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1.はじめに

中国の税収は 2008 年度に 5 兆 7,800 億元を超

え、ほぼ日本の税収に匹敵するものとなったと言

える。中国の税収について驚くべき点は、その絶

対額や伸び率だけではなくこれを支える課税政

策、管理手法及び課税技術にもあると言える。中

国課税当局は自らの徴税管理にかかわる全国オン

ラインネットワークに加え、銀行、税関、外貨管

理局、不動産管理局とも連携し、課税管理の強化

にかかわる包括的施策を講じてきているものと言
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図表 1 中国税収の伸び

Point
1 中国においてはその経済発展を支える税徴収管理制度が整備されており、国際的移転価格税制も管

理強化されることが予想されている。
2 広義の移転価格税制には関連企業間取引税制だけでなく、コストシェアリング、CFC 税制、過小

資本税制、代理人PE税制、税関輸入申告価格調整が含まれる。
3 国際取引の発展に伴い、移転価格税制を国際競争力獲得のためのツールとして捉えることが必要に

なってきている。
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える。しかし、一方でこれらの課税管理強化は、

納税者に対して大きな納税事務負担を強いるもの

となっていることも事実である。

これらの課税管理強化については、現状、中国

税収割合において高い位置を占める増値税及び営

業税にその重点が置かれているものと言えるが、

今後、個人所得税及び企業所得税（とりわけ移転

価格税制）に向けられることも予定されている。

これにより、とりわけ外国駐在員及び多くの日本

親会社との取引を有する日系企業にとっては、一

層の納税事務負担を強いられることが予想され、

更に、企業の国際的活動の進展に伴い、一国の課

税管理強化は経済上密接な関係を有する他国の課

税管理強化を促すものとなってきていることか

ら、日本課税当局における国外関連者海外寄付金

認定または企業グループ内役務提供認定について

も、同調してその管理が強化されることが予想さ

れている。

そこで本稿では、日中間での移転価格税制にか

かわる問題で国際経済活動に支障をきたすことが

ないよう、中国における移転価格税制について整

理把握し、その対応を図ることを目的とする。

2.移転価格税制

経済的取引は取引の一方において収益、他方に

おいて費用を発生させることから、2 国間または

複数国間取引を利用して、収益または費用を故意

に一方の国に集中させることにより、当該一方の

国においてのみ利益を計上して税金を支払い、他

方の国においては損失を計上し税金を発生させな

いということが可能となる。

更に、国際取引が広く一般化した現代社会にお

いては、企業の多くが多国籍化しており企業グ

ループ間の移転価格設定を通じて、容易に一方国

の課税権が侵害されることになることから、これ

らの恣意的価格操作による自国の課税権侵害を回

避することを目的として、多くの国の国内税法に

おいて移転価格税制が設けられている。

また、これらの移転価格税制はそれぞれの国が

自国の課税権保護のために設けているものである

ことから、課税の対象となる経済活動が 2国間ま

たは複数国間に及ぶ場合には、2 国または複数国

の課税権が競合し、国際取引において稼得した利

出所： 2008 年中国国家税務局統計資料
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図表 2 2008 年中国税収割合
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益に対して複数以上の国で課税が行われる場合が

