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海外投資家に配当された利益による対中再投資に対する源泉所得税の課税繰延べに関する新規定
中国財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、商務部は 2017 年 12 月 28 日に共同で「海外投資家が配当さ
れた利益をもって行う直接投資に対して暫定的に源泉所得税を徴収しない政策に関する問題についての通知」（財
税［2017］88 号：以下「88 号通達」）を公布し、国家税務総局は 2018 年 1 月 8 日に 88 号通達の実施ガイダンスに
当たる「海外投資家が配当された利益をもって行う直接投資に対して暫定的に源泉所得税を徴収しない政策の実施
上の関連問題についての公告」（国家税務総局公告 2018 年第 3 号：以下「3 号公告」）を公布した。88 号通達と 3
号公告は、国務院が 2017 年 8 月 16 日に公布した「国務院による外資誘致を促進するための若干の措置に関する
通知」（国発［2017］39 号：以下「39 号通達」）の実施に関する詳細について明確に規定したものである。事業展開の
ためのより良い租税環境を構築し、海外投資家による対中投資の継続的な拡大を奨励するために、39 号通達にお
いて、「海外投資家による対中投資の継続的な拡大を奨励する。海外投資家が中国居住者企業から配当された利益
をもって行う奨励類投資プロジェクトへの直接投資に対して、規定の条件に合致する場合、課税繰延政策を実施し、
源泉所得税を暫定的に徴収しない」政策が打ち出された。39 号通達の公布以来、上述の奨励政策の実施が期待さ
れてきたが、88 号通達と 3 号公告は、39 号通達の実施ガイダンスであり、課税繰延政策の適用に関する条件と手
続、後続の管理及び実施時期などについて規定したものである。39 号通達のキーポイントを下記のとおりまとめた。
1.

優遇政策の具体的な内容

海外投資家が中国居住者企業から配当された利益をもって行う奨励類投資プロジェクトへの直接投資に対して、規
定の条件に合致する場合、課税繰延政策を実施し、源泉所得税を暫定的に徴収しない。
2.

優遇政策の適用要件

上述の優遇政策の適用を受けるためには、下記 4 つの条件を全て満たさなければならない。
(1)

投資方式

39 号通達でいう「海外投資家が配当された利益をもって行う直接投資」とは、海外投資家が配当された利益をもって
行う下記の権益性投資を指す。
 中国居住者企業の払込資本金又は資本剰余金の新規増加若しくは無償増資
 中国国内における居住者企業の新規設立
 非関連者からの中国居住者企業持分の買収
 財政部、国家税務総局が規定するその他の方式
ただし、上場会社株式の新規増加、無償増資、買収は含まれない（「海外投資家の上場会社に対する戦略的投資に
関する管理弁法」（商務部 2005 年第 28 号令）に規定された「戦略的投資」に該当するものを除く）。
(2)

資金源

海外投資家が配当された利益は、中国居住者企業における実現済みの留保利益を源泉として分配された配当金な
どの権益性投資収益（過年度に留保された未処分利益を含む）であること。
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送金ルート

(3)

直接投資に用いる利益（現金又は非現金形式）は、利益の配当元企業から投資先企業（又は持分譲渡人）に直接送
金しなければならない。
留意点として、88 号通達は投資に用いる資金の送金ルートについて厳しく要求している。直接投資に用いる利益が
現金形式で支払われる場合、第三者の口座を経由してはならず、資産など非現金形式で支払われる場合、直接投
資を行う前に第三者が代わりに保有してはならないため、第三者カストディ口座を経由した持分譲渡取引は課税繰
延優遇政策の適用を受けられない可能性がある。したがって、課税繰延優遇政策の適用を受けられるように、この種
類の取引に際して、規定に合致する送金ルートの使用を検討されることを推奨する。
投資範囲

(4)

39 号通達でいう「奨励類投資プロジェクトへの直接投資」とは、投資先企業が海外投資家による投資期間内におい
て、「外商投資産業指導目録（2017 年改正版）」（中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国商務部令
第 4 号）に記載された「外商投資を奨励する産業の目録」、又は「中西部地区外商投資優勢産業目録（2017 年改正
版）」（中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国商務部令第 46 号）に記載された単一又は複数の経
営活動（製品の生産又はサービスの提供、研究開発活動、建設工事への投資、機械設備の購入及びその他の経営
活動を含む。既に優遇政策を享受している場合、将来における目録の改正から影響を受けることはない）に従事する
ことを指す。
優遇政策の施行日及び遡及適用可能性

3.

上述の優遇政策は 2017 年 1 月 1 日から施行され、海外投資家が 2017 年 1 月 1 日以降（当日を含む）に取得する
配当金などの権益性投資収益が政策の適用対象となる。
海外投資家が源泉所得税を暫定的に徴収しない優遇政策の適用を受けられるが、実際に受けていない場合、実際
の税額納付日から 3 年間遡って当該優遇政策の適用を申請し、税金の還付を受けることができる。
優遇政策の適用を受けるための手続

4.

