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本ニュースに基づいて、財務上の問題やビジネスの問題に影響があるような意思決定や行動をとられる場合は、以
下の点を考慮した上で必ず当法人の専門家にご相談ください。
1.

2.
3.

本ニュースは、一般的な情報を提供するものであって、各利用者の具体的な事情に即した会計情報を提供する
もの、或いは会計、税務、 法律、投資、コンサルティングその他の助言やサービスを提供するものではありませ
ん。
本ニュースに含まれている情報は、利用者の参考のためのみに供されるものです。
本ニュースは、その作成後の状況変化等により時機に即していない可能性があります。

翻訳部分の表現については十分吟味をしていますが、日本語では本来の意味を表現できていない箇所のある可能
性がありますので、ご利用に際しては原文をご確認くださいますようお願い致します。
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税務情報
香港が BEPS 実施に関する諮問書を発布
～デロイト中国発行 「Tax Analysis」～

※本記事は、デロイト中国が発行したニュースレターの再掲です。
日本語訳と原文（英語）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。

香港特別行政区財経事務および庫務局は 2016 年 10 月 6 日に「「税源浸食と利益移転」の取締まり措置に関する諮
問書」（以下「諮問書」）を公布し、また政府が実施する予定の税源浸食と利益移転（以下「BEPS」）取締り措置につい
て一般に意見を求めた。諮問書の公布および意見の公募は、香港が BEPS 行動の協力メンバーとして、2016 年 6
月に経済協力開発機構（以下「OECD」）へ BEPS 行動およびその実施について承諾を表明したことに続き、本格的
に香港における BEPS 行動実施作業に着手することを意味する。
2015 年 10 月 5 日、G20 と OECD は行動 13 に関する最終報告書およびその解説を公表し、行動 15 を詳しく説明
し、BEPS 行動プロジェクトを正式に確定した。これは世界各国の政府に、現行の国際的な規則における欠陥が会社
にもたらす利益の「消失」あるいは経営業務が基本的に行われていない低税率またはゼロ税率の租税管轄地域に
「人為的に移転される」状況への解決案を提供した。この行動 15 は、各租税管轄地域の現地法規へのアドバイスお
よび OECD 租税条約の枠組みと移転価格ガイドラインにおける国際税務基本原則をカバーする。行動 15 は主に以
下に分類できる。

OECD 分類

内容

最低基準の新規設定
すべての G20／OECD のメンバー国が一致で実施を承諾
国際基準の改善
措置の一致

各国の措置の一致を促進する

最適な措置

最適な措置のガイドライン

諮問書の主な目的は、BEPS 行動であげられる以下の四つの最低基準を集中的に実行することにある。





行動 5：有害税制をレビューする
行動 6：租税条約の濫用を防ぐため、新しい租税条約条項を制定する
行動 13：移転価格文書および国別報告書の規定を制定する
行動 14：クロスボーダーの紛争解決体制を改善する

上述した措置を有効に実現させるため、諮問書には以下の行動計画も含まれる。
 行動 8～10：移転価格
 行動 15：多国間協議
諮問書は 2016 年 12 月 31 日までに広く意見を募集し、2017 年のうちに立法会へ税務条例（Inland Revenue
Ordinances：以下「IRO」）に関する修正意見を提出すると見込まれる。諮問書には以下の主要事項があげられる。
①

IRO において、移転価格法規および事前確認制度を制定する。

②

IRO に三層の移転価格文書の標準モデルを導入するが、特定の免除条項を提案する。

③

IRO に お い て ク ロ ス ボ ー ダ ー 税 務 紛 争 解 決 体 制 、 す な わ ち 、 相 互 協 議 プ ロ セ ス （ Mutual Agreement
Procedures：以下「MAP」）を制定する。

④

香港政府が必要な場合に、現行の全面的な二重課税回避協定（Comprehensive Double Tax Agreements：
以下「CDTA」）について再検討あるいは改正できるよう、必要な法規を導入して多国間協議の実施をサポート
する。

⑤

有害税制を共同で取り締まる実践的な行動として、自発的な税務裁定資料交換の許可を提案する。
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正式な移転価格法規および三層標準モデルの移転価格文書要求の導入は、香港が移転価格税制を国際基準に合
わせる傾向を顕著に示すものと考えられる。関連する政策の制定および実施は、香港税務局（Inland Revenue
Department：以下「IRD」）と香港納税者が移転価格上のアレンジにおいてより統一した措置を採用することに有利と
なると見込まれる。一方、増加する移転価格文書のコンプライアンス上の負担については、双方にとってより多くのリ
ソース投入が必要となることを意味している。
本ニュースレターにおいて、諮問書におけるいくつかの重要事項を検討する。

