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I. 移転価格税制の背景

国際的取引が広く一般化した現代社会におい

ては、製品の企画開発、購買、生産、販売の流れ

が複数以上の国をまたぐ場合が多く、この場合に

は各国間の課税権が競合し二重課税の状態が発生

したり、また、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たりす

る。また、国際的取引が一般化すればするほど、

これらの問題も一般化してくることになる。ここ

で、これらの問題を回避し課税権の国際的調整を

図るために、国際的二重課税の排除制度（所得源

泉地ルール及び外国税額控除）及び移転価格税制

度が設けられている。

1. 国家の課税権

税金とは国家が有する課税権に基づき徴収す

る金銭、財産等であり、この税金を徴収する権利

である課税権は国家主権の内従的属性といわれ、

いずれの他国からの干渉も排除し得る租税高権と

呼ばれている。

従って、それぞれの国家は自らの主権の及ぶ

領域内において排他的に課税権を行使し税金を徴

収することができる。

2. 国際的二重課税

しかし、課税の対象となる経済活動が複数国

間以上に及ぶ場合には、複数国の課税権が競合し、

国際取引において稼得した利益に対して複数以上

の国で課税が行われる場合が発生する。

この国際的二重課税は一国国内においてのみ

経済活動が行われる場合には発生しないことか

ら、企業は二重課税による租税負担を避けるため

に、国際的経済取引を回避することとなり、結果

として経済全体の発展を阻害する恐れがある。

3. 国際的課税権の調整

そこで、各国は国際的取引を阻害する国際的

二重課税を回避する目的から租税条約を締結し、

所得源泉地ルールを定め、国外源泉所得について

は外国税額控除または免税とすることにより一定

の課税権の調整を行っている。

4. 移転価格税制

ただし、このような国際的課税権の調整を前
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提とした場合には新たな問題が生まれることにな

