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中国企業からのロイヤリティー、
またはサービスフィーによる利益回収

望月コンサルティング（上海）有限公司

パートナー公認会計士　望月 一央（もちづきかずひさ）
日本及び中国での国際会計事務所、コンサルティングファームにおいて多国籍
企業にかかわる監査、税務、財務業務に従事し、2004 年より現職。1993 年からの
15年にわたる上海での経験の中で日系企業を中心に500社以上の企業に関与し
ている。

Point
1 日本国外での事業展開の割合が増えるに伴い、国際間での企業グループ内役務提供を認識すること

の重要性が高まっている。
2 中国においては、外貨送金にかかわる制度的枠組みより、ロイヤリティー、またはサービスフィー

のいずれかの形態をとることになる。
3 中国からのロイヤリティーまたはサービスフィー送金については、納税証憑の添付が求められて

おり、事前に課税関係を処理しておかなければならない。

1．海外からの利益回収

近年、中国は長く 2 ケタ近い成長率を保ちな

がら経済を拡大してきたが、既に日本に並ぶ経

済規模となった現段階における高度経済成長の

持つ影響力は、従来のものとは比較にならない

程強烈で大きなものであることは衆目の一致す

るところである。

この急速な中国の経済成長と日本経済の低迷

の影響のもと、ますます多くの日本企業が生産

と市場の多くを中国等の国外に求めざるを得な

くなってきている。生産から販売までを国外で

行うことから、多くの日本企業にとっていかに

投資資金及び利益を回収するかが共通課題と

なっている。

これらの資金回収方法としては、一般的に以

下のような方法があるものといわれる。

資本的回収

⇒清算による残余財産分配

⇒有償減資

⇒持分等の譲渡

利益的回収

⇒配当

⇒取引値差

⇒ロイヤリティー

⇒サービスフィー

⇒経費負担

同時に上述の状況は一義的に日本企業の利益

の減少について海外現地法人の利益から回収す

ることにより賄うという図式を生み出すことか

ら、日本課税当局の観点からは、海外からの利

益回収が行われているかまたはその水準が妥当

であるかといった国外関連者寄付金認定及び企

業グループ内役務提供が注目されることになる

といえる。

本稿では、これらの背景を踏まえ、中国法人

からの投資資金または利益の回収において最も

問題となりやすいロイヤリティー及びサービス
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フィーについて、中国における制度的枠組み及