諮問書の主要事項
①移転価格法規に関する措置の提案
現在、移転価格に関する税務条項は主に IRO 第 20 条の規定が参考とされる。ただし、当該条項に特別制限条件
（以下第 20 条（2）条項における枠内下線部を参照）があるため、実際には IRD は移転価格上の紛争が発生した場
合に限り、非香港居住者の利益に対し課税することができる。したがって、税務の実務上において、IRD は第 20 条に
基づき移転価格調整を行うことは少ない。

（2）非香港居住者が、密接な関係がある香港居住者と業務を行い、且つその経営方式のアレンジにより当該香
港居住者が香港での利益もしくは香港源泉の利益を得ない、或いは通常の予想する香港での利益もしくは
香港源泉のあるべき利益より少ない利益を得る場合、当該非香港居住者が当該香港居住者との連絡によっ
て経営する業務は、香港で経営する業務と見なされ、当該非香港居住者が当該業務から得る利益は、当該
香港居住者の名義で評価、課税され、当該香港居住者がその代理人のように同様に取り扱われる。本条例
のすべての条文はこれに基づき適用する。

税務の実務上において、IRD も IRO の第 61A 条（すなわち、一般租税回避条項）を引用し、独立企業間取引原則に
合致せず、かつその唯一あるいは主な取引目的が租税利益の獲得にある納税者の取引に対して、必要な調整を行
う。ただし第 61A 条項の前提条件は、現段階において日増しに複雑になる移転価格アレンジへの IRD の効率的な対
応を制限する可能性がある。また、現行の IRO において、独立企業間取引原則について定義する条項はなく、IRD
が公表した第 46 号解釈および実施ガイドライン（以下「DIPN」）46 において、独立企業間取引原則およびその他の
移転価格事項に対する観点が述べられているが、法的拘束力はない。そのため、BEPS の国際税務環境において、
IRO に移転価格法規を盛り込むことは、必然のすう勢であり、BEPS の行動 13 の実行にとっては避けられない道で
ある。
諮問書が導入を提案した移転価格法規は、OECD 移転価格ガイドラインと一致しており、また関連者1間の有形資産
取引、融資取引、役務取引およびコストシェアリングに適用される。同じ会社の異なる支部間の状況、すなわち本部と
恒久的施設（例えば支店）の状況を含む。そのため、以下の問題の検討を提案する。
（a） 上述した法規の改訂案を香港租税居住者間の関連者間取引に適用するか？
（b） 利得税のオフショア免税申告にどのような影響をもたらすか？
上述（a）について、同じ実効税率を適用する二者の香港租税居住者間における関連者間取引は、IRD に税務上の
損失を与えないため、IRD はこのような取引に対し、移転価格調整を行う必要はないと考える。また、これにより移転
価格法規の香港での実施を簡略化することができ、かつ香港納税者が現地の取引において厳格に独立企業間取引
原則を遵守することによりもたらされる負担を軽減できると思われる。
上述（b）について、香港租税居住者が関連者（非香港租税居住者）と取引を行い、かつ関連する収入に対し利得税
オフショア免税申告を行う場合、この申告をサポートするため、当該オフショア収入あるいはオフショア利益は独立企
業間取引原則に合致するか否かを考慮する必要がある。厳格には、上述の利益がオフショア利益である場合、IRD
にとって税務上の損失は一切生じないため、これらの条件に合致するオフショア取引を香港の移転価格規則の範囲
に含む実質的な意義は大きくない。ただし現段階において、税源浸食あるいは租税回避を通じて税金を納付しない、
あるいは減少させることを防ぐため、将来的な CDTAs には関連措置が含まれるべきであると一般に考えられている。
そのため、納税者が独立企業間取引原則に合致しない移転価格アレンジを濫用し、人為的に香港に多くの利益を移
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関連関係のある者とは、一方が他の一方の管理またはコントロールに直接・間接的に関与する、または、その資本を所有するある
いは第三者により当該二者に対し上述の行為を行う場合を指す。
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転させる状況を防ぐため、香港政府は依然として移転価格規則の採用を考慮する必要があると考えられる。これによ
り、多国籍企業の急進的な税務アレンジによる香港オフショア免税申告の税務上の利益利用を回避する。
②移転価格文書に関する措置の提案
諮問書は国別報告書、マスターファイルおよびローカルファイルの移転価格コンプライアンス要求の導入を提案し、
