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Ⅰ　中国企業所得税制の統一

今回、中国の企業所得税が統一されることと

なった。中国においては中外合弁企業の導入に伴

って、1980 年に≪中華人民共和国中外合資経営

企業所得税法≫が制定されて以来 30 年近く続い

てきた外資と内資の二本立ての税制適用が解消さ

れることとなった。

（１）背景

現在外資企業に適用されている《外商投資企

業及び外国企業所得税法》（以下、FEIT という。）

においては、外国からの資本及び技術導入を目

的として、低減税率やいわゆる 2 免 3 減と呼ば

れるタックスホリデイ等の優遇税制が数多く盛

り込まれているのに対して、内資企業に適用さ

れる≪企業所得税法≫においては、それらの優

遇税制がないことから国有企業や民営企業等の

内資企業側から、WTO 加盟により内国民待遇を

得た外資との競争に勝つには税制一本化が図ら

れなければならないとの意見が強く出されてい

たことによるものである。ただし、1990 年代に

既に草案が完成していた新≪企業所得税≫の成

立に 10 年もの時間を要したのは、外資に対する

優遇税制がなくなることにより、外国資本が中

国国外に流出することを避けたいという意見が

一方で強かったことによるものである。これら

の相反する要請に対して、中国の経済発展が既

に一定の段階に達したことや税率を 25 ％として

中国周辺の 18 カ国（地区）税率平均である

26.7 ％よりも低く抑えることにより、これらの

バランスをとることができると判断するに至っ

たということができるものといえる。

（２）先進国へのステップ

このことは、WTO に代表される財貨・サービ

スにかかわる公正取引の観点からは、外資に対す

る内国民待遇が求められることから“内資を外資

より優遇する”ことが問題視されるのに対して、

OECD に代表される先進国間の取決めにおいて

は、税率を低くすることにより多くの海外直接投
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Point
1 中国においては2008年1月1日から外資企業と内資企業に対する税制が統一されることとなった。
2 中国における企業所得税制改正により、従来外資企業に認められていた優遇税制が解消される。
3 企業所得税改正を契機とする一連の税制変更により、日本からの対中投資が第三国を経由したもの

に変更されるケースが予想される。
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資を受けることを防止するために“外資を内資よ