る。すなわち、経済的取引は一方において収益、

他方において費用を発生させることから、複数国

間取引を利用することにより、収益または費用を

故意に一方の国に集中させ、一方の国においての

み利益を計上し税金を支払い、他方の国において

は損失を計上し税金を支払わないことが可能とな

る。

これらは一般に税率の高い国において利益を

計上せず、税率の低い国において利益を計上する

という行為として発生し、これを放置した場合に

は国際的課税権の調整の枠組み全体が崩れること

となってしまう。

これらの恣意的価格操作は 2 国に存在する企

業が関連企業である場合にはじめて可能となるこ

とから、租税条約においては特殊関係企業間取引

における価格決定について、不合理な価格設定が

ある場合には調整ができるものとして、国際的課

税権の調整を補完する移転価格税制が設けられて

いる。

II. 中国における移転価格税制の概要
1. 中国における移転価格税制制度化の背景

中国では 1980 年以降の 25 年間に 55 万社近く

の外商投資企業の設立が批准され、外国資本投資

額（契約ベース）は 1 兆 2,000 億米ドルに上って

いる。これらのとりわけ 1990 年代後半以降に顕

著となった大規模な外国資本による中国投資によ

り、中国の税収は増加し、2005 年度における渉

外税収収入は前年比 18.5 ％増の 6,348 億人民元に

のぼり、税収全体の 20.6 ％を占めており、中国

国家税収における重要な位置を占めるようになっ

てきた。

しかし、大多数の中国進出した多国籍企業の

中国現地法人は連続して損失を計上しており、残

りの企業もわずかな利益を計上しているのみであ

るといわれており、2005 年 1 月から 4 月までの

期間の統計によると、中国の大規模工業企業の利

益総額が 15.6 ％増加しているのに対して、外商

投資企業の利益総額は 3.5 ％減少しているものと

されている。

中国税務当局は、この状況の部分的原因が国

外の関連企業との間の取引を通じた利益の国外移

転にあるとものと認識しており、毎年少なくとも

300 億人民元以上の税収入が不合理な利益の国外

移転により失われているものとして、今後、さら

に移転価格調査に対して制度、組織、技術を改善

し調査を実施していく意向を明確に表明してい

る。

2. 中国における移転価格税制の進展

中国における移転価格税制の始まりは 1986 年

にさかのぼり、中国課税当局による移転価格税制

執行の調査研究が開始されている。その後、それ

らの研究成果を踏まえ 1988 年に深C において試

験的移転価格調査の実施が開始され、1991 年に

は、中国税制において初の移転価格に関する規定

が≪外商投資企業及び外国企業所得税法≫及び同

法実施細則に設けられた。その後、1992 年には

≪国家税務総局の関連企業間取引税務管理実施弁

法≫及び同弁法徹底の具体的問題に関する国家税

務局の通知が公布され、規定としての一応の整備

がなされた。この頃から、深C 以外にも福建省

等の地域において移転価格調査の実施が開始さ

れ、これらの各地における移転価格税制の執行状

況を踏まえ、1998 年に≪関連企業間取引税務管

理規定（試行）≫が発表され、移転価格税制執行

における具体的手続きについても明確な規定がお

かれるようになった。これ以降、中国各地で本格

的な移転価格調査が実施されるようになり、2000

年度においては全国で専門調査人員 500 名、兼職

調査人員 300 名により、3 万の移転価格調整の疑

いのある企業の中から 2,500 社を選出し調査を実

施したとされている。中国課税当局者は、中国に

おける上述の移転価格税制発展の段階をそれぞれ

1986 年から 1987 年までを研究段階、1988 年から

1990 年を試験段階、1991 年から 1997 年立法段階、

1998 年から 2000 年を全面実施段階としており、



経営センサー　2006.11

経済・産業／トピックス

42

マネジメント／トピックス

42

2001 年以降は改善進歩段階とされている。

また、2004 年には≪関連企業間取引税務管理

規定≫が修正公布されると同時に≪関連企業間業

務往来預約定価実施規則≫が公布され、事前確認

制度（Advance Pricing Agreement）が設けられ

た。当該事前確認制度は自国内のみにおける

APA を前提としたものであるが、2005 年 5 月に

は日中間において中国初となる二国間 APA の締

結を完成しており、今後も国際間にわたる APA

の締結を志向していくものと考えられる。

さらに、近年において同時文書化制度

（Simultaneous Documentation）にかかわる実施

細則の公布が予定されており、これをもって移転

価格税制にかかわる制度が一応の完成をみること

になるといえる。

3. 関連法規

中国における移転価格税制については、1983

年に中国で初めて締結された租税条約である日中

租税条約第 9条（特殊関連企業）において、独立

企業間価格から乖離している場合の課税当局によ

る調整が規定されており、法解釈的には、関連企

業間取引について、独立企業間価格を基準とした

調整を行うことができるものとされていた。ただ

し、この段階においては、中国国内税法による移

転価格に関する規定は存在していなかった。

中国国内税法においては 1991 年に公布施行さ

れた≪中華人民共和国外商投資企業及び外国企業

所得税法≫ 13 条において初めて規定が設けられ

た。その後、移転価格税制に関する以下のような

規定が設けられている。

中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所

得税法　第 13 条

中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所

得税法実施細則　第 52 条より第 58 条

中華人民共和国税収徴収管理法　第 36 条

中華人民共和国税収徴収管理法実施細則第 51

条より 56 条

関連企業間取引税務管理規定

関連企業間業務往来預約定価実施規則

ここで、関連企業間取引税務管理実施弁法は

全 12 章 51 条の構成により、移転価格税制にかか

わる適用対象及び監督官庁、税務当局の体内的及

び対外的執行手続き、納税者の申告手続き、移転

価格の調整方法、不服申立て手続き等についての

規定を設けており、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　関連企業間における関連関係の認定

及び取引の申告

第三章　関連企業間取引額の認定

第四章　調査及び監査対象の選択

第五章　調査及び監査の実施

第六章　企業の挙証及び税務機関の挙証に対

する審査

第七章　調整方法選択

第八章　税務調整の実施

第九章　不服申立て及び訴訟

第十章　調査記録の整理及び保管

第十一章　追跡管理

第十二章　付則

4. 移転価格税執行の現状

中国税務当局においては“移転価格税制（転譲

定価税収管理）”は一般に“反租税回避（反避税）”