BEPS 行動 13 を実施する。これらの報告書は中国語あるいは英語で準備する必要がある。国別報告書準備の適用
範囲は OECD と一致しており、すなわちグループの年間売上高が 7 億 5,000 万ユーロあるいはそれ以上（約 68 億
香港ドル）の多国籍企業は国別報告書を提出しなければならない。また、国別報告書の準備は最終持株会社が香港
にある多国籍グループに適用されるだけではなく、グループが香港において最終持株会社ではないメンバー会社を
有し、同時にその最終持株会社が所属する租税管轄地域に国別報告書の準備要求がない、あるいは関連要求があ
るが香港と国別報告書の交換ができない状況に当たる場合にも適用される。
マスターファイルおよびローカルファイルの移転価格コンプライアンス要求に関して、諮問書は、香港会社が以下三つ
の条件2のいずれか二つを満たす場合、マスターファイルおよびローカルファイルの準備が免除できることを提案した。
 年間総収入が 1 億香港ドルを超えない場合
 総資産が 1 億香港ドルを超えない場合
 従業員数が 100 人を超えない場合
これについては、関連法規を導入する前に、以下の問題についてさらに検討が必要である。
（a） 移転価格文書の準備基準は上述の提案されている条項ではなく、関連者間取引に特定すべきであるか？
（b） マスターファイルおよびローカルファイルの収入および／または総資産の基準は適切であるか？
（a）について、クライアントとのディスカッションでは、IRD が注目するポイントは関連者間における取引（有形資産取
引、融資取引、役務取引およびコストシェアリングアレンジメント）であると諮問書において明確にされていることから、
マスターファイルおよびローカルファイルの準備基準は、総資産の規模あるいは従業員の人数ではなく、関連者間取
引の規模によって判断すべきとの認識である。また、同じ有効税率を適用する香港の租税居住者間における取引に
ついて適用を免除することも考慮する必要がある。
（b）について、1 億香港ドルの総収入あるいは総資産という基準は低く、特にマスターファイルにとっては低いと思わ
れる。関連者間取引の規模ではなく、総収入または総資産の規模を基準とすることは、国際基準に合致した香港に
おける移転価格文書のコンプライアンス要求を確立するものとみられるが、香港の中小企業にマスターファイル準備
における過度な負担がかかることを避けるため、一般的な状況ではマスターファイルの適用基準はローカルファイル
よりかなり高く設定すべきである。国際金融市場の不確定性および今後予想される金利上昇を踏まえ、香港の会社
は様々なチャレンジに直面することとなり、ローカルファイルおよび／またはマスターファイルの適用についてさらに高
い基準を設定することは、一部の中小企業のローカルファイルおよび／またはマスターファイル準備にかかる行政的
な負担軽減となることは明白である。一方で、IRD が香港の税収に重大な影響を与える関連者間取引に対して審査
を行うことを提案する。
最後に、従業員数の要求に関して、IRD は上述した条件において従業員数の基準は請負業者、兼職者、グループ会
社が雇用し他のグループ会社にサービスを提供する社員および分割契約を締結した社員等を含むか否かについて、
明確なガイドラインを提供すべきである。
①と②において移転価格規則／文書要求に合致しない場合の罰則に関する提案
諮問書には、納税者が「合理的な理由がない」、あるいは「意図的に」脱税する場合、納税申告書に不正確な移転価
格の情報があり、必要な移転価格文書を準備できなければ、IRD は納税者に罰則を課すことができると提案されて
いる。
罰則にかかわる現行の IRO、すなわち不正確な納税申告書に対する罰則第 80 条、第 82 条、第 82A 条は既に移転
価格により生じた不正確な納税申告書に関する事項をカバーするものと考えられる。実際には、提案された罰則の程
度は現行の第 82 条と類似している。ただし、移転価格の結果は必ずしも客観的ではないことも考慮すべきである。例
えば、異なる移転価格方法を採用すれば異なる結果となり、比較対象会社または取引の選定時における主観的な判
断は避けられないものであり、かつ特別なビジネス要因も検証対象の財務結果に影響を及ぼす可能性がある。仮に
IRD が脱税と同様の罰則を採用する場合、移転価格調整により追納税金が発生する際には、納税者が事前に準備
した移転価格文書に対する努力と作業が完全に無視されることを意味する。そのため、IRD は既に移転価格文書を
準備した納税者には合理的な理由があり、かつ意図的に脱税するものではないと判定することを強く求める。