り優遇する”ことが問題視されることになること

との関係において、中国が発展途上国から先進国

の段階へ移行したとみることができるものともい

える。

中国の 2006 年度の税収は 3 兆 3 千億元にのぼ

り日本円換算で 50 兆円を超え、日本税収の約 3

分の 2 の金額となっている。これは、5 年前の

2001 年度の中国の税収が日本円換算（当時）で

約 22 兆円であり当時の日本税収の約 4 分の 1 で

あったことを考え合わせると、驚くべき税収の

伸びであるものといえる。これらの数字からも

分かるように、中国は毎年 20 ％（現地通貨ベー

ス）前後の勢いで税収を伸ばしてきている。こ

の税収の多くを支えているのは、極めて厳格な

管理が行われている増値税であり、税収全体の

約 3 分の 1 を占めている。その次に大きな税収

が内資企業からの企業所得税であり、2006 年度

の税収は 5,546 億元（約 8 兆 6 千億円）であり税

収全体の約 17 ％を占めている。これに対して

FEIT は、1,535 億元（約 2 兆 4 千億円）であり

税収全体の約 5 ％を占め第 6 番目の税目となっ

ている。ここで、現在外資及び内資に適用され

るているそれぞれの税制の基本税率は 33 ％で同

様であるものの、外資に対しては数多くの優遇

税制があることから実質的な適用税率は平均す

ると 15 ％程度であるといわれていることを考え

た場合には、今回の税制改正を 2006 年度の税収

に当てはめると、基本的に内資企業からの税収

は約 1,300 億元（約 2 兆円）減少し、外資企業か

らの税収は約 1,000 億元（約 1 兆 5 千億円）増加

するものといえる。

従って、税率の変更に伴う 2006 年度ベースで

の税収の減少は、税収全体の 1％に過ぎないもの

と予想される（その他の改正箇所に伴う税収への

影響を考えない場合）。この 1 ％の税収減をどの

ようにとらえるかについては、様々な考え方があ

るものと思われるが、世界第 4 位の GDP を誇る

国となっても、まだ毎年 20 ％を上回る税収の伸

びを維持している中国の状況から考えて、この調

整自体は十分に対応可能なものであるといえるか

もしれない。さらに、当面は輸出増値税の調整や

個人所得税徴収管理にかかわる強化、移転価格税

制の強化等からも税収の確保が図れるものとも考

えられる。

Ⅱ　新企業所得税法における改正内容

現段階において公表されている新≪企業所得

税法≫の条文からは以下のような改正が予想され

ている（ただし、現段階では税制改正の細部につ

いて具体的になっておらず、以下の内容について

も変更される余地のあることについて注意を払う

必要がある）。

（１）2008年から解消される外商投資企業及び

外国企業に対する優遇税制

低税率優遇税制

① 15 ％、24 ％等のいわゆる地域性の優遇税制

経済特別区、経済技術開発区生産型企業、沿海

経済開放区、経済特別区及び経済技術開発区に所

在する旧市街区生産型企業等の優遇税制
②輸出企業にかかわる優遇税制（輸出割合が

50 ％以上である場合の半減税）

これらの低税率優遇税制については、新企業所

得税法施行後 5 年以内に段階的に新企業所得税

法に規定される適用税率に調整されるものとさ

れている。

定期減免優遇税制

①生産型企業にかわる 2免 3減優遇税制

②先進技術企業にかかわる優遇税制（2免 3 減後

3年間の半減税）

定期減免優遇税制については新企業所得税法

施行後もその優遇期間が満了していないものに

ついては新企業所得税法施行後 10 年以内の間に

おいて、継続して適用を受けることができるも

のとして国家税務総局公表資料において説明さ

れている。
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その他の優遇税制

① 再投資税額還付

② 配当源泉免税

これらについては経過措置はないものとされ

ている。

（２）2008年から開始される優遇税制

新企業所得税法においては、外資内資の区分

を設けず、国家の重点支持プロジェクト及び発展

奨励産業について、次のような優遇税制または特

別税制が設けられることになっている。

基本税率の低減

基本税率は 25 ％とされている。さらに、条件

に適合する小型少額利益企業については 20 ％の

税率、また、小型薄利企業、国家が重点支持を要

する高度新技術企業については 15 ％の税率が適

用されるものとされている。

免税項目

①国債利息収入

②居住企業間の配当、割増配当等の持分投資収益

③非居住企業がその中国国内に有する機構、場

所と実質的に関連して居住企業から取得する

配当、割増配当等の持分投資収益

④非営利性公益組織の収入

減免税項目

① 農、林、牧、漁業プロジェクトにかかわる

所得

②国家重点公共基礎施設プロジェクトにかかわ

る所得

③条件に適合する環境保護、エネルギー、水資

源節約プロジェクトにかかわる所得

④条件に適合する技術譲渡所得

増額費用計上の認められる項目

①新技術、新製品、新製法開発に際して発生す

る研究開発費用

②障害人員就労及び国家が就労を奨励するその

他人員に対して支払われた給与