ある（国際的二重課税）。

そこで、各国は国際的取引の発展を阻害する可

能性のある国際的二重課税を回避する目的から、

租税条約または自国の税法において一定の制限を

設け、自国及び他国の企業の国際取引について一

定の課税権の調整を行っており、具体的には、

OECD、UN 等の国際機関がモデル租税条約また

はガイドラインを設けて、租税条約により各国の

移転価格税制の調整を図るようしており、各国も

基本的には当該枠組みに従った租税条約を採用し

ているものとなっている。

移転価格税制については、米国において 1968

年に具体的規則が制定され、また、1979 年

OECD ガイドラインの公表が行われて以降、欧

州、アジア、カナダ、オーストラリア等の各国で

移転価格税制が制定執行されている。日本におい

ては 1986 年にその導入が行われ、中国において

は 1992 年に具体的通達が公表されることにより、

本格的導入が行われた。

3.移転価格税制の内容

このように移転価格税制を恣意的課税権侵害の

回避を目的とする税制と広い意味で捉えた場合に

は、一般に言われる関連企業間取引税制だけでな

く、コストシェアリング、日本ではタックスヘイ

ブン税制として知られるCFC（Controlled Foreign

Company）税制、過小資本税制、代理人 PE税制

がその範囲に含まれるものと言え、更には、税関

に対する輸入申告価格についても当該観点からは

移転価格税制に含められるものと言える。

また、これらに加え、とりわけ日本企業の観点

からは、国外関連者寄付金認定及び企業グループ

内役務提供の概念が重要とも言える。

①関連企業間取引税制

関連企業間取引において独立企業間価格

（Arms length price）と異なる価格で取引が行わ

れた場合、その取引価格が独立企業間価格で行わ

れたものとして課税所得を計算する税制である。

最も広く適用されるものであり、いわゆる移転価

格と呼ばれるものは、一般にはこの税制を言う場

合が多い。

ここで、関連企業とは直接、間接の資本関係だ

けでなく、経営の支配といった実質面での関係に

よる判断も含まれることが一般的であり、また、

独立企業間価格の算定基準としては、一般には、

独立価格比準法、再販売価格法、原価加算法、取

引単位営業利益法、利益分割法が挙げられる。

これらの関連企業間取引については、税務調査、

事前確認（ある固定的期間における関連企業間取

引にかかわる価格決定に対する合理的な基準を課

税当局と納税者の間で事前に決定する取決め）、

同時文書化（関連企業間取引にかかわる情報の納

税者側による書面化）として、その税務執行が具

体的に行われることになる。

ここでは、有形資産の売買だけではなく、サー

ビス等の無形資産取引についても独立企業間価格

に基づいた価格による取引を行わなければならな

いものとされており、ロイヤリティの授受、国外

現地法人への派遣駐在員人件費負担等についても

当該税制の適用範囲となることに注意を要する。

②コストシェアリング

コストシェアリングとは、企業間において財貨、

役務または権利の開発、生産、獲得にかかわる費

用及びリスクの分担及びこれらそれぞれの財貨、

役務または権利にかかわる収益の性質及び範囲を

決定することに同意する枠組みを言う。

③CFC税制

タックスヘイブンに代表される低税率国に子会

社を設立し、当該子会社に留保利益を蓄積するこ

とにより、自国における課税を繰延または回避す

ることを防止するために、その留保利益のうち持

分に相当するものを親会社の課税所得に合算する

制度を言う。
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④過小資本税制

海外の関連企業との間において、出資に代えて

貸付けを多くすることによる税負担の軽減を防止

するために、一定の支払利子の課税所得への算入

を認めないものとする制度。

⑤代理人PE税制

一般に、PE（Permanent Establishment）の概

念については、事業所得における源泉地国の判定

にあたり使用され、原則として企業が恒久的施設

を有する場合には、当該国における課税権が生じ

るものとされる。

但し、ここでは、資本または雇用関係を有する

ものが当該国に所在しない場合であっても、外国

法人のために顧客の通常の要求に応じる程度の数

量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求

に応じて引渡すもの（在庫保有代理人）、もっぱ

らまたは主として一つの外国法人のために常習的

にその事業に関して契約を締結するための注文の

取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をす

るもの（注文取得代理人）を代理人 PE として、

当該国の課税権を行使する場合がある。

⑥輸入税関申告価格評価にかかわる関税及び消費税

調整

輸入取引において、購入者と販売者が関連当事

者である場合には、税関は輸入税関申告価格が公

正価額であることについて調整を行うことができ

るものとする制度。

当該調整は、一般には移転価格税制と逆方向に

働くこととなることとなるが、多くの国において

税関当局と課税当局との調整を図る制度が存在し

ていないことから、極端な場合には同一の取引に

ついてそれぞれ逆の方向に調整を受ける可能性も

あることになる。また、租税条約の適用範囲には

含まれていないことから、後述するような 2国間

での調整が図られることがなく、納税者には最終

的な救済を受ける手段がない場合が多い。

4.中国における移転価格税制
（1）中国における移転価格税制の内容

中国において 2009 年 1 月 8 日に公布された特

別納税調整実施弁法（施行）は全 13 章 118 条の

構成により、上述の関連企業間取引税制にかかわ

る移転価格算定方法、調査、事前確認制度、同時

文書化制度等の規定及びコストシェアリング、

CFC 税制、過小資本税制等を含む包括的な規定

として公布され、2008 年 1 月 1 日 1から施行され

ている。また、具体的には以下のような章構成と

なっている。

第一章　総則

第二章　関連申告

第三章　同時文書管理

第四章　移転価格算定方法

第五章　移転価格調査及び調整

第六章　事前確認管理

第七章　コストシェアリング管理

第八章　被支配外国企業管理

第九章　過小資本管理

第十章　一般租税回避防止管理

第十一章　対応的調整及び相互協議

第十二章　法律責任

第十三章　附則

1 当該弁法は中華人民共和国企業所得税法の特別法としての位置づけであり、中華人民共和国企業所得税法は 2008年 1月 1日
から施行されていることから、これに合わせたものとなっている。
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①関連企業間取引税制