びその課税関係を解説することとする。

2．中国外商投資企業の中国国外への外貨支払

権利能力

中国外商投資企業においては、批准された経

営範囲内において必要とされる原材料、燃料等

の物資について、公平、合理の原則に従い、国

内市場及び国際市場より購入することができる

ものとされている 1。

従って、外商投資企業において自らの経営範

囲に関連を有しない費用について、または不合

理な価格の費用については、中国国外への送金

を行うことは認められていない。

また、中国内資企業についても、同様に自ら

の経営範囲と関連しない行為に伴う外貨送金は

認められていないものといえる 2。

3．中国における外貨管理制度

中国においては、非居住者への外貨送金と課

税関係処理が相互に関連付けられており、国外

への外貨送金については、対応する納税証憑の

提出が求められる。従って、外貨管理上の外貨

送金項目と税務管理上の課税項目が一致してい

ることが必要とされる。さらに、中国において

は厳格な外貨管理制度が実施されていることも

あり、外貨管理上の判断が課税関係の判断に影

響を与えることが多いものとなっている。

中国における外貨管理制度においては、経常

項目収支 3 については制限を設けないものとさ

れ、資本項目収支 4 については認可制または届出

制が採用されている。

ここで、経常項目については、さらに貿易項

目 5 と非貿易項目 6 に区分されており、貿易項目

については外貨管理局及び税関による照合制度

である核ショウ制度 7、非貿易項目については外

貨指定銀行による審査制度が採用されている。

また、中国における外貨管理制度においては、

原則として、中国国外との外貨建債権債務の相

殺取引が認められないものとされている。

従って、仮にロイヤリティーまたはサービス

の用益を中国国内企業が受領し対価が発生する

場合には、債務免除を受けない限り、当該中国

国内企業はいずれかの形で中国国外に対価支払

いの必要があることになるといえる。

（1）ロイヤリティー及びサービスフィーの外貨

管理上の位置付け

ロイヤリティー及びサービスフィーの支払い

については、経常項目収支に属するものとして

原則自由であるが、同時に非貿易項目として外

貨指定銀行による審査制度の適用対象に該当す

るものといえ、外貨管理局においては事後の追

跡及び検査業務が行われるものとされている。

（2）非貿易項目にかかわる対外送金

ここで、非貿易項目送金にかかわる審査制度

においては、次のような具体的送金項目が定め

られており、基本的に当該項目を通してのみ送

金手続きの実施が認められるものとなっている。

1   中華人民共和国外資企業法第 15条、中華人民共和国合資経営企業法第 10条、中華人民共和国合作経営企業法第 19条
2   中華人民共和国対外貿易法第 8条
3   経常項目とは国際収支において経常的に発生する項目をいい、貿易収支、労務収支等が含まれる。
4   資本項目とは国際収支において資本の流入または流出により資産または負債の増減を生じさせる項目をいうものとされる。
5   輸出入貿易に伴う収支項目であり、輸出入財貨及びその関連費用が含まれる。
6   輸出入貿易収支または資本項目収支以外の収支。
7   財貨の輸出入に伴い外貨の受払いが実際に行われたことについて照合確認を行う手続き。また、これ以外に輸入代金の延払いにつ
いては貨物貿易項目対外債務登記が求められ、輸出代金の前受けについては輸出外貨受取照合審査システムによる照合、輸出代金
延受については債権登記が求められるものとなっている。
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⇒中国国内個人居住者外貨収入

⇒中国国内個人居住者外貨購入支払

⇒中国国内個人居住者外貨口座

⇒公用出国外貨支払

⇒外貨携帯出国

⇒国際旅行

⇒無形資産購入支払

⇒国際海運

⇒国際通信

⇒遠洋漁業

⇒国外工事請負及び役務合作

⇒外国籍人員人民元収入両替

⇒外商投資企業（出張費、配当等）

⇒駐中国機構

⇒国際航空券代理販売業務外貨両替

⇒文化体育項目外貨購入支払

⇒計算機及び情報サービス

⇒輸入貿易項目における情報料

⇒国際賠償

⇒コンサルティングサービス

⇒駐国外機構事務経費

⇒国外広告、展覧

⇒その他（家賃、品質認定費）

中国外管理の枠組みにおいては、ロイヤリ

ティーについては無形資産購入支払、サービス

フィーについてはコンサルティングサービスに

該当するものといえる。また、コンサルティン

グサービスについては、当該コンサルティング

業務について送金を行う中国国内企業の経営範

囲に関連があることが要請されていることに注

意を要する。

（3）無形資産購入（ロイヤリティー）にかかわ

る対外送金

無形資産購入支払については、さらに以下の

ような具体的送金項目が定められており、ここ

でも、基本的に当該項目を通してのみ送金手続

きの実施が認められるものとなっている。

⇒特許権 8 使用許諾

⇒特許権譲渡

⇒特許権、ノウハウ使用許諾または譲渡を含

まない商標権使用許諾

⇒特許権、ノウハウ使用許諾または譲渡を含

む商標権使用許諾

⇒特許権、ノウハウ使用許諾または譲渡を含

まない商標権譲渡

⇒特許権、ノウハウ使用許諾または譲渡を含

む商標権譲渡

⇒国外からの授権による図文字形式での国外

作品の翻訳または複製

⇒音楽映像製品著作権使用許諾

⇒電子出版物著作権使用許諾

⇒コンピュータソフトウエア使用許諾

⇒ノウハウ使用許諾及び譲渡

⇒技術コンサルティング、技術サービス、共

同設計、共同研究、共同開発、共同生産

また、それぞれについて、一定の資料が送金

に際して必要とされており、例えば、ノウハウ

使用許諾及び譲渡対価の中国国外への送金につ

いては、以下の審査必要書類が要求されている。

①申請書

②契約書または協議書

③発票（Invoice）

④技術輸入契約データ表

⑤技術輸入契約登記証または技術導入及び設

備輸入契約登録効力発生証書

⑥納税証明

また、中国においては、技術輸出入に関して、

8   中国法において「特許権」には、日本法でいう特許権、実用新案権及び意匠権が含まれる。
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公平かつ自由な技術輸出入秩序の維持保護を目