2

提案の免除基準は、会社条例第 622 章における「小型私営会社」の報告免除基準を参考とする。
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①における事前確認協議
現段階では、IRD が DIPN 48 において提唱する事前確認協議にかかわる観点および執行実践はいかなる法的拘束
力も有していない。ポスト BEPS において事前確認協議に対する需要がますます増加することをかんがみ、同時に納
税者が香港で事前確認協議を実施する際の確実性を保証するため、事前確認協議の体制を法的ルールに導入する
ことが諮問書に提案されている。
BEPS の国際税務環境において、事前確認協議の規定を IRO に盛り込むことは歓迎する。ただし、諮問書において、
「適切と考える状況下では、承認された事前確認協議を撤回、取消、あるいは変更する」権限を IRD 局長に与えるこ
とが提案されている。これは納税者が IRD と移転価格上の争議事項について共通認識に達するため、事前確認協
議の採用を推奨することと対局にある。そのため、IRD 局長が当該権力を行使することができる絶対的な状況に対し
て具体的かつ明確に規定し、このような措置が逆効果となることを回避するよう提案する。最後に、香港納税者に移
転価格事項に関する現地での解決ルートを提供するため、利便性と低コストを備えた二国間協議の代替的な選択肢
として、IRD が一国間事前確認協議のプロセスを作成中の新事前確認協議制度に盛り込むことを強く求める。
③における MAP
BEPS 行動 13 の実施をサポートするため、諮問書では法的な紛争解決体制の導入によって、迅速、効果的かつ効
率的なクロースボーダーの税務紛争解決を目指すことを提案している。この動きについて非常に歓迎している。特に
香港と比べ、中国本土を含む他の国の税務当局は移転価格調整により注目しており、調整期間もいずれも香港で定
められた 6 年の期限より長い。また、香港政府が締結した CDTAs に既に MAP が含まれるため、香港政府はより慎
重に法定の紛争解決体制を構築すべきであり、現行のすべての CDTAs を十分に踏まえた上で潜在的な争議を解決
し、効果的に IRD と他の税務当局の実務上における食い違いを処理する。同時に、諮問書で提案された IRO に関す
る解釈すなわち IRO と CDTA の条項にいかなる矛盾がある場合、CDTAs が優先されるべきであり、さらに CDTAs
における MAP のスケジュール開放を促進させ、これにより IRO 第 70 条項に規定される 6 年の法定期限の制限を受
けることがなくなるよう希望するものである。
④における多国間協定
諮問書によると、香港政府は OECD が調整している多国間協定を実施する予定であり、2017 年初めに締結すると
見込まれる。多国間協定については各国政府が機密に協議し制定されるものであるため、現段階では内容を公表す
ることができない。香港政府は多国間協定を締結することにより、多国間において迅速に、協力、一貫して協議に関
連する BEPS 措置の執行を確保できると予測している。下記の面において協定に関連する BEPS 措置を実施するた
め、特に多国間協定は香港政府が現行の CDTAs について再交渉および／または改正する際の助けとなる。





ハイブリッド金融商品・機構および二重居住者機構に関連する課題を解決する
不適切な状況において租税条約の優遇を与えることを防ぐ
恒久的施設の人為的回避を防止する
租税条約の面において紛争解決の体制を強化する

