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日本語訳と原文（中文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。
創業初期の科学技術型企業への投資に関する企業所得税優遇政策の公布
4 月 19 日に開催された国務院常務会議にて、京津冀（北京市・天津市・河北省）、上海、広東、安徽、四川、武漢、西
安、瀋陽を含む 8 つの全面イノベーション改革試験地域と蘇州工業園区（以下「試験地域」）における創業初期の科
学技術型企業への投資を対象とする企業所得税優遇政策の試験的実施が決定された。これに続き、財政部、国家
税務総局は財税［2017］38 号1通達と国家税務総局公告 2017 年第 20 号 1 を公布し、政策実施の詳細について明
確化した。関連の企業所得税優遇政策は 2017 年 1 月 1 日から、関連の個人所得税優遇政策は 2017 年 7 月 1 日
から実施される。
(1)

優遇政策の概要

上述の規定によれば、条件に合致する投資者が創業初期の科学技術型企業に対して持分投資方式の直接投資を
行い、満 2 年（24 カ月、以下同様）である場合、投資額の 70％を投資者の課税所得額から控除できる。上述でいう
投資は、創業初期の科学技術型企業に対する現金の直接支払による持分の取得に限定されており、その他の株主
からの既存持分の譲受けを含まない。
投資者がパートナーシップ企業である場合、パートナーシップ企業が納税主体ではないため、パートナーである法人
あるいは自然人が関連の優遇政策の適用を受けることになる。
1)

条件に合致する投資者

条件に合致する投資者は、会社制あるいはパートナーシップ制のベンチャーキャピタル及び個人のエンジェル投資家
などを含み、優遇政策の適用を受けるためには、下記の条件を満たさなければならない。
ベンチャーキャピタル

個人のエンジェル投資家

 試験地域に登録されており、帳簿検査徴収方式で納  投資先である創業初期の科学技術型企業は試験地
税を行うベンチャーキャピタルである
域に登録されている
 「ベンチャーキャピタル管理暫定弁法」（発展改革委  投資先である創業初期の科学技術型企業の従業員
員会等 10 部門令第 39 号）の規定、あるいは「私募
或いはその親族（配偶者、父母、子女、祖父母、孫、
投資ファンド監督管理暫定弁法」（中国証券監督管
兄弟姉妹を含む。以下同様）ではなく、かつ当該企業
理委員会令第 105 号）におけるベンチャーキャピタ
と労務派遣などの関係を持たない
ル関連の特別規定に合致し、上述の規定に基づき
届出を完了し、規定どおりに運営している
 投資者は、投資先である創業初期の科学技術型企業の発起人ではない
 投資後の 2 年間において、投資者及びその関連者あるいはその親族の所有する創業初期の科学技術型企業
の持分比率は、合計で 50％を下回っている
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2)

創業初期の科学技術型企業

投資者が関連優遇政策の適用を受けるには、投資先である創業初期の科学技術型企業が下記の条件をすべて満
たさなければならない。
 中国国内（香港、マカオ、台湾を含まない）で登録されており、帳簿検査徴収方式で納税を行う
（注：個人のエンジェル投資家が上述の優遇政策の適用を受けるには、投資先である創業初期の科学技術型企業は、試験地
域に登録されていなければならない）

 投資を受ける際の従業員数が 200 人以内であり、うち大学本科以上の学歴を持つ従業員が全体の 30％以上で
ある。投資を受ける際の資産総額と年間売上高はいずれも 3,000 万元以内である。従業員数と資産総額を計算
する際、小型薄利企業の認定基準を参照して、投資を受ける前の連続 12 カ月の平均値で判定する
 投資を受ける際、設立から 5 年（60 カ月）以内である
 投資を受ける際及び投資を受けてから 2 年以内に、国内外の証券取引所に上場しない
 投資を受けた年及び翌納税年度における研究開発費用対原価・費用総額の比率が 20％を下回らない。その内、
研究開発費用の集計方法は、研究開発費用の追加控除政策における関連規定に準拠する
3)

「満 2 年」の定義

投資期間に関する「満 2 年」の判定は、創業初期の科学技術型企業が投資を受け、かつ工商変更登記を完了した日
から起算する。
留意点として、パートナーシップのベンチャーキャピタルが創業初期の科学技術型企業に投資する場合、投資期間に
関する「満 2 年」の判定は、パートナーのベンチャーキャピタルに対する投資期間は問われず、当該ベンチャーキャピ
タルによる創業初期の科学技術型企業への投資期間を対象とする。
また、上述の通達において、「関連優遇政策の実施日以前の 2 年以内に発生し、実施日以降「満 2 年」となった投資
は、その他の条件を満たした場合、優遇政策の適用を受けられる」と明確に規定された。
4)

控除可能な投資額

投資額の 70％を課税所得額から控除できる。投資額は、投資者の創業初期の科学技術型企業に実際に払い込ん
だ金額に準拠する。パートナーシップ制のベンチャーキャピタルが創業初期の科学技術型企業に投資する場合、各
パートナーによる投資額は、ベンチャーキャピタルが創業初期の科学技術型企業に実際に払い込んだ金額及び創業
初期の科学技術型企業への投資期間が「満 2 年」となった当年度の年末時点における各パートナーのベンチャーキ
ャピタルに実際に払い込んだ出資比率に基づき算定される。
5)

控除の制限
控除対象の制限

会社制のベンチャーキャピタル
無制限
パートナーシップ制のベンチャー ベンチャーキャピタルから配当を受け
キャピタルにおけるパートナー
た経営所得に限られる
法人パートナーが複数の適格パートナ
ーシップ制のベンチャーキャピタルに
投資している場合、控除可能な投資額
と配当所得を合算できる*
投資先である創業初期の科学技術型
個人のエンジェル投資家
企業の持分を譲渡することで取得する
課税所得に限られる

控除しきれない部分を以降の年度に
繰り越すことができるか否か
繰越可能
繰越可能

繰越可能
登録抹消・清算を行う創業初期の科学
技術型企業の未控除分は、登録抹
消・清算日以降の 36 カ月以内に、そ
の他の創業初期の科学技術型企業の
持分を譲渡することで取得した課税所
得の控除に用いることができる

*「国家税務総局：有限パートナーシップベンチャーキャピタルの法人パートナーに関する企業所得税関連問題についての公告」
（国家税務総局公告 2015 年第 81 号）の規定に合致するパートナーシップ制ベンチャーキャピタルを含む。

(2)

デロイトの考察及びアドバイス

ベンチャーキャピタルとエンジェル投資家は、「大衆創業、万衆創新」を推進する上で、重要な役割を果たす資本勢力
である。「国家創新駆動発展戦略綱要」の実施及び「大衆創業、万衆創新」の推進という背景のもと、国家によるベン
チャーキャピタルと個人のエンジェル投資家を対象とする税収優遇政策の公布は、創業初期の科学技術型企業への
投資の吸引力を高める助けとなり、科学技術型企業の発展を後押しする。
関連の投資者は、積極的に前述の優遇政策を把握し、既存及び潜在的な投資先に関する情報整理を行う必要があ
る。適格な投資先が存在する場合、早めに必要資料を作成し、規定どおり適時に届出手続を行うことで、優遇政策の
適用を早期かつ充分に受けられるよう検討することができる。また、将来の投資計画において、投資収益率を引き上
げるための手段として、前述の優遇政策を考慮に入れた投資案の作成を通じて、合理的な事業アレンジを作成する
ことが推奨される。
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東京事務所
〒100-8305
東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号 新東京ビル 5 階
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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