的として法による統一的管理制度が実施される

ものとされ、すべての輸入技術について契約登

記管理制度が実施されるものとなっており、上

述の技術輸入契約登記証とは、これらの中国技

術輸出入管理制度に基づく登記資料となってい

る。

ここで技術輸入契約の対象となる範囲として

は、“特許権譲渡、特許出願権譲渡、特許使用許

諾、ノウハウ譲渡、技術サービス”及び“その

他の方式の技術譲渡”が含まれるものとされて

おり、具体的には、ノウハウ使用許諾、コン

ピュータソフトウエア著作権の譲渡及び使用許

諾、技術コンサルティング、共同設計、共同研

究、共同開発などのを含めた各種の技術輸入契

約を広く含むものとされている。

（4）役務提供（コンサルティングフィー）にか

かわる対外送金

コンサルティングフィーにかかわる対外支払に

ついては、以下の状況に区分し、その課税関係及

び取得すべき税務証憑が規定されている。

（i）外国企業が中国国内においてコンサルティ

ング等の活動を行い収入を取得する場合には、

外国企業は営業税及び企業所得税を納付し、納

税証明を取得しなければならない。

（ii）外国企業が中国国内においてコンサル

ティング等の活動を行い収入を取得するが、

租税条約により企業所得税が免除される場合に

は、外国企業は企業所得税の免税証明を取得し

なければならない。

（iii）中国国外で発生するコンサルティング報

酬について現行の中国法規定により課税が行わ

れない場合には、外国企業は非課税証明を取得

しなければならない。

また、この中で、コンサルティングフィー

（技術コンサルティングを除く）の中国国外への

送金については、以下の審査必要書類が要求さ

れている。

（i） 書面申請

（ii） 契約書または協議書

（iii）インボイスまたは請求書

（iv）税務証憑

中国においては、国外への外貨送金について、

上述のような外貨管理制度により厳格に必要書

類が規定されていることから、逆に、技術輸入

登記証を有する場合には無形資産購入取引とし

てロイヤリティーとして処理が行われ、これが

無い場合には役務提供としてコンサルティング

フィーとして処理が行われるという実務が形成

されている。この背景には、無形資産購入取引

においても技術指導等の付随的人的役務の提供

が行われることが一般的であり、そもそもこれ

らの境界自体が曖昧であることもある。

さらに、これらの実務的区分は、以下におけ

る課税関係にも影響を与えるものとなってい

る。

4．中国における課税関係
（1）企業所得税

中国における企業には居住者企業と非居住者

企業があるものとされている。ここで非居住者

企業とは、外国（地区）の法律に基づいて設立

され、かつ、実質的管理機構は中国国内にない

が、中国国内に機構、場所（以下、「PE」という。）

を有するもの、または中国国内に PE を有しない

が中国国内源泉所得を有するものをいうとされ

ている。

つまり、非居住者企業にも、「中国国内に PE

がある」非居住者企業と「中国国内に PEがない」

非居住者企業との 2種類があることになる。

非居住者企業で中国国内に PE を有するもの

は、その有する PE が取得した中国国内を源泉と

する所得、及び中国国外で発生したがその有す



る PE と実質的関連 9 のある所得について、企業

所得税 10 を納めるものとされている。

また、非居住者企業で中国国内に PE を有しな

い、または PE を有してはいるが取得した所得と

その有する PE に実質的関連がない場合には、中

国国内源泉所得について、企業所得税 11 を納め

なければならないものとされている。

ここで、中国国内源泉区分については、日中

間には 2 国間租税条約が存在していることから、

日中租税条約の内容が中国国内税法に優先して

適用されることになっており、関連する内容は

以下のようになっている。

また、人的役務提供にかかわる PEについては、

一方の締約国の企業が他方の締約国内において

使用人その他の職員（独立の地位を有する代理

人 13 を除く。）を通じてコンサルタントの役務を

提供する場合には、このような活動が単一の工

事又は複数の関連工事について 12 カ月の間に合

計 6 カ月を超える期間行われるときに限り、当

該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」

使用料
1  一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の
締約国において租税を課することができる。
2  1 の使用料に対しては、当該使用料が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を
課することができる。その租税の額は、当該使用料の受領者が当該使用料の受益者である場合には、
当該使用料の額の 10 パーセントを超えないものとする。

事業所得
1  一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該
他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することが
できる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内にお
いて事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分 12 に対してのみ、
当該他方の締約国において租税を課することができる。

9   実質的関連とは、非居住者企業が中国国内に有する機構、場所が所得を得るための持分、債権を所有するか、所得を得るための
財産等を所有、管理、支配することをいうものとされている（企業所得税法実施条例第 8条）。