と表現されており、その執行及び管理の中心的役

割を果たしているのは中国税制執行における最上

級機関である国家税務総局に設けられている国際

税務司反避税処である。この反避税処を中心に各

省、直轄市（北京、上海、天津等）、計画単列市

（大連、深C 、寧波、厦門、青島等）等の国家税

務局内に移転価格専門担当者が配置され、管轄地

域における下級税務機関を指揮管理する形で個々

の移転価格調査が実施されている。移転価格調査

の実施重点地域は、外国投資が多く大規模な国際

的取引が行われている中国沿海地域である。

国家税務総局は国際的な課税権の確保方法と

しての移転価格税制を非常に重視しており、課税
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収入の確保と人材及び技術向上の意味を含めて各

地の税務局に対して予算及びノルマを与え移転価

格調査を実施しており、中国課税当局は 2001 年

までに 1万社近くの外商投資企業について移転価

格調査及び調整を実施し、150 億人民元の課税所

得額調整、7.5 億人民元の要納税額調整を行って

いるとしている。その実施の状況は、1996 年か

ら 2000 年までに 3,829 社の調査、92.7 億人民元

の課税所得額調整、7.5 億人民元の要納税額調整

を行っており、2001 年は 1,230 社の調査及び 40

億人民元の課税所得額調整、3.48 億人民元の要納

税額調整を行っており、今後、さらに移転価格税

制執行における経験を蓄積した後、一層その適用

範囲及び調整額を増大させる方向にあるものと考

えられる。

また、中国課税当局は移転価格税制執行にか

かわる税務局内部の情報ネットワークの整備を図

っており、2003 年 6 月からの全国における導入

に向けて、現在、北京、大連、済南、青島、煙台、

厦門、福州、広州、深C 、蘇州、天津、無錫の都

市において試験的に導入実施を行っている。この

ネットワークでは、移転価格税制適用の基礎的情

報の提供及び移転価格税制執行手続きに関する情

報が共有され、調査対象企業のサンプル選出等が

システムにより行われている。

III. 中国における移転価格税制の執行
1. 中国移転価格調査手続き

中国における移転価格調査は以下のような手

続きを通して実施される。

（１）年度税務申告における関連企業間取引資料の提出

関連企業取引に関する取引類型、内容、期日、

数量、規格、支払基準、金額等

関連者企業とは以下のいずれかの条件にあて

はまるものをいうものとされている。

①相互に間接または直接に他方の株式総額の

25 ％またはそれ以上を保有する場合。

②直接または間接に、第三者により株式の 25 ％

またはそれ以上を保有または支配されている

場合。

③企業と他の企業との資金貸借が企業の自己資

金の 50 ％またはそれ以上に達する場合、また

は企業の貸借資金総額の 10 ％またはそれ以上

が他の企業により担保されている場合。

④企業の董事または経理等の高級管理職の半分

以上または常務董事 1名以上（1名を含む）が

他の企業から派遣されている場合。

⑤企業の生産経営活動が、他の企業が供与する

許諾権（工業所有権、ノウハウ等を含む）が

なければ正常に行えない場合。

⑥企業が生産、取扱い、購入する原材料、部品

等（価格及び取引条件等を含む）が、他の企

業により供給かつ管理されている場合。

⑦企業が生産する製品または商品の販売（価格

及び取引条件等を含む）が他の企業により支

配されている場合。

⑧企業の生産経営、取引に対して事実上の支配

力を有する、または家族関係・親族関係等の

その他の利益上の相関関係がある場合。

（２）税務局内における初期調査

調査対象企業の選択及び調査

（３）企業に対する調査

予備調査（対象企業財務資料調査）

移転価格調査（関連企業間取引調査）

資料要求（“関連企業間取引関係資料の提供に

関する通知”の発行）

①関連企業及び第三者との取引状況。

②価格構成要素の状況。

③取引価格と費用の確定根拠に関するその他の

資料。

資料の立証確認調査

資料の根拠の提出

資料の確認調査

初期調整方案の作成
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（４）企業との協議

書面又は面談の方式での通知

