新た
なマイルストーンであり、内容及び考え方については中

（6） その他
1） 事前確認手続の一時停止、終了

国経済の環境の特徴を十分に考慮した上で、先進国の税

当該公告は事前確認手続の一時停止、終了するケース

について、事前確認協議書の締結前、実施期間それぞれ
にて明確にした。例えば、申請企業が必要資料を提供し

務機関の管理水準に近づけようとしたものである。これ
により、中国の事前確認管理は積極的かつ効率的になる
と期待される。

実務経験から見れば、中国税務機関は事前確認申請の

なかったり、虚偽あるいは不完全な資料をしたり、さら

受理にますます慎重で、
かつ厳格になっている。これは、

は事前確認手続を一時停止、終了することができる。し

るテクニカル水準が上がっていることを示す一方、中国

にはその他協力的でない状況があった場合に、税務機関
たがって、事前確認手続の一時停止、終了による可能な
損失を避けるため、企業が関連する申請資料の準備にさ
らに慎重に行う必要がある。

2） 継続申請
当該公告は2号文の関連規定を続け、企業の各年度に
おける利益率の加重平均値が四分位レンジの中央値を下
回り、かつ中央値まで調整しない場合、税務機関は継続
申請を受理しないという要求を新たに追加した。

＊5

中国税務機関の情報収集、業界研究といった審査におけ
税務機関の国際税務分野における地位及び関与度合が向
上していることを現しているともいえる。当該公告と従

来の規定の変化を比較すると、
新たな締結手続の細分化、
申請資料の要求、後期の実施期間の監督管理は中国税務

機関の実務成果を踏まえた上でBEPS行動計画の中国に
おける実施を加速させるものと見られる。

以

上

BEPS行動14『紛争解決メカニズムの効果的な実施』段落33「時間限定に従う前提の下で、適当な条件で事前確認の適
用を過年度に遡及することを許される。」を参照。
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