10   この場合の適用税率は25％となる（企業所得税法第 4条 1項）。
11   この場合の原則適用税率は20％となっているが（企業所得税法第 4条 2項）、企業所得税法実施条例第 91条により10％に低減
されるものとされている。

12   また、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定するものとされている（日中租税条約第 7条 6項）。
13   独立の地位を有する代理人については、日中租税条約及び関連公文並びに通知等に明確な解釈がないが、日中租税条約のモデル
であるOECDモデル条約コンメンタリーにおいて以下のような基準が示されている。
（i）当該企業と法的経済的に独立していること
（ii）（他の企業に対するのと同様の）通常の作業として当該企業のために業務を行っていること
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を有するものとされている 14。

ロイヤリティーにかかわる課税関係

非居住者企業の中国国内に源泉を有する所得

として収入額の 10 ％の企業所得税を納税するも

のとされている。

サービスフィーにかかわる課税関係

中国国内に PE を有する場合にのみ、企業所得

税を納付するものとされている。

中国国内に PE がある場合には原則として企業

所得税確定申告が必要であるが、中国に PE がな

い場合には取得した課税所得にかかる企業所得

税は源泉徴収納付によるものとされ、その支払

者が源泉徴収義務者とされる。

日本における外国税額控除

日本国内に本店又は主たる事務所を有する内

国法人については、日本国内源泉所得または国

外源泉所得の区別なく、全世界所得に対して日

本において納税を行うものとされている。

このように内国法人については、国外におい

て外国法人税の課税を受ける国外源泉所得につ

いても日本国内における課税を受けることから、

ここで発生する国際的二重課税を解消するため

に、外国で課税された法人税 15 について日本に

おける法人税等から控除することができるもの

とされている。

また、日中租税条約においては、使用料 16 に

ついて 20 ％の税率により支払われたものとみな

して外国税額控除を行うことが認められている。

（2）営業税

企業 17 及び個人が、中国国内において無形資

産の譲渡を行う場合または役務提供を行う場合

には、基本的に収入額の 5 ％の営業税が課税さ

14   ≪関与貫徹執行中日、中英税収協定若干問題的処理意見≫
日本国の企業が雇用者またはその他の人員を通じて、わが国において同一プロジェクトまたは 2以上の相互に関連するプロジ
ェクトのためのコンサルティング役務の提供を行うときは、当該人員が独立の地位を有する代理人である場合を除いて、任意
の 12カ月の中で連続してかまたは累計して 6カ月を超えるときは、我が国に恒久的施設を有するものと判定されなければなら
ない。いわゆるコンサルティング役務活動とは、我が国の建設工事または企業の現有生産技術に対する改善、経営管理の改善
及び、技術の選定、投資プロジェクトのフィージビリスタディ分析及び設計プランの選定などのコンサルティング役務の提供
を含む。さらに、我が国企業の現有の設備または製品に対して、我が国の性能、効率、品質及び信頼性、耐久性の面で提起す
る特定の技術目標に対して技術援助を提供し、改善すべき部分及び部品に新たに設計、調整、試運転、試作などを行い、契約
に定める技術目標を達成することを含む。ここでいう任意の 12カ月とは、年度の制約を受けず、年度をまたがって計算しても
よく、コンサルティング役務契約を実施した月から起算する 12カ月の中で、そのコンサルティング役務契約を実施した月から
起算する 12カ月の中で、そのコンサルティング役務の提供が連続してかまたは累計してかを問わず 6カ月を超える（6カ月を
含む）ものは、わが国に恒久的施設を有するものとみなし、取得する収入に外国企業所得税の規定に基づいて所得税を徴収す
るものとする。
≪関与中日税収協定及其議定書有関条文解釈的通知≫
コンサルティング役務により恒久的施設となる場合の規定とは、設備を伴わない純粋なコンサルティング役務性質による活動
をいい、建設工事または企業の現有生産技術に対する改善、経営管理の改善及び、技術の選定、投資プロジェクトのフィージ
ビリスタディ分析及び設計プランの選定などのコンサルティング役務の提供を含む。

15   従って、営業税部分については外国税額控除の対象にならないことから、営業税が源泉徴収課税される場合には、日本におい
て損金処理を行うことにより損金として取扱われることとなる。

