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投資情報
資本項目外貨管理の改革と規範化
～外債の自由な人民元転を全国展開～
2016 年 6 月 15 日、中国国家外貨管理局は、「資本項目の人民元転管理政策の改革及び規範化についての通知」（滙
発〔2016〕16 号 以下、“16 号通知”と表記）を公布し、同日施行されました。
16 号通知の主な内容は以下の 4 点です。
① 中国国内企業（中国資本企業と外国資本企業を含むが、金融機関を除く）は、外債により調達した外貨収入を任意
に人民元転することが可能となります。
② 資本項目の外貨収入人民転後の入金口座として、共通の「人民元転後支払待ち口座」を使用することができます。
③ 資本項目の外貨収入の使途として、関連会社への貸付や、銀行の元本保証型理財商品への投資が解禁されまし
た。
④ 資本項目の外貨収入に関する支払管理規定が統一、規範化されました。
以下、詳細を説明します。

1．外債の自由人民元転
従来、外債による外貨収入の人民元転は、支払実需原則に基づき、実際に支払予定がある場合に限定され、企業は支
払取引の証明資料を銀行に提示した上で人民元転を依頼するという管理が行われていました。そのため、企業が為替
レートの変動に対応した人民元転を行うことができず、為替リスクをコントロールできないという問題がありました。
2015 年 8 月より、多国籍企業のクロスボーダー資金集中管理において外債の自由人民元転が試行導入され、同年 12
月に 4 つの自由貿易試験区へ試行範囲を拡大するなど、中国当局は慎重に外債管理規制の緩和策を模索してきまし
た。これらの経験を経て、外債の自由人民元転は 16 号通知の施行により全国へ展開されることとなりました。これによ
って、金融機関を除く中国国内の企業は、支払取引の証明資料を提示することなく、銀行に外債の人民元転を依頼する
ことができるようになりました。
16 号通知により資本項目の人民元転管理政策が統一され、規範化されたことによって、資本金や外債、海外上場によ
る調達資金の還流など、殆どの資本項目の人民元転が企業の自由裁量によって実行できるようになりました。ただし、
外国投資者が会社設立に先行して払込んだ外貨資金のように、支払実需原則に従って人民元転を行う必要のある資
本項目が依然として存在する点には注意する必要があります。
一方、企業は従来の支払実需原則による人民元転を選択することも可能ですが、その際は、過去、人民元転を行った
資金について支払いを行う都度、関連証憑を提示しなければならず、銀行がその真実性と合法性を審査します。

2．「人民元転後支払待ち口座」の使用
従来、資本項目の外貨収入について、企業は、資本金口座、外債口座、借入の返済口座などそれぞれ専用の銀行口
座を開設し、専用口座において人民元転や関連支払を行う必要がありました。そのため、資本項目の外貨収入の使途
がそれぞれ制限され、効率的な資金利用を計画しにくいという問題点がありました。
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2015 年 6 月、「外商投資企業外貨資本金人民元転管理方式の改革についての通知」（滙発〔2015〕19 号、以下、“19 号
通知”と表記）の施行に伴い、「人民元転後支払待ち口座」の使用が導入されました。今回の 16 号通知により、企業が
同一銀行ネットワークに開設した同一名義の資本金口座、国内資産現金化口座、国内再投資口座、外債口座、海外上
場専用口座など資本項目口座から、外貨収入を人民元転したのち直接共通の「人民元転後支払待ち口座」にプーリン
グすることができます。また、「人民元転後支払待ち口座」より、中国国内の再投資や、人民元保証金の支払、外債に係
る元本返済や利息支払、外国資本の減資や引上げなどの支払、海外機構のため中国国内税金の立替え等の支払いを
行うことができます。
ただし、留意すべきは、資本項目外貨口座から「人民元転後支払待ち口座」への資金流入は可能ですが、逆に、「人民
元転後支払待ち口座」の人民元資金で購入した外貨を資本項目外貨口座へ振替ることは禁止されています。また、「人
民元転後支払待ち口座」から担保や保証のために支出された人民元資金は、担保履行の発生や違約等により控除さ
れた金額を除き、必ず「人民元転後支払待ち口座」に戻す必要があります。

【イメージ：「人民元転後支払待ち口座」の利用】
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3．資本項目の外貨収入の使途の管理
資本項目の外貨収入およびその人民元転後の人民元資金の使途について、16 号通知において、使用を禁止する範囲
を明示しています。ただし、19 号通知の施行により、使用を禁止する範囲が縮小され、関連企業への貸付や、銀行の元
本保証型理財商品への投資が解禁され、企業による外貨資金の資産運用が制限付きながら可能となりました。
禁止されている使途は以下の通りです。
① 直接または間接に企業経営範囲外あるいは国の法令法規により禁止された支出
② 直接または間接の証券投資、銀行の元本保証型商品以外の理財商品（別途明確な規定がある場合を除く）
③ 非関連企業への貸付（経営範囲により明確に許可された場合を除く）
④ 不動産会社以外の企業による、自家用目的ではない不動産の建設や購入
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4．資本項目資金の支払管理
16 号通知では、資本項目の外貨収入の人民元転のタイミングについて、企業の裁量に委ねますが、外貨資金や人民
元転後の人民元資金による支払は、従来通り、支払事実を証明する関連証憑を銀行に提示する必要があります。

