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中国国家税務総局が企業所得税の優遇政策事項の処理弁法を公布
中国国家税務総局は 2015 年 11 月 20 日に「企業

(2)

「弁法」の要点

局公告 2015 年第 76 号：以下「弁法」）を公布した。

1)

適用範囲

これは、居住者企業が企業所得税の優遇政策の適

「弁法」は居住者企業向けの各種の企業所得税の

用を受ける際の届出（中国語では“备（備）案”）の

優遇政策に適用され、それらは「企業所得税の優遇

手続について明らかにしたものである。「弁法」の施

事項の届出管理目録」にまとめられている。当該目

行により、税務機関と企業双方の権限と責任の区

録は国家税務総局が作成し、適宜更新する。2015

分が明確になり、納税者は優遇政策の適用を受け

年版の目録には、免税収入、収入減額、損金追加

易くなる。しかしながら、納税者は優遇政策の適用

控除、加速減価償却、所得の減免、課税所得控除、

要件を満たしているか否かを自ら判断しなければな

軽減税率、税額控除、民族自治地方における地方

らなくなるという点に留意する必要がある。もし判断

帰属部分の減免等を含む、併せて 55 の優遇政策

に誤りがあれば、税額および滞納金の追徴を受け

が列挙されている。

所得税の優遇政策事項の処理弁法」（国家税務総

る可能性がある。「弁法」は 2015 年度以降の企業
所得税の優遇政策事項に関する処理業務に適用さ
れる。

2)

届出のプロセス

租税優遇政策の適用要件を満たしているか否かを
自ら判断することを前提として、企業所得税の優遇

(1)

政策の背景

中国国務院の指示に従い、政府機能の転換、税務
機関と企業の責任と権限の明確化、企業の負担の
軽減という原則の下で、国家税務総局は多くの租税
にかかわる審査認可事項を整理し、関連通達を公
布して、企業所得税の優遇事項に対する審査認可
をすべて取り消し、一律に届出管理方式によること

適用を受けようとする企業は、税務機関に「企業所
得税優遇事項届出表」（以下「届出表」）を提出する
ほか、要求に従って関連の資料も添付し、届出手続
を行わなければならない1。企業が同時に複数の租
税優遇の適用を受けようとする場合、あるいはある
租税優遇についてプロジェクトごとに分けて計算す
る必要がある場合、それぞれについて届出を行わ

を明らかにした。
1 半数以上の優遇政策は「届出表」のみを提出すればよく、
小規模低利益企業の優遇および加速減価償却政策につ
いては「届出表」の提出も免除される。
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なければならない。企業は「届出表」およびその他

年間であるが、税法の規定と会計処理に差異があ

の届出資料の真実性、合法性に対して法律責任を

る優遇事項については、当該優遇事項の有効期限

負う。

満了後 10 年間とされている。

税務機関が届出を受理する際には、届出資料に対

5)

する形式審査を行うのみで、企業の届出資料の真

省を跨って経営する一括納税企業の場合、一部の

実性の確認は行わない。「届出表」が規定の形式に

優遇政策に係る届出は分支機構が所在地で行う。

合い、記載内容が整い、添付資料がそろっていれば、

このような優遇政策には主に、所得の減免、損金追

税務機関はその場で受理するか、あるいは電子届

加控除、区域性の租税優遇、専用設備投資の税額

出情報を受け取ってから 2 営業日内に届出を受理

控除等が含まれる。その他の優遇政策は総機構が

しなければならない。

統一的に届出を行う。また、総機構は分支機構によ

3)

届出の時期

企業が期間減免税の適用を受ける場合、当該優遇
の適用開始年度の確定申告までに届出を行わなけ

省を跨って経営する企業の届出

る優遇適用の届出状況をまとめて、そのリストを年
度申告表と併せて総機構の所轄税務機関に提出し
なければならない。

ればならない。減免税の適用期間において、届出内

6)

容に変更がなければ、再度届出手続を行う必要は

企業が既に企業所得税の優遇適用を受けたが、規

ない。

定に従って届出を行っていない場合、企業がそのこ

企業がその他の優遇政策の適用を受ける場合、年
度ごとに確定申告の期限までに届出手続を行わな
ければならない。

適時に届出を行わなかった場合

とに気づいた場合は、速やかに届出手続を行い、調
査に備えて保管すべき資料も併せて提出しなけれ
ばならない。また、税務機関が気づいた場合は、企
業に対して、期限までに届出を行い、かつ調査に備