課税繰延政策の適用を受けるためには、海外投資家、利益の配当元企業及びその所轄税務当局は、それぞれ下記
の手続を行う必要がある。
海外投資家

(1)

 「非居住者企業源泉所得税納税繰延情報報告表」（以下「納税繰延報告表」）に海外投資家が記入すべき情報を
記入した上で、利益の配当元企業に提出すること
 前述の 2.4 における投資範囲の要求に合致することの証拠資料として、海外投資家は、課税繰延政策適用済み
の投資を回収する前に、又は投資回収に関する納税申告を行う際に、「投資先企業が海外投資家の投資期間内
において奨励類プロジェクトに従事することに関する取引証拠資料及び財務データなどの資料」を、利益の配当
元企業の所轄税務当局に提出すること
 優遇政策の遡及適用を申請する際に、利益の配当元企業の所轄税務当局に「納税繰延報告表」、関連の契約
書、支払証憑、投資した奨励類プロジェクトに関する活動の関連資料及び省レベルの税務当局が要求するその
他の提出資料を提出すること
利益の配当元企業

(2)

 海外投資家から提出された資料・情報を審査し、下記の事項を確認すること




海外投資家の記入が完全であり、記入不足がない
配当利益の支払プロセスに関する記入情報は事実どおりである
利益の配当元企業について海外投資家が記入した内容が真実であり、かつ正確に記入されている

 「納税繰延報告表」に利益の配当元企業が記入すべき情報（例えば配当金の支払方式など）を記入すること
 配当利益を実際に支払った日から 7 日以内に、所轄税務当局に下記の資料を提出し、届出を行うこと


(3)

利益の配当元企業が記入した「中華人民共和国企業所得税源泉徴収報告表」（以下「企業所得税源泉徴収
報告表」）
海外投資家から利益の配当元企業に提出され、利益の配当元企業によって情報を追加記入された「納税繰
延報告表」
利益の配当元企業の所轄税務当局

「納税繰延報告表」を受領してから 10 営業日以内に、投資先企業の所轄税務当局又はその他の関係税務当局に
「非居住者企業税務事項連絡書」を送付し、関連の情報を転送すること。
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【課税繰延優遇政策の適用申請手続フローチャート図】
海外投資家

優遇政策の遡及適用申請
利益の配当元企業の所轄
税務当局に「納税繰延報告
表」及びその他の関連資料
を提出する

①「納税繰延報告表」に記入する
②利益の配当元企業に「納税繰延報告表」を提出する

利益の配当元企業
配当利益を実際に
支払った日から7日
以内に届出を行う

③「納税繰延報告表」を審査し、確認する
④「納税繰延報告表」に追加記入する
⑤「企業所得税源泉徴収報告表」に記入する

利益の配当元企業
の所轄税務当局
⑥「非居住者企業税務事項連絡書」を送付する*

投資先企業の所轄税務当局
又はその他の関係税務当局
* 利益の配当元企業と投資先企業は同一企業である可能性がある。

5.

繰り延べられた源泉所得税の納税時期

(1)

実際に投資を回収する場合

 海外投資家が持分譲渡、買戻し、清算などを通じて源泉所得税の課税繰延政策の適用を受けた直接投資を実際
に回収する場合、関連の金額を実際に受け取ってから 7 日以内に、源泉所得税の申告と追納を行うべきである
 投資先企業に企業再編が発生した場合、特殊税務処理を適用する場合に限り、海外投資家は引き続き、課税繰
延優遇政策の適用を受けられる
 課税繰延政策の適用を受けた部分と受けていない部分の両方を含む投資の一部を処分する場合、課税繰延政
策の適用を受けた部分から処分するものとみなす
(2)

優遇政策を享受したが、税務当局の事後調査により、適用要件に合致しないことが判明した場合

 利益の配当元企業に責任がある場合（例えば、海外投資家から提出された資料・情報に対する確認を怠った場
合）：利益の配当元企業に対して源泉徴収義務の未履行に関する責任を追求し、海外投資家に対して税金の追
徴を行う
 海外投資家に責任がある場合（例えば、提出資料に記入ミスがあった場合）：海外投資家による企業所得税の申
告納付義務の未履行とみなし、配当利益の支払日を納税義務の発生日として、税額と滞納金の追徴を行う
海外投資家は繰り延べられた源泉所得税を追納する際に、租税条約による優遇政策の適用を申請することができ
る。この場合、関連の配当利益の支払時点で有効な租税条約を参照すべきであるが、その後の租税条約改正により
別途規定が存在する場合、その限りではない。
6.

デロイトのコメント

88 号通達と 3 号公告は、海外投資家が課税繰延政策の適用を受けるための要件を緩めに設定しており、外資を誘
致し、資本流出を抑制する中国政府の意図を強く反映するものである。中国源泉の利益による対中再投資を検討し
ている海外投資家には、上述 2 つの文書の内容を積極的に把握し、投資範囲の選択や、取引・支払の方法を合理
的にアレンジすることで、関連の優遇政策を十分に享受されることを推奨する。
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