【イメージ図】
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5．まとめ
16 号通知により、資本項目の外貨収入の管理政策が統一、規範化されました。現行法規により制限されているものを
除き、ほとんどの資本項目の外貨収入について、企業の裁量で外貨収入の 100％まで自由人民元転を選択することが
できます。また、人民元転比率は暫定的に 100％としていますが、経済状況により変更される可能性がありますので、留
意する必要があります。
また、資本項目の外貨収入の使用において、「人民元転後支払待ち口座」を共用できますので、今まで資本項目の外貨
収入の使用はそれぞれの専用用途に制限されていましたが、ひとつの財布にプーリングすることで、自由に様々な支出
に充てることができ、資金効率の向上等の効果が期待できます。
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税務情報
中国国家税務総局が関連者間取引申告と同期資料の管理に関する公告を公布
～デロイト中国発行 「Tax Analysis」～
中国の国家税務総局（以下「税務総局」）は 2016 年 6 月 29 日付けで、「関連者間取引申告と同期資料管理の整備に関
する公告」1 （国家税務総局公告 2016 年 42 号、以下「42 号公告」または「公告」） を公布した。昨年公表された「特別納
税調整実施弁法」のディスカッションドラフト （以下「ディスカッションドラフト」）2 は、「特別納税調整実施弁法（試行）」
（国税発[2009]2 号により公布、以下「2 号文」）を全面的に改正するものであったが、公告は関連者間取引申告と同期
資料の管理に関する内容のみを改正するものである。特別納税調整に関するその他の規定については、今後、財税部
門が関連の通達を公布するものと見込まれる。当該公告は 2016 年度以降の会計年度に適用され、「特別納税調整実
施弁法（試行）」の第二章、第三章、第 74 条および第 89 条と、現行の年度関連者間取引報告表（国税発[2008]114 号
により公布）は同時に廃止される。

全体として、公告は経済協力開発機構（以下「OECD」）の税源浸食と利益移転（Base Erosion and Profit Shifting,、以下
「BEPS」）の行動 13 の報告書における勧告の内容を反映しているが、その一方で、近年における中国税務機関の移転
価格分野における実務経験と技術的な立場（例えば、取引価格に対する地域性特殊要因の影響等）も反映している。
一定の要件を満たす納税者は、国別報告書と、マスター文書、ローカル文書および特殊事項文書を含む同期資料を準
備しなければならない。これらの報告書および文書に関する要求は、2015 年 9 月に公表されたディスカッションドラフト
にも含まれていたものである。この新しい規定により、納税者はより厳しく、複雑なコンプライアンスを求められるようにな
る。

当該公告は中国の移転価格に関するコンプライアンスの新しい指針となるものであり、BEPS 行動 13 と密接に関連する
だけでなく、中国税務機関の近年における移転価格分野での実務を総括するものでもある。また、今後における移転価
格管理の新しいスタートともなる。当該公告の公布は、BEPS 行動 13 の勧告が中国において実施されることを意味し、
中国の移転価格分野の発展の新たなマイルストーンでもある。

1． 関連関係および関連者間取引の認定
公告に規定される関連関係の類型および認定の基準は、基本的にはディスカッションドラフトと同じであり、自然人によ
る持分の共同保有、貸借資金が払込資本金に占める割合等を含む認定条件について、より詳細に規定されている。ま
た、“実質的なその他の共同利益を有する”という原則に従い、関連関係を認定することを明確にした。パブリックコメン
トを十分に考慮し、公告では、董事、高級管理者等の条件に基づく関連関係の認定に関して、具体的な判定基準（例え
ば、人数、職位に関する具体的な要求）を明確にし、実際に運用する際の指針を提供している。そのほか、関連関係に

1
2

全文（中国語原文）は国家税務総局のウェブサイトを参照：
ディスカッションドラフトは 2015 年 9 月 17 日に国家税務総局から公布された。全文は国家税務総局のウェブサイトを参照：
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は変化が生じる可能性もあることを考慮し、公告では“実際の存続期間に基づき関連関係を認定する”というルールを
追記した。

公告では、関連者間取引の範囲と類型についてより詳細に規定し、有形資産、金融資産（持分投資を含む）、無形資産、
資金融通（グループのキャッシュプーリング、保証費および各種の利付前払いと延払いを含む）、役務取引等の各関連
者間取引の範囲を詳しく説明している。また、公告では、無形資産の具体的な内容について、ディスカッションドラフトに
はなかったものも列挙している。例えば、企業秘密、顧客リスト、販売ルート、フランチャイズ経営権、政府許可等である。

2． 関連者間取引申告
主な変更点
公告の添付として、税務総局は納税申告の重要資料となる「中華人民共和国企業年度関連者間取引報告表（2016 年
版）」（以下「新関連者間取引申告表」）およびその記入説明も公布した。同時に、従来の「中華人民共和国企業年度関
連者間取引報告表」（以下「旧関連者間取引申告表」）は廃止される。旧関連者間取引申告表と比べ、新関連者間取引
申告表では、年度企業所得税年度納税申告表と類似する番号システムを採用している。申告表は従来の 9 種類から 14
種類に増え、企業が記入し、提供すべき情報もより詳細なものになった。新関連者間取引申告表では主に、金融資産
取引表、権益投資表、コストシェアリング表、国外関連者情報表、年度関連者間取引財務状況分析表（従来、同期資料
の添付資料として要求されていたものである。新関連者間取引申告表では区分の基準についても説明する必要がある）
および国別報告書が追加された。（新旧関連者間取引申告表の比較については、添付を参照。）