実際には、租税条約の濫用を防止し、BEPS 行動 6 を徹底的に実施するため、香港政府は多国間協定を利用し現行
の CDTAs に必要な再交渉および／または改正をサポートしようとしている。特に香港は国外から受け取る／国外に
支払う配当に税務上の優遇を与えるだけでなく、金利およびロイヤルティーのオフショア免税申告に潜在的なチャン
スを与えているため、税務プランニングに有利な租税管轄地域の一つと見なされる可能性がある。すなわち、香港の
CDTAs を利用することによって、配当、金利およびロイヤルティーの源泉徴収税を低減する。
OECD が要求する最低基準は（i）主要目的テスト、（ii）特典制限条項および主要目的テスト、あるいは（iii）特典制限
条項および導管取引防止規定を含む。香港は主要目的テストのみを採用したいと考えている。主要目的テストに基
づき、仮に取引アレンジの唯一あるいは主要目的が納税者が税務上の利益を得ることである場合、当該納税者は租
税条約に基づきこの税務利益を享受してはならない。当該規定は条約の濫用を解決するために一般的な方法を提
供し、特典制限条項では触れていない導管融資取引等の条約濫用の状況を含む。
この動きは、香港の多国籍企業における中国投資への門としての地位に影響を及ぼす可能性があるが、ポスト
BEPS の国際税務環境において、CDTAs が多国企業に過度に濫用されることを防ぐため、香港政府は適当な措置
を取る必要があると考える。
⑤自発的な税務裁定情報の交換
BEPS 行 動 5 の 実 施 をサ ポー ト する ため 、諮 問 書で は 一部 の 税 務裁 定に 対 して自 発的 に 税務 情 報 を交 換
（Exchange of Information：EOI）するよう提起し、情報交換は同時に過去と将来的な税務裁定にも適用する可能性
があると言及されている。諮問書で言及された過去の税務裁定の情報交換は、IRD の公布した DIPN 47 の香港と租
税条約パートナー間における「無遡及効果」の立場と矛盾する。特に DIPN 47 第 46 段で明確に規定したとおり、
CDTAs または税務情報交換協定（Tax Information Exchange Agreement：以下「TIEA」）発効日以降のいかなる期
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間における関連情報も交換される一方、CDTAs または TIEA の発効日前に存在した、あるいは生じた情報は原則的
に交換されず、CDTAs あるいは TIEA 発効後に徴収した税収に関連性がある場合のみに交換される。また、この意
見は情報が交換されない前提に基づいており、既に税務裁定を申請した納税者に対して公平ではない。
IRD が現在認めた事前裁定の形は過去と比べさらに多くの制限を受ける（例えば、近年 IRD は関連する資本収益お
よび税務プランニングを目的とする取引に対して事前裁定を一貫して拒否している）が、IRD に事前裁定を申請する
際、いかなる状況においても、納税者は新たな措置がもたらす影響を考慮する権利を有する。そのため、IRD は自発
的な税務情報交換を当該ルールに導入した後の事前裁定に適用することについて、さらに考慮することを推奨する。
結論
上述の各論点に対する検討および分析に基づき、諮問書で言及された措置により、香港は BEPS 行動の要求する
国際基準に合わせることについて、相対的には諮問書は歓迎されるだろう。香港政府は我々や他の業界の意見を適
切に考慮した上で、香港に有効な法律ベースを導入し、BEPS 措置を推進すると同時に、地域源泉徴収原則を基礎
とする簡易税制を継続的に実行することが望まれる。

6

税務情報 Q&A
Q：中国では税関査察についての条例改定があったと聞いてますが、どの
ような内容でしょうか？
デロイト中国 北京事務所 竹田 剛

A：
前号でご説明したように、2016 年中に、税関に関連する制度変更がいくつかありました。前号ではそのうちの
１つである 20 号公告についてご説明しましたが、今回は「税関査察条例 の改定に関する国務院の決定」（以
下“670 号公告”と表記）及び「税関査察条例実施弁法」（以下“230 号公告”と表記）についてご説明します。

