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税務情報 Q&A 
Q: 北京市税務局発行の「企業所得税実務上操作の政策
指針」の内容とはどのようなものでしょうか？  

（収益認識：みなし販売編） 
 
 
2019 年 11 月、北京市税務局より「企業所
得税実務上操作の政策指針」（以下、「本

政策指針」と略称）が発行された。本政策指針では、企業
所得税上の重点項目について、主に課税所得額の計算や
優遇政策等に関して企業が直面する問題を取り上げて解
説しており、納税者が関連する政策をより深く理解し、合法
的に納税し、納税リスクを事前に低減していく上で、有用な
情報がまとめられている。「放管服」（権力の簡素化、移譲
と管理統合による行政サービスの合理化）を実施している
中国では、税務局による従前の事前管理から、企業による
自己管理（言い換えれば税務局による事後管理）という
トレンドが現在は主流のため、今後も自己判断による税務
処理が必要な企業側にとっても一定の判断の一助となるこ
とが期待される。 
 
1. 「企業所得税実務上操作の政策指針」で網羅する解説範囲 

 
本政策指針においては、企業所得税において、企業が判断を容易にはできないような税務処理上の取り扱いを Q&A 形式
にて解説しており、それ自体は法的効力を持たないものの、その回答の根拠となる税法や関連する公告、通達が記載されて
いるため、一定の判断基準には活用できるものと考えられる（企業ごとに状況が異なるため、本政策指針を唯一の判断基
準として使用することは推奨されない）。 
 
本政策指針で網羅する範囲： 

税目 項目 ポイント 

企 
業 
所 
得 
税 

収入 ①収入認識の遅延或は過少収入認識リスク 
②非現金収入 
➂みなし販売（サンプル品、社員福利としての提供など） 
④流通税の減免、補助金、贈与受領に関する税務処理 

控除 ①収入の獲得との関連性 
②発票及び証憑 
➂資本的支出の計上 
④利子支出（過小資本税制） 
⑤控除項目に関連する税収優遇（研究開発費の加算控除など） 

その
他 

①独立企業原則（移転価格税制） 
②源泉徴収 
➂総機構と分公司間の税務処理 
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以下、本政策指針より日系企業に関連が深いと思われるみなし販売に関する設問ならびに回答を抜粋し紹介する。 
  
2. 事例紹介：みなし販売（サンプル品、社員福利としての提供など） ※原本 P12〜13 より抜粋翻訳 
 
 

 
状況①： 
A 社はビスケットを生産する会社であり、100 箱のビスケットを従業員に提供し、その 1 箱当たりの原価は 70 元、市場小売
価格は 100 元である。中国会計準則に従えば、収益認識、販売原価（振替）とその関連税務処理については、通常の
商品販売の会計処理と同様である。また、当該商品の市場価値と関連税費に基づき従業員手当を確定し、当期損益もし
くは関連資産原価に算入することとなる。 
 
状況②： 
B 社は A 社より 100 箱のビスケットを購入し従業員に提供したが、その販売価格は一箱あたり 100 元である。この会社は外
部購入した商品を非貨幣性の福利費として従業員に提供したが、会計処理上ではみなし販売認識をせず、中国会計準則
規定に基づき当該商品の市場価値と関連税費によって従業員手当を確定し、また当期損益あるいは関連資産の原価に算
入した。よって、B 社は商品の市場価値に基づき、10,000 元を福利厚生費として費用認識をした。 
 
状況③： 
C 社は娯楽学習教育に従事する会社であり、各セッション毎に 500 元の収益となる。販売促進の目的で、C 社は 10 の潜
在顧客に無料セッションを提供した。 
 

 
状況①： 
税務処理上においては、A 社は 2 つの行為に分解する必要がある：1 つ目は商品の市場価値に基づいての 10,000 元の収
益認識、もう 1 つは 7,000 元の振替原価であり、：2 つ目は市場価値の 10,000 元での従業員福利費の認識である。ここ
では税務処理と会計処理が一致するため、納税調整は不要である。 
 