旧関連者間取引申告表と比べて、新関連者間取引申告表は表の数が増え、記入すべき内容もより詳細になった。新関
連者間取引申告表の全体の内容は、税務機関が必要とする関連者および関連者間取引に関する情報を反映する一方、
現代企業の実際経営状況も考慮したものとなっており、納税者が申告表に記入する際の不確定性を低減することにな
る。これも、中国税務機関が BEPS 行動計画の勧告を受け入れたことの表れであり、今後、国別報告書の情報交換を行
う上での基礎ともなる。.

新関連者間取引申告表の各表の間には、ロジック関係のある個所が多くあるため、納税者は各表に記入する際、記入
説明にある“表間関係”の項目を参照し、各表の間の情報の一貫性を保つように留意しなければならない。同時に、監
査報告書、関連者間取引申告表、同期資料および関連する契約書の届出データ等の公開情報との間のロジック関係
にも留意する必要がある。

国別報告書
新関連者間取引申告表では、国別報告書が導入された。国別報告書の提出者は中国語版と英語版を同時に提出する
ことを求められているようである。ディスカッションドラフトと比べて、国別報告書の提出が必要となる納税者の条件は変
わっていない。その条件は次のとおりである。
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当該居住者企業が多国籍企業グループの最終持株企業であり、かつ当該最終持株企業の前会計年度の連結
財務諸表における各種の収入金額の合計が55億元を超える。



当該居住者企業が多国籍企業グループによって国別報告書の提出企業と指定されている。

国別報告書と関連する、公告における最終持株企業およびメンバー実体の定義は、BEPS 行動 13 の最終報告書にお
けるそれと基本的に一致している。当該公告では、“国家の安全”に関わる中国企業の国別情報の提出義務を免除して
いる。このような“国家の安全”に関わる情報の開示義務の免除は他国の規定においても見られるものであり、公告に
おける規定が特別なわけではない。同時に、当該公告では、国別報告書に関して、他国の税務主管当局と情報交換を
行う権限、および何らかの理由で国別報告書を入手できていない場合に、特別納税調査を実施するときに国別報告書
を提出するよう現地企業に要求する権限を税務機関に与えている。

提出期限
公告に基づき、企業は年度企業所得税納税申告表を提出するとき、即ち会計年度終了後の確定申告のときに、新関連
者間取引申告表を添付しなければならない。
3． 同期資料管理
公告では、ディスカッションドラフトに対するパブリックコメントを十分に考慮した結果、納税者の関心が高い同期資料管
理に関する規定に対しても修正が加えられた。具体的にいえば、マスター文書とローカル文書の準備が必要となる要件
が変更され、ディスカッションドラフトにあった関連者間の役務取引に係る特殊事項文書の作成要求も削除された。また、
役務取引、持分譲渡等の関連者間取引に関する情報の開示と分析をローカル文書に含めることとし、その内容につい
てもより詳細に規定した。そのほか、ディスカッションドラフトで新たに開示を求められた項目（例えば、バリューチェーン
分析、地域性特殊要因等）があるが、これは公告の規定でも基本的に踏襲されている。また、公告の適用対象となるク
ロスボーダーの取引には香港、マカオ、台湾との取引も含まれる。さらに、同期資料の準備期限、同期資料の準備およ
び保存に関する企業の責任と要求についても修正が加えられた。

同期資料準備の要求に関する公告と 2 号文の第三章（同期資料管理）との重要な差異は下表のとおりである。
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項目
報告書の構造

2 号文
第三章
一層（ローカル文書のみ）

三層（マスター文書、ローカル文書および特殊事項文書）

 年度 に お い て 発生 し た 関

マスター文書：
1） 年度においてクロスボーダーの関連者間取引が発生し、かつ当該
企業の財務諸表を連結する最終持株企業の属する企業グループ
が既にマスター文書を準備している。
2） 年度における関連者間取引の総額が 10 億元を超える。

連者との売買の金額（来料
加工業務については年度
における輸出入の通関価
格により計算する）が 2 億
元以上を超える。

 年度において発生したその
準備要件
（関連者間取引
金額を含む）

公告

他の関連取引の金額（関
連者との資金融通につい
ては利息の受払金額によ
り計算する）が 4,000 万元
を超える。
上述の金額には、企業が年
度内に実施したコストシェアリ
ングあるいは事前確認に関
わる関連者間取引の金額を
含まない。

ローカル文書（事前確認に関わる関連者間取引の金額は以下の金額
に含まない）：
1） 年度における有形資産の所有権の譲渡金額（来料加工業務につ
いては年度における輸出入の通関価格により計算）が 2 億元を超
える。
2） 年度における金融資産の譲渡金額あるいは無形資産の所有権の
譲渡金額が１億元を超える。
3） 年度におけるその他の関連者間取引の合計金額が 4,000 万元を
超える。
特殊事項文書：
1） 企業がコストシェアリング契約を締結或は実施する場合
2） 企業の関連負債資本比率が基準比率 3を超え、独立取引の原則
に合致することを説明する必要がある場合