まずは、2016 年中に行われた税関に関連する制度改定を、改めて見てみたいと思います。
施行月

通達など

公布元

2016 年 3 月

20 号公告
「中華人民共和国税関：輸出入貨物税関申告書の記入規範の改訂に
関する公告」

税関総署

2016 年 10 月

670 号公告
「税関査察条例 の改定に関する国務院の決定」

2016 年 11 月

230 号公告
「税関査察条例実施弁法」

国務院

税関総署

20 号公告によって、企業は税関申告書（報関単）において 3 つの質問（”①貨物の取引先との特殊関係が存在するか
否か” “②その特殊関係が貨物の成約価格に影響しているか否か” “③貨物と関連するロイヤリティーがあるか否か” ）
について回答する必要があります。特に、”②特殊関係が貨物の成約価格に影響しているか否か” や、”③貨物と関連
するロイヤリティーがあるか否か” は、既に物流部門のみで回答できる範囲を超えており、回答に当たっては、法務、
経理 / 財務、経営企画等の各部署の方々の協力が必須となります。一方で、これらは税関申告書（報関単）の記載
時、つまり通関時の注意事項という位置づけのみならず、通関後にも注意が必要です。何故ならば、通関後、税関は
輸入貨物における課税査定金額についての疑義を”価格質疑通知書”という書面にて合法的に実施することができる
からです（「中華人民共和国税関輸出入貨物課税価格査定弁法」 第四十四条）。価格質疑通知書に加えて、自己検
査、税関調査という場面で、税関からよく指摘されるまたは見解の相違が生まれる事項が、上記の “②その特殊関係
が貨物の成約価格に影響しているか否か”、”③貨物と関連するロイヤリティーがあるか否か” についての項目となり
ます。
さて、今回の 670 号公告と 230 号公告について、上記の内容と関連し且つ重要な内容についてピックアップしてご説
明します。670 号公告は国務院が公布した制度概要を記載しており、230 号が税関総署による詳細な実務指針となり
ます。従って、230 号公告の条項に沿ってご説明します。
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1.

税関査察における専門機構の役割について

「税関が査察を実施する際に、会計士事務所、税理士事務所、或いは会計、税務等の関連資質と能力を持つそ
の他の専門機構に、査察に関連する問題に対する専門的意見書の作成を委託することができる。当該専門的
意見書は税関の許可を得て、査察における事実認定の証拠資料とすることができる。企業が専門機関に委託し
て作成した専門的意見は、税関査察の参考資料とすることができる。専門機構が虚偽表示、事実隠蔽、守秘義
務違反などした場合、税関は事実通りに記録し、相応の措置を取るべきであり、また、所轄の部門或いは業界
協会に通報することができる。」
230 号公告 （二十四条） 【関連：670 号公告（第二十一条）】

前回ご説明した 20 号公告における、”②特殊関係が貨物の成約価格に影響しているか否か” や “③貨物と関連する
ロイヤリティーがあるか否か” についての判断は専門的見地からの考察が必要であり、これらの判断は企業側、税関
内部でも理解の一致がなされていないこともあることから、民間の専門機関に委託を行い、専門的意見書を出すこと
で客観的且つ公平な判定が期待されるところです。この専門的意見書については、例えば、北京直属税関では試験
導入を実施しており、デロイト北京事務所でもロイヤリティーに関する意見書を提出した実績があります。
2.

自主開示制度について

「輸出入を行う企業と組織単位が自主開示を行う場合、帳簿と証憑などの証拠資料を税関に提出すべきであ
り、且つ提出資料の真実性、正確性と完全性に対して責任を負う。税関は、輸出入企業・組織単位による自主
開示報告書に対して事実確認を行うべきであり、状況に応じて資料の追加提出を要求することができる。」
「輸出入企業・組織単位がコンプライアンス違反について自主開示を行った場合、税関は行政処罰を軽くし、又
は減軽するものとする。違反行為が軽微であり、且つ速やかに更正した上で、実害をもたらさなかった場合、行
政処罰を行わないものとする。輸出入企業・組織単位が自主開示を通じて税金を追納した場合、滞納金を減免
することができる」。
230 号公告 （第四章）の記載 【関連：670 号公告（第二十六条）】

この自主開示制度は、2014 年より北京、上海を含む直属税関で試験導入を開始しており、今回の公告により企業が
自主的に通関上のコンプライアンス違反を開示した場合は、滞納金の減免等を受けることができる旨が明記されてい
ます。また、滞納金の減免以外にも、税関上の信用等級 （以下、”税関信用等級” と表記） の降格や密輸取締部門へ
の案件移転等においても影響があると考えられています。
しかしながら、輸出入企業・組織単位がコンプライアンス違反について書面で自主的に税関に開示し、処罰を受ける
意思を表した場合においても、以下のいずれかの状況に該当する場合、「自主開示」として認められないとされていま
すので、注意が必要です。
■開示の前に、税関が既に違法に関する情報を把握していた場合
■開示の前に、税関が被査察者に査察を実施する旨を通知していた場合
■開示報告書に重大な虚偽記述があり、又はその他の違法行為を隠蔽した場合
このように、通関上のコンプライアンス違反を自主的に開示することで、行政処罰等が軽減される可能性があります。
税関申告書（報関単）における記載内容の誤り等による関税や増値税の過少申告は延滞金、罰金等を科されるリス
クがありますが、それは税務上のリスクのみならず、税関信用等級にも影響するとされています。税関信用等級が降
格させられたりした場合、輸出入における通関時間が大幅に長くなる場合もあることから、経営上のインパクトは更に
大きくなると考えられます。では、税関は企業の税関信用等級をどのように管理 / 評価しているのでしょうか。次回は、
この税関信用等級制度について解説します。
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新刊書籍のご案内
- 「攻め」 と 「守り」 で成功する- 中国事業の経営管理
日本企業が中国市場で勝つためには、「強み」をきちんと発揮することが
要諦です。このたび、デロイト中国での現地経験豊富な著者による、中国
ビジネスの成長のために抑えるべき「攻め」と「守り」の要点を網羅的に解
説した 『中国事業の経営管理』 を発刊いたしました。
是非、貴社の中国ビジネスにお役立てください。