ごく一部の租税優遇は確定申告時にのみ適用でき

えて保管すべき資料を提出するよう命じなければな

るが（例えば、追加控除政策等）、その他の大部分

らない。

の租税優遇は仮申告時にも適用できる。ただし、企
業が仮申告時にある租税優遇を適用していることに
対して税務機関が疑問を持った場合、必要であれ
ば、企業に対して事前に届出手続を行うよう求める
ことができる。
4)

資料の保管

上述の状況において、税務機関による審査の結果、
企業は優遇政策の適用要件を満たしていると認め
られた場合は、企業が規定に従って関連資料を提
出しなかったという行為に対して処罰をしなければ
ならない。審査の結果、企業は優遇政策の適用要
件を満たしていないと認められた場合は、優遇適用

優遇政策の適用を受ける企業は届出手続を行うほ

を取り消し、税額を追徴するとともに、滞納金を課さ

か、「弁法」の要求に従って一定の資料（調査に備

なければならない。

えて保管すべき資料）を適切に保管しなければなら
ない。税務機関は企業に対して、当該企業が優遇
政策の適用要件を満たしていることを証明するため
に、それらの資料を期限までに提出するよう求める
ことができる。企業はそれらの資料の真実性、合法
性に対しても法律責任を負う。

7)

「弁法」の実施時期

「弁法」は 2015 年以降の年度の企業所得税の優遇
政策事項の処理業務に適用される。ただし、企業が
それより前に既に審査認可、審査または届出手続
を行った期間減免税については、改めて届出を行う
必要はない。

「企業所得税の優遇事項の届出管理目録」では、各

デロイトのコメント

優遇政策について、調査に備えて保管すべき資料

(3)

を列挙している。一部の政策については、省レベル

「弁法」は、企業所得税の優遇政策事項の管理方

の税務機関がその他の資料を追加することもでき

式をこれまでの事前認可方式から転換することを、

る。

文書の形で表したものといえる。納税者は今後、従

資料の保管期間は、優遇事項の適用を受けた後 10

来よりも容易に、少しの簡易的な書類のみを提出す
れば、企業所得税の優遇政策の適用を受けられる
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ようになる。また、「弁法」は目録の形で各優遇政策
に係る届出資料および調査に備えて保管すべき資
料を明確にしていることから、納税者が優遇政策の
適用を受ける際の手引きともなる。
しかしながら、優遇政策事項の管理方式の転換に
より、納税者は優遇政策が適用できるか否かの判
断に自ら責任を負うことになり、企業のコンプライア
ンス管理に対する要求も高くなる。新しい管理方式
の下では、従来の事前認可方式と比べて、企業の
不確定性も高まる。企業と税務機関の間で優遇政
策の適用性に関する判断が異なるとしても、そのこ
とが優遇政策の適用を受けるようになってから分か
り、結果として企業は税額および滞納金を追徴され
る可能性がある。税務機関が事後管理に重きを置く
ようになるにつれ、企業にとっては、租税優遇政策
に関する規定を正しく理解し、適用すること、税務機
関が優遇政策の適用に疑問を持った場合に適切に
対応し、優遇政策の適用要件を満たすことを証明す
るために適切な資料を提出できるようにしておくこと
がより重要になる。
「弁法」は 2015 年度から適用されるため、2015 年
度に企業所得税の優遇政策の適用を受けることを
予定している企業は、約半年の間2に「弁法」の要求
に従って届出手続を行うことができるように準備を
始め、調査に備えて保管すべき資料を収集、作成し
ておく必要がある。
関連通達：
「企業所得税の優遇政策事項の処理弁法」の発布
に関する公告（国家税務総局公告 2015 年第 76 号）
（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語）
企業所得税の優遇事項の届出管理目録（2015 年
版）（中国国家税務総局ウェブサイト（中国語、
Word）

2 2015 年度の企業所得税の確定申告期限は 2016 年 5
月 31 日である。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。

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