中国においては、企業は税務機関に年度企業所

得税納税申告書を提出する際に、関連者 2間の取

引について、年度関連業務取引報告書を添付して

提出するものとされており、ここでは、取引の形

態、金額以外に価格算定方法についても記載する

ことが求められている。また、年度において発生

した関連者との売買金額が 2 億元を超える、また

はその他の関連取引金額が 4,000 万元を超える場

合には、同時文書化資料の準備が求められるもの

とされている。

②コストシェアリング

中国においては、コストシェアリングとは、企

業間により研究過程において研究費用、リスクを

共同で負担し、合理的に当該研究によりもたらさ

れる収益を享受する約定とされ、技術開発等のプ

ロジェクトに限定した取扱が想定されているもの

と考えられる。但し、中国においては、上述のよ

うに課税当局、銀行、外貨管理局の連携した管理

が行われており、現状においては銀行及び外貨管

理上の取扱が示されていないことから、実務的に

は税務上のコストシェアリングを採用したとして

も国外への送金を実施することは難しいものと言

える。

③CFC税制

中国においては、税率が 12.5 ％以下の低税率

国において合理的事業の必要性以外の目的により

支配企業を有する場合には、留保金課税を適用す

るものとされている。

④過小資本税制

中国においては、関連企業からの投資にかかわ

り債権性投資と資本性投資の割合が一定基準（金

融業については 5：1、金融業以外では 2：1）以

下である場合に発生する利息支払いについては、

税務上の費用化が認められないものとされてい

る。

但し、商務管理部門による規制により、中国外

商投資企業においては、国外借入金と資本金の割

合が最大で 2：1 とされていることから、現状、

当該税制の適用を受けることは実務上はないもの

と考えられるが、将来的に当該規制が解消される

場合または議論としては中国国内関連企業からの

借入の場合等にかかわる適用が考えられる。

2. 関連者とは以下の場合をいうものとされている。
（1）一方が直接または間接に他方の持分総額の25％以上を保有する場合、または双方が直接または間接に同一の第三者により持分

の25％以上を保有される場合。一方が中間者を通じて他方の持分を間接的に保有する場合、一方の中間者に対する持分比率が
25％以上ならば、一方の他方に対する持分比率は中間者の他方に対する持分比率により計算する。

（2）一方と他方（独立の金融機関を除く）の間の貸借資金が一方の払込資本金の50％以上を占める場合、または一方の貸借資金総
額の10％以上について他方（独立の金融機構を除く）の保証を受けている場合。

（3）一方の半数以上の高級管理者（董事会メンバーと経理を含む）または少なくとも 1名の董事会をコントロールできる董事会の
高級メンバーが他方から派遣されている場合、または双方の半数以上の高級管理者（董事会メンバーと経理を含む）または少
なくとも 1 名の董事会をコントロールできる董事会の高級メンバーが同一の第三者から派遣されている場合。

（4）一方の半数以上の高級管理者（董事会メンバーと経理を含む）が同時に他方の高級管理者（董事会メンバーと経理を含む）を
務めている場合、または一方の少なくとも 1 名の董事会をコントロールできる董事会の高級メンバーが同時に他方の董事会の
高級メンバーを務めている場合。

（5）他方から提供される工業所有権、技術ノウハウ等のライセンスがなければ、一方の生産経営活動を正常に行うことができない
場合。

（6）一方の仕入または販売活動が主に他方により支配されている場合。
（7）一方の役務の受入または提供が主に他方により支配されている場合。
（8）一方が他方の生産経営、取引を実質的に支配し、または双方がその他の利益上の関係を有する場合。（1）項の持分比率には満

たないが、一方が他方の主要な出資者と基本的に同じ経済利益を受ける場合及び家族、親族関係等を有する場合を含む。

中国移転価格税制の観点からの日本企業における対応
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⑤代理人PE税制