税務局と企業間の交渉

調整案に対する両者合意

税務機関及び企業の署名及び押印

局長に対する結果報告及び認可

（５）調整納税

“移転価格課税収入又は課税所得額調整通知

書”の発行

税額の納付

ここで、移転価格調査による課税所得額の調

整は一般的に 3 年間遡及し、最長では 10 年間遡

及するものとされている。

（６）追跡管理

調整年度の翌年から 3 年間の税務機関による

追跡監督管理

2. 救済手続き

（１）行政不服申立て及び訴訟

納税証票受領日から 60 日以内に価格費用基準

等の資料とともに、直近の上級税務機関に不服申

立てを行うことができる。

審査決定に不服がある場合には、決定受領の

日から 15 日以内に人民法院において訴えを提起

することができる。

（２）相互協議の申立て

日本における 2国間相互協議の申立て

両国の権限のある当局間で合意が成立した場

合には更正の請求及び対応的修正

3. 調整方法

中国移転価格調査においては、財貨の売買取

引についての調整方法として以下の方法が規定さ

れている。

（１）原則的方法

①独立価格比準法

独立企業間で同一または類似の業務活動を行

った場合の価格を基準とする方法。

②再販売価格法

第三者に再販売したときに発生する妥当な費

用と正当な利益水準で計算した利益を差し引いた

後の残額を基準とする方法。

③原価加算法

原価に妥当な費用と利益を加えた額を基準と

する方法。

（２）例外的方法（その他の合理的方法）

①利益比準法

②利益分割法

③純利益法

④事前確認制度

⑤査定利益率法

（３）調整方法の選択

中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所

得税法実施細則における規定及び国家税務総局反

避税処の見解においては、調整方法の選択につい

ては順位が定められており、独立価格比準法、再

販売価格法、原価加算法、その他の方法移転価格

の順序で適用が図られるものとされている。

現実の移転価格税制執行においては、独立価

格比準法及び再販売価格法が採用されるケースは

少なく、原価加算法が実務的に最も多く採用され

ている。これは独立価格比準法の採用にあたって

は、公開情報等が少なく、比較可能な独立企業間

取引に関する情報について、税務当局及び調査対

象企業側ともに見出すことが困難なためであり、

また、再販売価格法の採用にあたっては、関連当

事者間取引における購入側が単純な再販売活動の

みを行っている場合が少ないこと及び中国国外に

おける情報が少ないためである。また、原価加算
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法については、その計算方法が比較的簡明であり、

税務当局にとって採用しやすいこと及び中国国内

の情報の入手が比較的容易であることにより、実

務上ほとんどの場合に原価加算法が採用されてい

る。ここでは、原価の分析及び比較可能な利益率

の算定が行われる。

また、例外的方法については、国家税務総局

はその採用について消極的であり、個別的には採

用されることもあると考えられるが、その適用範

囲はかなり限られたものである。その理由は、中

国課税当局側がこれらの方法の適用について経験

をほとんど有していないこと及び課税当局側は少

なくとも対外的にはあくまで価格による調整を志

向しており利益額による調整については従属的な

位置づけとされているためである。

また、企業が十分な資料を提供できないこと

等を理由として、実務上、査定利益率の採用も多

く行われていると考えられる。

しかしながら、中国における国際取引が増大

するにつれ、移転価格税制における移転価格の

調整においても、課税当局及び納税者双方にと

って入手可能なより客観的な指標が求められる

こととなってきており、ここでは上場企業資料

等の一定の信頼性が確保されかつ入手可能な公

開資料による議論及び調整が求められつつある

といえる。ただし、この場合には厳密な比較可

能性を必要とする原則的方法（伝統的方法と呼

ばれる。）の適用が困難とされる場合が多く、さ

らに 2 国間 APA 等の国際間の相互協議を前提と

する移転価格調整においては、比較的議論の行

いやすい利益比準法等の採用の可能性が高まっ

ていくものとも考えられる。