税額控除の認められる項目

国家が重点支持または奨励を要する創業投資

に従事する創業投資企業については、その投資額

の一定比率について要納税額からの税額控除が認

められる。

加速償却の認められる項目

固定資産について、技術進歩等の原因により、

確かに加速償却の必要がある場合には、償却年数

の短縮または加速償却の方法を採用することがで

きるものとされている。

免税収入

企業が資源を総合利用し国家産業政策規定に

適合する製品を生産することにより取得する収入

については、課税所得計算時に減額して計上する

ことができるものとされている。

税額控除または免税収入

環境保護、エネルギー、水資源節約、安全生

産等の専用設備の購入設置に対する投資額につい

ては、一定の比率額について税額控除または免除

を実施するものとされている。

（３）その他の主な改正内容

中国経済の国際化に対応して主に国際課税の

観点から、以下のような税制が採用されている。

これらについては、日本税制においても採用され

ているものであり特に目新しいものではないが、

海外の子会社において日本と同様の国際的課税に

かかわる配慮が求められることは子会社管理上か

なりの負担があるものと考えられる。

過小資本税制の適用

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以下である場合に発



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2007.6 経営センサー
37

中国における企業所得税制改革

37

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。

タックスへイブン税制の適用

低税率国（地域）において合理的事業の必要

性以外の目的により企業を有する場合には、留保

金課税の適用が行われるものとされている。

租税回避目的行為にかかわる調整権限

合理的経済目的以外の理由によるアレンジメ

ントにより、課税収入または課税所得を減少させ

る取引については、課税当局は合理的調整を行う

ことができるものとされている。

Ⅲ　企業所得税制の改正を背景とした中国投資

スキーム変更の流れ
（１）企業所得税改正に伴う租税条約の改正

今回の中国企業所得税の改正に先立ち、昨年

中国と香港の間において所得に対する二重課税と

租税回避の防止に関する取扱規定が改正されてい

る。さらに、今回の企業所得税改正により、従来

の FEIT に認められていた優遇制度である外国企

業または外国個人が中国外商投資企業に投資する

に際してのインセンティブが解消される。これに

加えて、この改正を機にそれぞれの国または地域

との間で締結されている租税条約または取扱規定

が改正されることとなり、日中租税条約の改正も

予定されている。

これらの一連の変更を背景として、従来は日

本からの直接投資が主流であった対中投資が今後

第三国を経由した投資に変更されていくことが予

想されている。

① 中国・香港　所得に対する二重課税と租税回避の

防止に関する取扱規定の発効

2006 年 8 月に中国中央政府と香港特別行政区

政府は新たな取扱規定を締結し、中国国内にお

いては 2007 年 1 月 1 日以降に開始する納税年度

から適用されるものとされている（ここで、中

国における企業の納税年度は基本的にすべて暦

年とされている）。ここでは、従来の取扱規定に

はなかった配当所得にかかわる規定（第 10 条）

が設けられており、直接 25 ％以上の持分を有す

る中国企業から配当を取得する場合には 5 ％の

源泉徴収税率が適用される（それ以外の場合に

は 10 ％の源泉徴収税率適用）ことが規定されて

いる。

現行では免税とされている配当にかかわる源

泉徴収について、税率が 5 ％として規定されて

いることは、中国企業所得税の改正により国外

配当源泉徴収免税の取消しを行うことを見込ん

だものであり、香港に対しては 5 ％として一般

の優遇税率 10 ％より低くすることにより、香港

を経由した投資を促進する目的であるものとい

える。

②日中租税条約の改正

中国企業所得税の改正に伴い、日中租税条約

の改正または交換公文の作成が予想されるが、

現在日本政府は、みなし外国税額控除制度の廃

止に注力しており（昨年の日印租税条約改正時

においてもみなし税額控除が廃止されている）、

日中租税条約においてもみなし外国税額控除規

定が廃止される可能性が考えられる。この場合

には、みなし直接税額控除及びみなし間接税額

控除部分の廃止が予想されるが、当該決定は両

国間政府により行われるものであり、最終的に

は政治的要素により、みなし直接外国税額控除

のみが当面維持される場合や、みなし間接外国

税額控除についても新企業所得税法に規定され

る優遇税制適用部分について認められる可能性

も存在している。

（２）投資スキームに対する影響

これらの状況を前提として場合には、日本か

らの直接投資を行った場合の配当スキームは以下

のように変化することとなる。
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①ケース 1 現行の日本からの投資形態を採用する

