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中国税関総署による税関申告書の記入規範の改訂
中国税関総署は 2016 年 3 月 24 日に、「中華人

および“貿易国（地区）”の項目が追加さ

民共和国税関輸出入貨物申告書の記入規範」の

れた。これらの項目により、税関は輸出入

改訂に関する 2016 年第 20 号公告（以下「20 号

貨物の流れをよりよく把握することができ

公告」）を公布し、輸出入貨物申告書（以下「税関

る

申告書」）の構成および記入内容を変更した。当



該公告は 2016 年 3 月 30 日から施行された。

桁の統一社会信用コードの記入欄が追加

税関申告書とは、輸出入貨物の荷受人、荷送人

された。これは“三証合一”改革にこたえ

あるいはその代理人が、税関の規定する様式に

たものである

従って輸出入貨物の実際の状況を書面で説明し、
適用される税関制度により、貨物の通関手続を行

申告者、荷送受人（従来は経営者）、消費
使用者/生産販売者（従来は荷主）の 18

B)

申告商品の項目数の上限が 20 から 50 に
増加した。これは、商品の項目数の制約に

うことを税関に要求する法律文書である。

より物流の証票が分割されるという問題を
今回の改訂は、税関申告書の 20 近い項目に関
係し、同時に「中華人民共和国税関輸（出）入貨
物届出リスト」に対しても修正および変更が加えら

解決し、貿易の便宜を図るものである。
C)

営者”は“荷送受人”に、 “荷受人”は“消費

れた。従来の税関申告書と比べて、新しい税関申

使用者”に、“荷送人”は“生産販売者”に改

告書には主に次のような変更点がある。
記入項目の追加

A)


められ、関連する法律の表現と同じになった。
D)

“認可番号”、“生産メーカー”、“為替決済方

必ず記入すべき項目として、“特殊な関係

式”等の、既に法的な根拠を失っているか、

の確認”、“価格の影響の確認”および“ロ

あるいは管理上の意味を持たない申告項目

イヤルティー支払の確認”という、価格の

が削除された。

審査と関連する三つの項目が追加された。
これは徴税管理の強化を意図したものと


一部の申告項目の名称が変更された。“経

デロイトのコメント

考えられる

通関時の申告内容の追加は、中国税関の価格、

“原産国（地区）”、“最終目的国（地区）”

原産地に対する審査および申告のコンプライアン
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スに関する重要な変化を意味する。クロスボー

が客観的かつ正確に申告をしなければ、事後的

ダーの貿易を行う企業はその影響に留意しなけ

な検査または調査の段階で、“事実どおりに申告

ればならない。

をしていない”と税関に認定され、処罰を受ける可

(1)

価格に係る申告項目に関する留意点

クロスボーダーの関連者間取引あるいは国外に
対するロイヤルティーの支払がある企業は、今回
追加された価格に係る次の三つの項目に、特に
留意しなければならない。


特殊な関係の確認



価格の影響の確認



ロイヤルティー支払の確認

「中華人民共和国税関：輸出入貨物課税価格評
価弁法」（税関総署 213 号令：以下「213 号令」）第
16 条、第 17 条では、税関が輸出入貨物の課税
価格を評価する際、取引双方に特殊な関係があ
るか否か、特殊な関係がある場合、それが取引価
格に影響を与えているか否かを考慮すると規定し
ている。税関の“特殊な関係”の定義は、税務上
の“関連関係”の定義よりも広いことに留意が必
要である。
このほか、213 号令の第 13 条、第 14 条の規定
によれば、買手が売手または関連者に直接、間
接に支払うロイヤルティーは、以下のいずれにも
該当しない場合、輸入貨物の課税価格に含める
必要がある。

能性がある。
クロスボーダーの関連者間取引あるいは国外に
対するロイヤリルティーの支払がある企業は、申
告する前に財務、税務部門との内部的なコミュニ
ケーションを強化し、関連者間取引、移転価格政
策、国外に対するロイヤルティー支払の状況等を
レビューして、これらが輸出入取引および価格に
与える影響を分析、評価した上で、客観的かつ正
確な申告を行う必要がある。上記の価格に係る項
目は、毎回の輸出入貨物について申告する必要
があるため、企業が申告の根拠または説明資料
も同時に準備し、通関時または事後の税関による
審査に備えることを提案する。もし不確定な要素
または判断の難しい問題があれば、事前に税関
の関連部門とコミュニケーションを取るか、または
“価格補充申告”等の方式で説明を行うことにより、
申告の誤りがないようにして、税関業務における
リスクの低減を図ることも考えられる。
国際貿易に従事する多国籍企業グループについ
ては、課税価格に関連する今回の変更点に注意
を払い、この機会に移転価格と関税評価の関係を
レビューし、ロイヤルティーおよびその他の非貿易
項目の支払が関税評価に与える影響を分析する
ことを提案する。
(2)

輸出入コンプライアンス管理の強化



ロイヤルティーと輸入貨物が関連しないこと



ロイヤルティーの支払を、輸入貨物を中国に

価格に係る申告項目が追加された以外に、その

販売する条件としないこと

他の申告項目についても多くの変更点があり、そ
の申告内容は企業の各運営部門に関係する可能

特殊な関係もしくはロイヤルティーの支払がある

性がある。しかし、企業の輸出入事務は通常、物

場合の課税価格の評価の問題は、税関が常に着

流部門が担当し、また多くの企業は輸出入申告を

目している問題であり、実務において、企業と税

第三者である通関業者に委託しているため、情報

関の間でよく見解の相違が生じる問題でもある。

の理解が不十分であるか、適時にコミュニケー

現時点では、企業の申告内容に対して、税関がど

ションが行われないことにより、事実どおりの申告

のような措置を講じるのかが明らかではないが、

が行われないという状況が生じやすい。故に、潜

通常であれば、企業がこれら三つの項目について

在的なコンプライアンスリスクがある。輸出入申告

“あり”と申告した場合、税関は価格に関する照会、

に関する要求および責任が増す中で、企業が今

事後的な調査等の方式でさらに審査を行う可能

回の変更がもたらす影響を重視し、輸出入のコン

性が高いと考えられる。

プライアンス管理を強化することを提案する。これ

一方で、これらの項目の申告が追加されたことに
より、企業の法律責任も増すことになる。もし企業

には、次のような措置が含まれる。


記入内容に関する要求および申告する情報
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の入手先を明らかにした上で、積極的に関
係者（例えば、サプライヤー、財務部門等）と
コミュニケーションを取り、変更内容を伝え、
必要となる情報について説明する
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下記のウェブサイトをご覧ください。

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao

関連情報の内部、外部における伝達ルート
を整理し、内部制度を策定、整備する



過去のニュースレター
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況を適時に把握し、早めに必要な対応がと
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れるようにする
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