デロイト トウシュ トーマツ 上海事務所 原 国太郎〔著〕
中央経済社 刊
全 260 頁／3,024 円（税込） ISBN:978-4-502-21151-5

著者より デロイト トーマツ チャイナ ニュース 読者の皆様へのメッセージ
中国に関する情報は世間に溢れていますが、日本企業が中国事業に関して考えるべきポイントを、網羅的にカバ
ーした書籍は意外にも無いと感じていました。
中国での勤務十年の節目に、僭越ながら私自身が日々取り組んでいる業務からは多少乖離する部分にもチャレン
ジしつつ、日本企業が中国で事業を成功させるために、どのような「強み」を、どのように持ち込んで、どのように運営
すればよいのか、また配慮すべき大きなリスクにはどのようなものがあるのか、検討すべきと考えられる事項をなる
べく総合的にまとめてみました。
また、中国事業の経営環境がどのように変化していくかを、少々大胆に予測するとともに、日本経済・日本企業が
活力を取り戻すために参考にできると思われる、中国の状況を紹介しています。中国にいると、日本の報道・記事に
は偏ったものが多いと感じますが、中国駐在員から、本社の方に中国の状況を理解してもらいたい、という目的でも
使っていただけるかと思います。
より多くの日本企業が、中長期的な視野で、客観的に中国市場に取り組む一助になれば、何よりの幸いです。

著者 デロイト トウシュ トーマツ 上海事務所 原 国太郎

目次
●前篇● 中国事業成功のための 「攻め」

●後篇● 中国事業成功のための 「守り」

第１章 中国市場と経済の状況と今後の展望

第５章 中国経済と社会の構造的な問題点

第２章 産業の類型と中国市場で成功する企業の要件

第６章 中国事業のリスクマネジメント

第３章 競争力の源泉と中国市場における発揮

第７章 中国における不正と対応の方法論

第４章 中国における販売チャネル別管理の要点

第８章 中国における商業賄賂と対応の方法論
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執筆：有限責任監査法人トーマツ 中村 剛 デロイト中国 板谷 圭一、竹田 剛ほか
監修：デロイト トーマツ合同会社 三浦 智志、西村 美香 ＤＴ弁護士法人 鄭 林根

中国業務に関する主なお問合せ先
デロイト トーマツ合同会社
本部中国室
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル
Tel: 03-6720-8341 / Fax:03-6720-8346
三浦 智志 / 中村 剛 / 西村 美香
有限責任監査法人トーマツ
名古屋事務所
〒450-8530 名古屋市中村区名駅 1-1-1 JP タワー名古屋
Tel:052-565-5511 / Fax:052-565-5548
滝川 裕介
福岡事務所
〒810-0001 福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラ
Tel：092-751-0931 / Fax：092-751-1035
只隈 洋一
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
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル
TEL：03-6213-1180 FAX：03-6213-1085
福島 和宏

大阪事務所
〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋三井ビルディング
Tel:06-4560-6031 / Fax:06-4560-6039
藤川 伸貴 / 粟野 清仁
デロイト トーマツ税理士法人
東京事務所
〒100-8305 千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル
Tel:03-6213-3800 / Fax:03-6213-3801
安田 和子 / 酒井 晶子
DT 弁護士法人
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル
Tel: 03-6870-3300
鄭 林根