場合の配当における税負担額

【前提】

中国現地法人獲得利益　100

現行のFEIT適用優遇税率（原則税率33％） 15％

現行の国外配当源泉徴収税率　免税

日本法人税及び住民税実効税率　32 ％

日本事業税実効税率　8％

日本における外国税額控除限度額が十分にあるも

のとする。

ここでは中国現地法人の利益 100 について原

則税率 33 ％に基づく税額である 33 と優遇税率

15 ％に基づく税額 15 との差額 18 及び配当額 85

にかかわる原則源泉徴収税率 20 ％に基づく税額

17 の合計額 35 がみなし外国税額としてみなし外

国税額控除の対象となる。

さらに、これに実際に発生した税額 15 を加算

した金額 50 が控除対象外国税額となるが、日本

における法人税及び住民税の金額が 32 であるこ

とから、外国税額控除は 32 を限度としてその差

額 18 は繰越控除限度超過額として繰り越される

こととなる。

最終的に当該ケースにおいては、税額合計が

23 となり、77 の実質利益が発生することとな

る。

②ケース 2 改正後の日本からの投資形態を採用す

る場合の配当における税負担額

【前提】

中国現地法人獲得利益　100

改正後の中国国内企業所得税率　25 ％

改正後の国外配当源泉徴収税率　10 ％

日本法人税及び住民税実効税率　32 ％

日本事業税実効税率　8％

日本における外国税額控除限度額が十分にあるも

のとする。

ここでは中国現地法人の利益 100 について、

適用税率 25 ％に基づく税額である 25 及び配当額

75 にかかわる源泉徴収税率 10 ％に基づく税額

7.5 の合計額 32.5 が実際発生外国税額として外国

税額控除の対象となる。

さらに、実際に発生した税額 32.5 が控除対象

外国税額となるが、日本における法人税及び住民

税の金額が 32 であることから、外国税額控除は

32 を限度としてその差額 0.5 は繰越控除限度超過

額として繰り越されることとなる。

最終的に当該ケースにおいては、税額合計が

40.5 となり、59.5 の実質利益が発生することとな

る。

③ケース 3 改正後に香港からの投資形態を採用す

る場合の配当における税負担額

【前提】

中国現地法人獲得利益　100

改正後の中国国内企業所得税率　25 ％

改正後の香港への配当源泉徴収税率　5％

香港における国外源泉所得税率　免税

香港企業が実態を有しており留保金課税（タック

スへイブン税制）の適用がないものとする。

利益    100 

香港法人税   0  

外国税額   28.75  

税額合計   28.75 

実質利益     71.25 

利益   100 

法人税及び住民税実効税率 32％ 32  

外国税額控除  －32  

事業税実効税率 8％ 8  

外国税額  32.5  

税額合計    40.5 

実質利益    59.5 

（ここでは繰越控除限度超過額が0.5となる。） 
利益   100 

法人税及び住民税実効税率 32％ 32  

外国税額控除  －32  

事業税実効税率 8％ 8  

外国税額   15  

税額合計   23 

実質利益   77 

（ここでは繰越控除限度超過額が18となる。） 
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ここでは中国現地法人の利益 100 について適

用税率 25 ％に基づく税額である 25 及び配当額

75 にかかわる源泉徴収税率 5 ％に基づく税額

3.75 の合計額 28.75 が実際発生外国税額となる。

さらに、香港においては国外を源泉とする配

当所得については免税であることから、全体での

税負担額についても 28.75 となる。

最終的に当該ケースにおいては、税額合計が

28.75 となり、71.25 の実質利益が発生することと

なる。

すなわち、香港を経由する投資については、

源泉徴収税率として 5％の適用が行われることか

ら日本に対する配当を行わない限りにおいて、税

負担は日本からの投資を行う場合に比較して、香

港からの投資のほうがキャッシュインフローが

11.75 多くなることとなる（ただし、ここでは、

香港現地法人に対する日本側での留保金課税〔タ

ックスへイブン税制〕の適用がないことが前提と

なることに注意を要する）。

以上のケースに見られるように、現行ではみ

なし外国税額控除によるインセンティブにより、

中国に対する投資においては日本からの直接投資

の優位性が高いものといえるが、今後、中国の企

業所得税の改正を機に香港等の第三国を経由した

投資の優位性が増すものと考えられる。