中国においては、契約締結代理人、保管代理人、

引渡代理人等の営業代理人について中国国内にお

ける恒久的施設を構成するものとの規定が設けら

れており、国内税法においては幅広く代理人 PE

規定の適用ができるものとされている。

（2）中国における移転価格調査の執行状況

中国課税当局の発表した資料によると移転価格

調査の状況は以下のようなものとなっている。当

該状況から見て取れるように、徐々に対象企業の

範囲を絞り 1件の要納税調整額を増加させてきて

いるものと言え、また、従来の企業グループごと

の調査から業界別の調査というように方向をより

業務効率が高くなるよう変更してきているものと

言える。

（3）中国破産法の外商投資企業に対する適用と

の関連

中国移転価格税制を考えるに当たってのもう一

つの視点として、外商投資企業に対する破産法の

適用が認められてきていることがあげられる。中

国における破産においては、一般に破産手続費用

債権、労務債権、税務債権、その他一般債権とい

う順序で確保が行われることとなるが、現在認め

られている破産においては労務債権までの確保が

図られれば破産が認められるものと実務的に言わ

れている。これについては、従来は法令上は有限

間接責任と規定されているものの、実務的には外

商投資企業の破産は認められていなかったことか

ら、中国においては、他のアジア諸国に見られる

ような債務超過状態の外商投資企業に対する法令

上の制限または行政的指導等が見受けられなかっ

たが、今後は何らかの当局による管理が行われる

ものと考えられ、その一つの手法として税務債権

が確保される段階での業績不振会社の移転価格調

査があるものと言え、純粋な国際的課税権の調整

といった目的とは異なる観点からの移転価格税制

執行が行われる可能性も考えられなくはないもの

と言える。

5.日本における移転価格税制への対応
（1）日本における中国移転価格税制への対応

日本においては、平成 15 年度税制改正により

租税条約実施特例法が一部改正され質問検査権が

創設され、日本側において他国からの租税条約情

報交換条項に基づき要求された事項について調査

を行う権限が認められ、相互主義に基づき、他国

においても日本課税当局の調査が可能となった。

これにより、日中間の移転価格税調査においても、

それぞれの課税当局は他国の関連企業にかかわる

情報を実務的に入手することが可能となってい

る。

また、日本においては移転価格事務運営要領の

改正により、企業グループ内の役務提供取引にか

かわる取扱及び国外関連者に対する寄付金の取扱

が明確化されている。ここでは、企業グループ内

の役務提供について収益を受領していない場合に

出所：筆者作成

年度  

1996年～2000年 

2001年 

2005年 

2008年 

対象企業 

3,829社 

1,230社 

300社 

174社 

課税所得額調整 

92.7億元 

40億元 

ー 

155.5億元 

 

  7.5億元 

3.48億元 

　  4億元 （70社） 

12.4億元 （152社） 

要納税額調整 

図表 3 2008 年中国税収割合
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は、これらの活動により発生した費用が利益を得

るために直接に必要なものとは認められないこと

から、損金としては認められず、国外関連者に対

する寄付金として取り扱われることとなる。一方

で、原則的には、当該取引を認識し収益を受領し

ている場合には、移転価格税制としての適用を受

けるものと考えられている。

これらの取扱における相違は、基本的に寄付金

としての認定は日本国内における課税権のみに影

響を与えることから、2 国間相互協議による国際

的 2重課税排除の対象範囲に含まれないことを意

味する。従って、できる限り取引としての認識を

行うことにより、移転価格税制の枠組みに基づき

対応を行うことが妥当であるものと言える。

（2）移転価格税制への対応

また、以下では、一般的な移転価格税制への対

応策を参考として紹介する。

①活動を行う国での移転価格税制にかかわる確認

企業が外国において活動を行う場合には、絶え

ず自国及び当該外国の課税権を侵害している可能

性があり、これに注意を払う必要があるものと言

える。

従って、活動を行う全ての国における移転価格

税制の有無、その適用範囲、執行の活発性、租税

条約締結の有無等について確認を行うことによ

り、リスクを把握することがまず必要になる。

ここでは、日本との租税条約の締結がなく、移

転価格税制が活発に適用されている場合には、リ

スクが高く、十分な注意を要するものと言える。

また、近年、日本以外の外国関連会社間での取引

割合が増大しており、このように日本側での把握

が難しい場合には、現地専門家にチェックシート

記入を依頼する等により定期的に確認を行う必要

がある。

②合理的価格設定

取引の相手方が独立の第三者であった場合を想

定して、当該価格からあまり乖離しない範囲で取

引価格を決定することについて、税務部門、コン

プライアンス部門だけでなく、企業及び関連会社

全体での共通認識として保有する。

③Global policy の作成

移転価格リスクは外国だけでなく自国において

も存在しており、各国関連会社に対する製品価格

取決め、ロイヤリティ税率等が異なる場合には自

国での移転価格リスクを増すことになる。従って、

グループ全体において移転価格にかかわるGlobal

policy を策定し、これに従った価格設定をグルー

プ全体で遂行していく必要がある。また、この

policy は自国だけでなく外国における課税当局と

の折衝に際しても極めて有効なツールとなり得る

ことが多い。

最後に、現状においては、アメリカ、ヨーロッ

パ諸国等の先進国だけでなく、中国、タイ、イン

ド、インドネシア、ベトナム等のアジア諸国にお

いても移転価格税制の適用が活発化しており、国

際的経済活動を行う企業にとっては避けて通れな

いものとなっている。

従って、今後、移転価格税制については、今ま

でのように特別のものと捉えるのではなく、むし

ろ、国際的競争力獲得のための有効なツールとし

て捉えることが必要になっているものと言える。

中国移転価格税制の観点からの日本企業における対応