デロイト中国各拠点案内
北京事務所
上海事務所
8/F Office Tower W2, The Tower, Oriental Plaza,
30/F, Bund Center, 222 Yan An Road East, Shanghai, 2,00002 PRC.
1 East Chang An Avenue, Beijing, 100738 PRC.
Tel:+86-21-6141-8888 / Fax:+86-21-6335,0003
Tel:+86-10-8520-7788 / Fax:+86-10-8518-1218
原 井 武 志 / 田 嶋 大 士 / 横 山 真 也 / 大 穂 幸 太 / 石 黒 泰 時 三浦 智志 / 松原 寛 / 浦野 卓矢 / 三好 高志 / 降矢 直人
河原崎 研郎 / 大厩 隆啓 / 原 国太郎 / 板谷 圭一
天津事務所
大連事務所
30/F The Exchange North Tower No.1
Room 1503 Senmao Building
189 Nanjing Road, Heping District, Tianjin,300051 PRC.
147 Zhongshan Road, Xigang Deistrict,Dalian, 116011 PRC.
Tel:+86-22-2320-6688 / Fax:+86-22-2320-6699
Tel:+86-411-8371-2888 / Fax:+86-411-8360-3297
濱中 愛 / 梨子本 暢貴
依藤 啓司
深セン事務所
広州事務所
26/F, Yuexiu Financial Tower, 28 Pearl River East Road,
Guangzhou, 510623 PRC
Tel:+86-20-8396-9228 / Fax:+86-20-3888-1119
山野辺 純一 / 前川 邦夫
蘇州事務所
Suite908, Century Financial Tower, 1 Suhua Road,
Industrial Park, Suzhou, 215021 PRC
Tel:+86-512-6762-1238 / Fax:+86-512-6762-3338
小松 大祐
ハルビン事務所
Room 1618, Development Zone Mansion 368 Changjiang Road
Nangang District Harbin 150090, PRC
Tel:+86-451-8586-0060/ Fax: +86-451-8586-0056
成都事務所
Unit 3406, 34/F Yanlord Landmark Office Tower No. 1 Section 2,
Renmin South Road Chengdu 610016, PRC
Tel:＋86 28 6210 2383/ Fax: ＋86 28 6210 2385
杭州事務所
Room 605, Partition A, EAC Corporate Office, 18 Jiaogong Road
Hangzhou,310013, PRC
Tel:+86-571- 2811-1900 / Fax:+86-571-2811-1904
厦門事務所
Unit E, 26/F International Plaza, 8 Lujiang Road, Siming District
Xiamen, 361001 , PRC
Tel:+86-592-2107-298 / Fax:+ 86-592-2107-259
マカオ事務所
19/F The Macau Square ,Apartment H-N
43-53A Av. do. Infante D. Henrique
Macau, PRC
Tel:+853-2871-2998 / Fax:+ 853-2871-3033

13/F China Resources Building, 5001 Shennan Road East,
Shenzhen, 518010 PRC.
Tel:+86-755-8246-3255 / Fax:+86-755-8246-3222
大塚 武司
香港事務所
35/F One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong
Tel:+852-2852-1600 / Fax:+852-2542-4597
松山 明広 / 齋藤 啓太郎 / 福田 素裕
瀋陽事務所
Unit 3605-3606, Forum 66 Office Tower 1 No. 1-1 Qingnian Avenue
Shenhe District Shenyang, PRC
Tel:+ 86 (024) 6785 4068 / Fax:+ 86 (024) 6785 4067
済南事務所
Unit 1018, 10/F, Tower A, Citic Plaza,150 Luo Yuan Street,
Jinan 250011, PRC
Tel:+86-531-8518-1058/ Fax:+ 86-531-8518-1068
重慶事務所
Room 10-12, 13/F International Trade Center Chongqing
38 Qing Nian Road ,Yu Zhong District ,Chongqing 400010 PRC
Tel:+86-23-6310- 6206/ Fax:+ 86-23-6310-6170
南京事務所
Room B, 11th Floor Golden Eagle Plaza
89 Hanzhong Road Nanjing 210029 , PRC
Tel:+ 86-25-5790 -8880/ Fax:+86-25-8691-8776
武漢事務所
Unit 2, 38/F New World International Trade Tower
568 Jianshe Avenue, Wuhan, 430022 , PRC
Tel:+ 86-27-8526-6618/ Fax:+86-27-8526-7032
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