 関連者間取引が事前確認
の実施範囲に含まれること
免除対象

 外資の持分が 50%未満で、
かつ国内の関連者のみと
関連者間取引を 行っ てい
ること

 企業は国内関連者とのみ関連者間取引が発生する場合、マスター
文書、ローカル文書および特殊事項文書を準備しなくてよい。

 企業が事前確認を実施する場合、事前確認に関わる関連者間取引
に係るローカル文書と特殊事項文書は準備しなくてよい。

 マスター文書：企業グループの最終持株企業の会計年度終了日か
準備期限

翌年 5 月 31 日まで

提出期限

税務機関の要求があった日
から 20 日以内に提出しなけ
ればならない。

ら 12 ヵ月以内
 ローカル文書および特殊事項文書：翌年 6 月 30 日まで
税務機関の要求があった日から 30 日以内に提出しなければならな
い。

マスター文書に対する開示要求は、基本的に BEPS 行動 13 の報告書における勧告と一致している。特殊事項文書にお
ける開示要求は、2 号文にあるコストシェアリングおよび過少資本に関する規定と基本的に一致している。しかし、ローカ
ル文書において開示を要求される情報は従来よりも大幅に増加した。特に以下の内容に留意する必要がある。

3

関連負債資本比率の基準は 2:1（非金融企業）または 5:1（金融企業）である。具体的な規定は、財税[2008]121 号を参照。
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バリューチェーン分析：企業グループ内の業務フロー、物流および資金フロー、企業グループの利益のグローバ
ルのバリューチェーンにおける配分原則と配分結果、各段階における関与者の直近会計年度の財務諸表



セグメント別データ：企業の各類型の業務と製品の収入、原価、費用および利益



持分譲渡に関する分析：持分譲渡取引の概況、持分譲渡の対象の関連情報、関連するデューディリジェンス報
告書あるいは資産評価報告書等



関連者間の役務取引に関する分析：取引の各当事者の受益状況、役務原価費用の集計方法、項目、金額、配
分基準、計算過程および結果、および非関連者との同様または類似の役務取引に関する情報



地域性特殊要因：コストセービング、マーケットプレミアム等の地域性特殊要因が取引価格の設定に与える影
響、地域性特殊要因の企業の価値創造に対する貢献の測定およびその帰属。

ローカル文書の開示要求に関する公告と 2 号文の第三章第 14 条との主な差異は下表のとおりである。
ローカル文書の
開示要求
（一）
企業の概況

2 号文
第三章第 14 条

公告

組織構成、管理構造、業務/業界の説明

 企業が属する企業グルー


プの関連の組織構成およ
び持分構成
企業グループの連結財務
諸表

 経営戦略：企業の各部門、各段階の業務フロー、運営モデル、価
値貢献要因等

 財務データ：企業の各類型の業務と製品の収入、原価、費用お
よび利益の分布

 企業に関わる、あるいは企業に影響を与える再編または無形資
産の譲渡の状況、および企業に対する影響の分析

（公告では、これらはマスタ
ー文書の開示内容に含まれ
る。）
（二）
関連関係

開示要求について、大きな変更はない。即ち、関連者情報、各関連者に適用される税目、税率および
適用可能な租税優遇措置、および年度における関連関係の変化を開示する。

（三）
関連者間取引

関連者間取引の説明および明細、関連者間取引のフロー、機能とリスクの説明、無形資産が価格設
定に与える影響、および関連者間取引のデータ
「企業の機能およびリスク分析
表」と「企業の年度関連取引財
務状況分析表」（当表は新関連
者間取引申告表に移された。）

（四）
比較分析

 地域性特殊要因が価格設定に与える影響
 バリューチェン分析
 対外投資：対外投資の基本情報、プロジェクトの概況と運営デー
タ
 関連者間の持分譲渡
 関連者間の役務取引：各当事者の受益状況、役務原価費用の
集計方法、項目、金額、配分基準、計算過程および結果等
 企業の関連者間取引と直接関連する、中国以外のその他の国
家の税務主管当局が締結した事前確認および下したその他の
租税裁定

開示要求について、大きな変更はない。即ち、比較分析で考慮する要因、比較対象企業の機能とリス
クおよび資産に関する情報、比較対象の検索方法、情報の出所、選定条件および理由、比較対象独
立取引と比較対象企業の財務情報、比較対象データの差異調整を開示する。
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ローカル文書の
開示要求
（五）
移転価格算定方
法の選択および
使用

2 号文
第三章第 14 条

公告

移転価格算定方法の選択およびその理由、比較対象となる非関連者間取引の価格あるいは利益を
確定する過程における前提条件および判断、移転価格算定方法の運用と比較分析の結果、選択す
る移転価格算定方法を支持するその他の資料
企業が利益法を選択する場
合、企業グループ全体の利益
あるいは残余利益水準に対す
る貢献について説明しなけれ
ばならない。