16   日中租税条約第 12条「使用料」とは、文学上、美術上若しくは学術上の著作物（映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジ
ョン放送用のフィルム又はテープを含む。）の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用
若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、または産
業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領するすべての種類の支払い金をいう。

17   ここでは、居住者企業または非居住者企業の区分は行われない。



れるものとされている。

ここで、中華人民共和国国内における課税役

務提供については、役務を提供または受領する

単位または個人が国内にあること、また、中国

国内で行われる無形資産の譲渡とは譲渡を受け

た無形資産を国内で使用することをいうものと

されている。

従って、原則としては、ロイヤリティー及び

サービスフィーいずれの場合にも、営業税の課

税が行われるものといえるが、技術移転行為に

含まれる以下の行為については、営業税が免除

されるものとされている。

①技術譲渡

技術譲渡とは、譲渡側がその保有する特許及

び非特許技術の所有権または使用権を有償で他

人に譲渡する行為をいう。

②技術開発

技術開発とは、開発者が他から委託を受け、

新技術、新製品、新しい製造方法または新材料

及びそのシステムの研究開発を行う行為をいう。

③技術コンサルティング

技術コンサルティングとは、特定の技術プロ

ジェクトに対して、実行可能性の検討、技術予

測、特定目的技術調査、分析評価報告等を提供

することをいう。

④技術譲渡、技術開発と関連する技術コンサル

ティングサービス、技術サービス業務

技術譲渡、技術開発と関連する技術コンサル

ティングサービス、技術サービス業務とは、譲

渡側（または受託側が）、技術譲渡または開発計

画の規定に基づいて、譲受側（または委託側）

が譲渡された技術を習得するのを助けるために

提供する技術コンサルティングサービス、技術

サービス業務をいい、かつ、この部分の技術コ

ンサルティングサービスの対価と技術譲渡（ま

たは開発）の対価が同じ 1 枚の領収書に記載さ

れているものをいう。

非居住者企業が中国国内で営業税の役務の提

供を行い、かつ、中国国内で経営機構を設置し

ていない場合、代理者を営業税の源泉徴収義務

者とし、代理者がいない場合には、役務の受益

者を源泉徴収義務者とするものとなっており、

かつ、源泉徴収義務を負う者は源泉徴収義務の

発生日から 30 日以内に所在地の管轄税務機関に

源泉徴収登記手続きを行うものとされる 18。

また、非居住者企業が中国国内において営業税

課税行為を実施する場合には、中国国内に経営機

構を有する場合には、営業税について自ら申告を

行わなければならないものとされており 19、PE

認定を受ける場合には、自己申告を行う必要があ

ることになるものといえる。

（3）PE認定を受ける場合の個人所得税課税

中国国内の企業、機構が査定利益の方法に

よって企業所得税を納付するか、または営業収

入がなくて企業所得税を徴収していない場合は、

その中国国内の企業、機構で職務を任命され、

雇用されている個人が中国国内での仕事の期間

に取得した給与は、中国国内の企業、機構の帳

簿への記載の有無を問わず、すべて中国国内の

企業が支払ったかまたは中国国内の機構が給与

を負担したものとみなすものとされている 20。

従って、査定利益の方法によって企業所得税
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18   非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法第 20条
19   非居民承包工程作業和提供労務税収管理暫定弁法第 19条
20   国税発［1994］148号第 4条
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を納付する PE において職務を任命される個人が

中国国内での仕事の期間に取得した給与につい

ては、その PE における帳簿への記載の有無を問

わず、すべて当該 PE が給与を負担したものとみ

なすものとされ、これに伴い、日中租税条約に

規定される短期滞在者免税規定 21 の適用要件を

満たさないものとなり、原則に従い勤務期間基

準による給与所得にかかわる納税義務が発生す

ることになる。

以上のように、中国国内における PE の認定に

伴い、その PE に帰属する人員（出張者）の給与

所得については、短期滞在者免税規定の適用を

受けず、勤務期間基準により納税義務判定が行

われることになる。

21   日中間における短期滞在者免税規定（日中租税条約第 15条 2項）
賃金・給与所得については、次の条件を満たす場合には、勤務地国において免税とされている。
①報酬の受領者が当該年を通じて合計 183日を超えない期間当該勤務地国に滞在すること。
②報酬が当該勤務地国の居住者でない雇用者またはこれに代わる者から支払われるものであること。
③報酬が雇用者の当該勤務地国に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものではないこと。