状況②： 
税務処理上はビスケットの市場価値に基づき、みなし販売収入とみなし販売原価を追加認識する必要があるため、税務処
理と会計処理には差異が発生することとなる。 
 
状況③： 
C 社は税務処理上においてのみなし役務提供を認識する必要があり、市場価格 5,000 元のみなし役務提供収入を認識す
る必要があり、また 5,000 元の販売促進費用も認識する必要がある。 
 
3. 考察 
 
中国においては、企業で非貨幣性資産の交換が発生した場合（従業員福利やサンプルなどを含む）には、税務当局を含
む関連部門が別途規定する場合を除き、みなし販売を認識する必要がある。特に上記の国家税務総局 「企業の資産処
分にかかる企業所得税の処理問題に関する通知」（国税函〔2008〕828 号）においては、みなし販売の認識をしなくてもよ
い場合と当該収入を認識すべき場合について、より具体的に規定している1 。 

                                                           
1 詳細は「中国の投資・会計・税務 Q&A 第 6 版」デロイトトーマツ （中央経済社出版） p.622 〜623 を参照 

問： 
各企業において発生する下記のような状況において、みなし販売を認識すべきか否か、関連する費用はどのように控除すべ
きか？ 

答： 
「企業所得税法実施条例」 第二十五条、国家税務総局 「企業の資産処分にかかる企業所得税の処理問題に関す
る通知」（国税函〔2008〕828 号） 第二条、国家税務総局 「企業所得税に関連する問題の公告」（国家税務総
局公告 2016 年第 80 号） 第二条の規定に基づき、当該企業の資産所有権の変更あるいはその役務が広告サービス
に提供された時点でその市場価値に基づいてみなし販売を認識しなければならない。 
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国税函〔2008〕828 号によれば、（当該資産の国外移管を除き）その行為が形式的かつ実質的な資産の所有権の移転
を伴うか否かが判断基準となっており、一部の行為（単なる資産の用途変更、資産の本社機構と分支機構間での移管
等）についてはみなし販売は認識する必要はないとする。一⽅で、上記の①〜③の事例のように実際に資産の所有権が移
転（従業員福利としての提供や顧客への役務試供）される場合には、税務上はみなし販売として収益を認識することを要
求している。 
 
この国税函〔2008〕828 号および本政策指針は企業所得税における指針を示したものであり、みなし販売認識の欠如が原
因で税務上の利益が過少となっていれば、企業所得税上の追徴金（延滞金等含む）が課されることに加えて、増値税にお
ける追加的負担が発生することも懸念される（増値税上のみなし販売と企業所得税上のみなし販売の定義が必ずしも一
致しない点に注意）。一⽅で、実務上はみなし販売を認識しているものの、福利厚生費としての経費算入をしていない場合
には税務負担が生じる。 
 
また、本政策指針の範囲外ではあるが、福利厚生としてのメリットを享受する側（従業員）においての課税処理にも注意が
必要である。企業が福利厚生として従業員向けに貨幣・非貨幣性のメリットを提供した場合には、企業は個人所得税を源
泉徴収するべきとされている。昨今の税務機関の組織再編（国税と地税の合併）により、税務査察においても今までの国
税・地税の区分けはなく全税務を対象とした調査⽅式になっているため、企業所得税上の税務処理確認をすると同時に他
の税務項目への影響も検討するべきと考えられる。 
 
 
【参考】  
 
国税函〔2008〕828 号においてみなし販売を認識する必要のある行為 
 
◇資産をマーケティングまたは販売に使用する 
◇資産を交際に使用する 
◇資産を従業員奨励または福利に使用する 
◇資産を配当金支払いに使用する 
◇資産を対外贈与に使用する 
◇資産の所有権の移転を伴うその他の用途 
 
 
国税函〔2008〕828 号においてみなし販売を認識する必要のない行為 
 
◇資産をその他の製品の生産、製造、加工に使用する 
◇資産の形状、構造または機能を変更する 
◇資産の用途を変更する 
◇資産を本社機構と分支機構の間で移管する 
◇上記のうちの 2 つ以上の状況に合致する場合 
◇資産の所有権の移転を伴わないその他の用途 

以上 
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