検証対象の選択およびその理由
関連者間取引の価格設定が独立取引の原則に合致するか否
かの分析および結論
いずれの移転価格算定方法を選択するかにかかわらず、グル
ープの全体利益あるいは残余利益に対する企業の貢献につ
いて説明しなければならない。

公告は 2 号文にある同期資料に関する規定に代わるものであるが、2 号文以外の国税函[2009]363 号 4 と国税函
[2009]188 号5

の通達はなお有効であると、デロイトは認識している。言い換えれば、限定的な機能とリスクを担い、損

失が発生している企業、および追跡管理期間内にある企業は、公告に規定する同期資料の準備要件を満たすか否か
を問わず、上述した規定に従い、同期資料を期限までに準備しなければならないと考えられる。

4． 法律責任
公告の下での法律責任は、現行の規定と比べて変更されていない。即ち、企業が規定に従って税務機関に企業年度関
連者間取引報告表、同期資料を提出しない場合、税務機関は税収徴収管理法第 62 条の規定に従って、期限を定めて
是正を命じ、2 千元以下の罰金に処すことができる。情状が重大な場合は、2 千元以上 1 万元以下の罰金に処すことが
できる。同時に、特別納税調整を実施し、税額を追徴する場合、税務機関は税額の帰属する納税年度において中国人
民銀行が公布した、税額追徴期間と同期間の人民元貸付基準利率に 5%を加えた利率により、利息を加算することがで
きる。このほか、規定に従って同期資料を準備しない企業は、移転価格調査の対象として選定されるリスクがより高くな
る。

ただし、公告の規定によれば、企業が関連規定に従って関連者間取引申告を行い、同期資料および関連資料を提出し
た場合、税務機関は特別納税調査を実施して税額を追徴する際に加算する利息を、税額の帰属する納税年度におい
て中国人民銀行が公布した、税額追徴期間と同期間の人民元貸付基準利率によって計算する。これは、中国税務機関
が移転価格のコンプラアンスを遵守する納税者に対して与えるインセンティブといえる。

デロイト中国のコメント
42 号公告の公布は、中国の移転価格同期資料と関連者間取引申告に関するコンプライアンス上の要求を満たすため
に、多国籍企業がより多くの労力とその他の資源を投入することが必要になることを意味する。特に、マスター文書の準

4

「クロスボーダー関連取引の監督管理と調査の強化に関する通知」（国税函[2009]363 号）を参照。

5

「移転価格の追跡管理の強化に関わる問題の通知」（国税函[2009]188 号）を参照。
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備に関する要求については、中国の規定が一部の国の規定と異なることにより、親会社の所在国ではマスター文書の
準備が必要なくとも、中国子会社は中国の規定に従ってマスター文書を準備することが必要になる可能性がある。

また、納税者が新関連者間取引申告表または同期資料において開示することを要求される一部の情報は、ある程度敏
感かつ複雑なものであり、国外関連者とのやり取りが必要になる情報もある。納税者が分析を求められる内容は、より
深く、広いものになる。したがって、納税者ができるだけ早くグループ内のコミュニケーションと、情報の収集および準備
の作業を開始すること、同期資料と関連者間取引申告の準備にあたり、“全体として一致”という戦略をとり、情報収集
の効率を高め、コンプライアンスコストをコントロールし、かつ企業グループがグローバルで開示する移転価格情報の一
致性を求めることを提案する。

「多国間税務行政執行共助条約」が 2016 年 2 月 1 日から中国に対して発効し、2017 年 1 月 1 日から施行される 6。そ
の後、中国が情報交換を行うことができる国および地域は 130 を超えることになる。2016 年 5 月 12 日、第 10 回 OECD
税務長官会議（Forum on Tax Administration: FTA）での重要な成果として、国税総局はカナダ、インド等の税務当局と共
に「移転価格国別報告書に係る多国間主管当局間合意」に署名し、多国籍企業グループが作成した国別報告書を自動
的に交換することを承諾した。6 月末現在、当該合意に署名した国はすでに 44 ヵ国に上る。同時に、米国、日本等の先
進国もそれぞれの国別報告書に係る国内規定を現在制定中であるか、あるいははすでに公布している。多国籍企業グ
ループはより高い情報の透明性を求められるようになり、コンプライアンスの要求も一層厳しくなるといえる。

最近、OECD は国別報告書の実施に関する追加的な指針を公表した。当該指針は、経過期間における国別報告書の
提出、国別報告書の提出を求められる基準値に関する為替変動の影響等の問題に対応したものである。当該指針が
各国の法規の解釈にも影響を与えるか否かが注目される。

今後は、同期資料においてより透明性の高い情報（例えば、バリューチェーンや関連者間取引に対する詳細な分析等）
の開示を求められるようになり、各国の税務当局間の情報交換もより広く行われるようになる。そのことによって、中国
の税務機関は従来よりも多くの納税者に関する情報を入手できるようになり、それらの情報に基づいて納税者に対する
リスク評価と調査対象の選定を行うとともに、グローバルでの租税回避防止に向けた行動にも関与することになるだろう。

6

「『多国間税務行政執行共助条約』の発効および執行に関する公告」（国家税務総局公告 2016 年第 4 号）を参照。
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添付：新旧関連者間取引申告表の比較
情報の分類
基本情報

