
 

中国税務サービス 
中国でのビジネスを日中双方向からサポート 

中国での事業展開や組織再編においては、日本と中国双方の税務上の影響を考慮する必要があります。よって、その意思
決定をする日本本社においても中国税務に関する十分な知識が不可欠です。 
私たちデロイト トーマツ税理士法人 中国税務室は、デロイトネットワークの一員として、グローバルネットワークを活用し、とくにデ
ロイト中国との緊密な連携のもとで、各社の中国事業に関わるさまざまな税務問題に関して、各々の具体的なニーズに合わせ
たサービスを提供することにより、その中国事業を日中双方向からサポートします。 

こんな時は、専門家にご相談を 

 中国子会社の税務コンプライアンスを見直したい 
 中国の新しい税務規定が自社の中国事業に与える影響を知りたい 
 中国への出張者、出向者に係る税務アドバイスがほしい 
 中国事業の再編、ストラクチャー構築に関する税務アドバイスがほしい 
 現地での税務調査対応、中国税務当局との折衝をサポートしてほしい 

中国の主要都市を網羅したネットワークとサポート体制 

 
 デロイト中国は、 16,500 人の人材を擁し、グレーター・チャイナ地域 に 27 拠点有しています。サービス体制として、日中の

バイリンガルスタッフは 370 名以上、また、日本人は約 50 名在籍しています。 
 財政部 ・国家税務総局 ・ 証券監督管理委員会 ・ 国有資産監督管理委員会などと強固な関係を有しています。 
 日系企業サービスグループ(JSG)は、日系企業に対し最高水準のサービスを提供する世界規模の組織であり、日本のデロイ

ト トーマツは JSG の中核として日系企業をサポートしています。 
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個別事項のご相談事例 

中国子会社の税務コンプライアンス
の強化を図りたい 

税務ヘルスチェックを実施し、中国子会社の現状の税務リスクを把握した上で、当該リスクの低減、 
コンプライアンスの強化を目的とした改善案を提示します。 

中国勤務者（出向者、出張者）
に係る税務リスク低減のための 
対応を 検討したい 

中国勤務者に係る現地での PE 認定課税や日本での寄附金認定課税等のリスクを低減するための
アドバイスを提供し、関連契約書類の整備をお手伝いします。 
中国現地での個人所得税申告に係るハイレベルヘルスチェックを実施することも可能です。 

中国事業の再編に関する税務 
アドバイスがほしい 

中国事業の再編を行う際の日本および中国における課税関係（税制適格要件の充足等）に関す
るアドバイスを提供します。また、必要に応じて、税務事項に関わる中国当局への届出等をお手伝いし
ます。 

中国子会社の現地での税務調査
対応、中国当局との折衝を支援し
てほしい 

中国現地における具体的な状況に応じて、中国子会社の税務調査への対応（自主調査、アンケー
ト調査への対応を含む）、中国当局との折衝を支援します（調査事項に対するテクニカル分析、提
出書類の作成支援等を含む）。 

 
 

関連ナレッジ 

デロイト トーマツ税理士法人では、中国税務に係る 
Newsletter を発行しています。詳しくは、Web サイト 
『世界の税務情報（アジア太平洋地域）』をご覧ください。 
 

お問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 
中国税務サービス 
担当：安田 和子     パートナー                    

劉  楊          マネジャー 
Tel                 03-6213-3800（代）  
email             tax.cs@tohmatsu.co.jp  
会社概要     www.deloitte.com/jp/tax  
税務サービス www.deloitte.com/jp/tax-services 
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ク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互
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中国税務 
サービス 

主なサービス 

 税務顧問サービス 

 中国税務に関わる日常的なご相談への対応 

 税務コンサルティングサービス 

 中国税務に関わる個別具体的なご相談への対応 

 税務ヘルスチェック（コンプライアンスレビュー） 
サービス 

 中国子会社の申告・納税状況のレビュー、 
税務リスクの低減、コンプライアンス管理の 
改善等のためのアドバイスの提供 

 税務申告サービス 

 中国現地における個人所得税申告および 
その他の税務申告のサポート 

 税務調査対応サービス 

 中国現地における税務調査対応のサポート 

 移転価格税制への対応支援（窓口） 

最近のトピックス 

 恒久的施設（PE）課税 
 出張者の活動（役務提供）に対する PE認定 
 出向者に対する PE認定 

 組織再編税制 
 特殊税務処理（適格再編処理）の適用可能性 
 中国国外における組織再編に係る中国での課税関係 

 増値税改革 
 増値税の優遇措置 
 クロスボーダーサービスの取扱い 

 税関調査 
 HS コード、ロイヤルティの関税評価等に対 

する調査 

 移転価格分析の関税評価への影響 
 移転価格税制の管理監督強化 
 調査から監督管理への変化 

 BEPSによるグループ情報の開示（国別報告書） 
 税務局によるグループ一括情報管理システムの構築 

世界の税務情報 アジア 検 索 
www.deloitte.com/jp/tax
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