旧申告表
表紙

新申告表

比較分析と留意点

表紙および表番号一覧
表

新申告表の表紙は「中華人民共和国企業所得税年度納税申告
表（A 類、2014 年版）」（「所得税申告表」）と近いフォーマットを
採用しており、法定代表者の声明と署名、納税者、代理機関お
よび税務機関の署名欄が追加され、形式的により正式なものと
なった。表番号一覧表も所得税申告表を参考にしたものであり、
納税者は申告の必要な表を自ら選択して記入することになる。

報告企業情報表
（G000000）

従来の企業所得税の確定申告実務においては、旧申告表を所
得税申告表の附表として提出していたため、納税者自身の情報
を記入する必要はなかった。しかし、新申告表は独立の申告体
系としての形式を備え、基本情報のみならず、組織構成、高級
管理者の情報および株主の情報も記入する必要がある。これ
は、関連情報の透明性に対する全体的な要求を表している。

情報の総括

関連取引総括
表 （表二）

中華人民共和国企業年
度関連者間取引総括表
（G100000)

新申告表では表の順番が変更された。総括表では、関連負債
資本の情報とコストシェアリングの情報の開示も要求されてい
る。これは、公告における 2 種類の特殊事項文書に対する要求
を反映し、これらが管理の重点であることを表している。また、当
年度の同期資料を準備する必要があるか否かを問う項目では、
同期資料の三層構造を反映した選択肢が記載されている。

関連関係の
申告

関連関係表
（表一）

関連関係表（G101000）

関連関係の認定に関する公告の規定に合わせて、新申告表で
は、関連関係の類型を区分し、年度内における関連関係の開始
日、終了日（変化発生日）も記載することを要求している。

有形資産の
所有権および
使用権の取引

仕入販売表
（表三）、
固定資産表
（表六）

有形資産所有権取引表
（G102000）、有形資産
使用権取引表
（G104000）

新申告表においては、材料（商品）と固定資産を区分せず、所有
権と使用権という観点から、売買取引とリース取引を 2 表に分
けている。
材料（商品）の売買取引に関して、新申告表では旧申告表にあ
った“輸出販売総額の 10％以上を占める国外販売先および取
引”、“輸入仕入総額の 10％以上を占める国外仕入先および取
引”、非関連者間の売買取引金額、および関連者間取引の価格
設定方法等の項目が削除された。
固定資産取引について、旧申告表では固定資産の種類別に記
入することを要求していたが、新申告表では当該要求がなくなっ
た。
新申告表では、取引金額が上位 5 位までの関連者について、
取引の明細と金額を開示することを要求している。

無形資産の
所有権および
使用権の取引

無形資産表
（表五）

無形資産所有権取引表
（G103000)、無形資産
使用権取引表
（G105000）

有形資産と同じように、新申告表では無形資産についても、所
有権と使用権という観点から、無形資産の譲渡取引と許諾取引
を 2 表に分けている。また、新申告表では、無形資産の種類別
に記入することは要求せず、取引金額が上位 5 位までの関連
者について、取引の明細と金額を開示することを要求している。
納税者は表に記入する際、取引の区分に留意し、関連する契約
の届出情報等との一貫性も保つようにする必要がある。
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情報の分類

旧申告表

金融資産取引
（新）

新申告表
金融資産取引表
（G106000）

比較分析と留意点
関連者間の持分譲渡取引に対する調査の増加に伴い、中国税
務機関は関連者間の金融資産取引を通じた利益移転に着目す
るようになってきた。金融資産取引表が導入されたことにより、
中国税務機関はこの新たな移転価格分野に係る情報の収集を
図ることができる。

資金融通取引

資金融通
（表七）

資金融通表（G107000）

資金融通表では、全ての関連者との資金融通取引の明細を 1
件ごとに記入しなければならない。新申告表の記入説明におい
ては、当該取引の内容として、手形割引、ファイナンスリース、グ
ループのキャッシュプーリング等が新たに列挙されている。ま
た、記入すべき利息の範囲についても、実際に計上した利息の
ほか、その他の利息の性質を有する費用が含まれる旨を説明し
ている。

関連者間の
役務取引

役務表
（表四）

関連役務表（G108000）

有形資産、無形資産および金融資産と同じように、新申告表で
は関連者との役務取引についても、取引金額の上位 5 位まで
の関連者について、取引の明細と金額を開示することを要求
し、価格設定方法の項目は削除された。また、新申告表の記入
説明においては、関連者間の役務取引の内容を詳細に列挙し
ている。納税者は表に記入する際、取引の区分に留意し、関連
する契約の届出情報等との一貫性も保つようにする必要があ
る。

権益投資（新）

権益投資表（G109000)

主に報告企業の月ごとの権益投資の状況および株主に対する
配当の状況を把握するために用いられる。

コストシェア
リング（新）

コストシェアリング表
（G110000）

主に企業と関連者の間のコストシェアリングに係るおよその状
況を把握するために用いられる。また、税務機関が企業の作成
したコストシェアリングに係る特殊事項文書をレビューする際の
基礎ともなる。

対外支払状況

対外支払金額
状況表
（表十）

対外支払金額状況表
（G111000）

当該表は、旧申告表と比べて簡潔なものになった。まず、各種
の役務取引に係る対外支払は“役務費支出”に集約された。ま
た、使用料に関しては、商標使用料と技術使用料の明細を記入
する必要がなくなった。さらに、新申告表では“源泉徴収済みの
企業所得税金額”と“租税条約の恩典を受けているか否か”の
項目も削除された。そのほか、旧申告表では、未払であるが、
原価費用に計上した金額の記入も求められていたが、新申告表
の記入は現金主義によることになる。
“役務費支出”と“使用料”の金額は税務機関の注意をひきやす
いことから、情報開示に係る潜在的な税務リスクをよりよく管理
するため、納税者は 16 号公告7の関連規定に従い、対外支払
項目の受益性、真実性および必要性等を自らチェックしておく必
要がある。対外支払項目に関するサポート書類も事前に準備し
ておくことが望ましい。

7

「企業の国外関連者への費用支払に係る企業所得税問題に関する公告」（国家税務総局公告 2015 年 16 号）を参照。
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情報の分類

旧申告表

国外関連者の
情報（新）

新申告表
国外関連者情報表
（G112000）

比較分析と留意点
新設された表である。有形資産取引、無形資産取引、金融資産
取引および役務取引の各表において記入した国外関連者の情
報（即ち、各取引の取引金額が上位 5 位内にある国外関連者
の情報）を記入する。基本情報だけではなく、“実際の税負担”も
記入しなければならない。記入説明においては、実際の税負担
の計算方法も明らかにしている。当該情報を収集する目的は、
企業グループが関連者間取引を通じて、利益を低税率国または
地域に移転する状況がないかを把握することにある。

財務情報
分析表（新）

国別報告書
（新）

従来は同期資
料の添付とし
て開示すること
が要求され
た。

年度関連者間取引財務
状況分析表（報告企業
の個別財務諸表の情
報）（G113010）、年度関
連者間取引財務状況分
析表（報告企業の連結
財務諸表の情報）
（G113020）

重要性の観点から、従来は同期資料で開示していた情報を関

国別報告書―所得、租
税および業務活動に関
する国別分布表（中国
語・英語 G114010、
G114011）、多国籍企業
グループのメンバー実
体リスト（中国語・英語
G114020、G114021）、
付加説明表（中国語・英
語 G114030、G114031）

国別報告書に対する要求は、BEPS 行動 13 と一致している。

連者間取引申告の段階で、新申告表において開示することと
し、移転価格リスク管理の強化を図っている。しかし、記入説明
において、関連者間取引の財務状況の区分基準は明らかにさ
れておらず、納税者は自ら判断し、ロジックを説明しなければな
らない。実務においては、区分基準に対する企業と税務機関の
理解に差異が存在する可能性がある。
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税務情報
ハイテク企業の認定に関する新しいガイドラインの公布
中国における企業所得税の法定税率は 25%ですが、国家が重点的に支援する必要のあるハイテク企業には 15%の軽
減税率が適用されます。この優遇措置が適用されるハイテク企業の認定に関して、2016 年 1 月に新しい「ハイテク企業
認定管理弁法」（国科発火[2016]32 号、以下「新弁法」）1が公布されたことを受けて、2016 年 6 月に新しい「ハイテク企
業認定管理作業ガイドライン」（国科発火[2016]195 号、以下「新ガイドライン」）2が公布されました。これらはいずれも
2016 年 1 月 1 日施行とされています。
新弁法は 2008 年に公布された「ハイテク企業認定管理弁法」（国科発火[2008]172 号）を改正したものであり、これによ
りハイテク企業の認定条件が変更されたほか、優遇措置の適用対象となるハイテク分野の範囲も調整されました。その
ほか、ハイテク企業に対する事後的な管理も強化されることになります3。当該改正は、近年における科学技術の発展
に伴い、実務において生じてきた問題に対処すること、科学技術企業（特に中小企業）に対する政策面での支援を強化
すること等を主な目的にしています。
新ガイドラインは新弁法の付属文書として、新弁法の規定に基づき、ハイテク企業の認定条件や認定申請の手続、およ
びハイテク企業に対する管理監督等の詳細について定めています4。新ガイドラインも、2008 年公布の「ハイテク企業認
定理作業ガイドライン」（国科発火[2008]362 号）に取って代わるものです。
すでにハイテク企業の資格を有し、企業所得税の優遇措置の適用を受けている企業、および今後ハイテク企業の認定
申請を予定している企業は、新弁法および新ガイドラインの規定に基づき、自らがハイテク企業の認定条件を満たして
いるか否かを改めて評価することのほか、新たなコンプライアンス上の要求にも留意することが必要になります。
なお、新弁法に基づくハイテク企業の認定条件は以下のとおりです。

【ハイテク企業の認定条件】
1. 企業が認定申請時に登録して1年以上であること
2. 企業が自主研究開発、譲受、受贈、合併買収等の方式により、主要製品（サービス）に対して技術面でコア
となる支持効果を発揮する知的財産権の所有権を得ること
3. 企業の主要製品（サービス）に対してコアとなる支持効果を発揮する技術が「国家が重点的に支援するハイ
テク分野」の規定する範囲に属していること
4. 企業の研究開発および関連の技術革新活動に従事する科学技術者が企業の当年度の従業員総数に占め
る割合が10%を下回らないこと
5. 企業の直近3会計年度（実際の経営期間が3年未満の場合、実際の経営期間に基づく）の研究開発費用総
額が同期間の売上高総額に占める割合が以下の要求に合致していること
① 直近1年間の売上高が5,000万元以下の企業は、その割合が5%を下回らないこと
1

2
3
4

http://www.most.gov.cn/tztg/201602/t20160204_123994.htm
http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2016/201606/t20160629_126169.htm
新弁法の詳細については、Tax Newsflash2016 年 2 月 24 日号/中国を参照。
新ガイドラインの詳細については、Tax Newsflash2016 年 7 月 1 日号/中国を参照。
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② 直近1年間の売上高が5,000万元超2億元以下の企業は、その割合が4%を下回らないこと
③ 直近1年間の売上高が2億元超の企業は、その割合が3%を下回らないこと
6. 直近1年間のハイテク製品（サービス）の収入が企業の同期間の総収入に占める割合が60%を下回らない
こと
7. 企業の革新能力の評価が関連の要求を満たすこと
8. 企業で認定申請する前の1年間に、重大な安全、重大な品質の事故あるいは重大な環境にかかわる違法
行為が発生していないこと
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会計情報
設例解説 有形固定資産の会計処理
1.

はじめに

デロイト トーマツ チャイナ ニュースでは、中国企業会計準則（いわゆる「新準則」）の解釈、会計処理方法等に関して、
中国子会社決算において留意すべき点を解説しています。今回は、「企業会計準則第 4 号 有形固定資産」（以下、
「4 号準則」と表記）について、その実務上の解釈指針である「応用指南」の記述を参考に、有形固定資産の会計処理、
中でもお問い合わせの多い有形固定資産処分、売却予定有形固定資産について、少し掘り下げて解説いたします。

2.

有形固定資産処分の会計処理

中国企業会計準則では、有形固定資産処分、すなわち、有形固定資産の売却、廃棄、対外投資、非貨幣性資産の交
換、債務再編等により有形固定資産に異動が生じた場合、有形固定資産の処分に伴う損益等を計算するための通過
勘定科目として「1606 有形固定資産処分」（中国語では「1606 固定資産清理」）という貸借対照表科目を使用します。
「有形固定資産処分」は、あくまでも通過勘定ですので、通常、期末決算では残高がゼロとなります。具体的な設例を示
すと次のようになります。

【設例】
生産経営期間中に取得原価 300 の有形固定資産（減価償却累計額 50、有形固定資産帳簿価額 250）を処分費用 40
をかけて処分し、現金による売却収入 300 を稼得している。
① 処分する有形固定資産帳簿価額等の有形固定資産処分勘定への振替
（借方）

有形固定資産処分
（有形固定資産帳簿価額）

減価償却累計額

250

（貸方）

有形固定資産
（有形固定資産取得原価）

300

50

② 有形固定資産処分費用の有形固定資産処分勘定への計上
（借方）

有形固定資産処分
（処分費用）

40

（貸方）

銀行預金

40

③ 有形固定資産売却収入の有形固定資産処分勘定への計上
（借方）

銀行預金
（売却収入）

300

（貸方）

有形固定資産処分

（貸方）

営業外収入

300

④ 有形固定資産処分益の営業外収益への振替
（借方）

有形固定資産処分

10

10
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3.

売却予定有形固定資産の会計処理

日本基準と異なる会計処理として、売却予定有形固定資産の会計処理があります。すなわち、中国企業会計準則では、
国際財務報告基準第 5 号（IFRS5）「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」の考え方が導入され、既に中国
の企業会計実務に反映されています。したがって、中国企業会計準則では、下記要件をすべて満たす有形固定資産は、
売却予定有形固定資産として売却予定非流動資産として表示する必要があります。

【要件】
① 会社は、すでに有形固定資産の処分について意思決定している
② 会社は、すでに取引先と取消不能な譲渡協議書を締結している
③ 譲渡は1年内に実行される可能性が高い

上記要件を満たす有形固定資産は、その帳簿価額とその公正価値から処分費用を控除した金額との低い金額で測定
することになります。また、売却予定有形固定資産に分類されると、それ以後の減価償却費は計上されません。

なお、当該売却予定有形固定資産にかかる取り扱いは、2014 年に改訂された中国企業会計準則 第 30 号「財務諸表
の表示」（以下、「改訂 30 号準則」と表記）にも反映されています。改訂 30 号準則においては、貸借対照表の科目とし
て、「売却目的保有に区分された非流動資産及び売却目的保有に区分された処分グループに含まれる資産」「売却目
的保有に区分された処分グループに含まれる負債」の 2 つが追加されており、貸借対照表上、非継続事業に該当する
資産・負債は当該科目を用いて区分掲記する必要があります。
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよび
そのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合
同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッ
ショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を
提供しています。また、国内約 40 都市に約 8,700 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本
企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービス
を、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デ
ロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを
Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家につ
いては、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織
を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個
の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は
www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対
応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあ
ります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載
のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。
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