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国家税務総局公告 

 

2017年第 6号 

 

国家税務総局の「特別納税調査調整および相互協議手続に関する管理弁法」の公告 

 

 

「国税および地税の徴収管理体制改革方案の深化」の徹底、特別納税調整および相互協議手続の管

理業務をさらに改善し、税源浸食と利益移転（BEPS）行動計画の成果の積極的な活用、中国が対外

的に締結している二重課税回避協定、合意、または取決を効果的に実施するため、「中華人民共和国

企業所得税法」（以下、「所得税法」）およびその実施条例、「中華人民共和国税収徴収管理法」（以

下、「徴収管理法」）およびその実施細則の関連規定に基づき、国家税務総局は「特別納税調査調整お

よび相互協議手続に関する管理弁法」を制定する。ここに公布した上で 2017年 5月 1日から実施する。 

 

ここに公告する。 
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添付： 

 

1．特別納税調整自主納税表 

2．企業関連関係認定表 

3．企業関連者取引認定表  

4．特別納税調整結論通知書 

5．協議内容記録 

6．特別納税調査初歩調整通知書 

7．特別納税調査調整通知書 

8．特別納税調整相互協議手続開始申請表  

9．特別納税調整相互協議税金追加納付（還付）通知書 

 

 

 

 

 

国家税務総局 

 

2017年 3月 17日 
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特別納税調査調整および相互協議手続に関する管理弁法 

 

第一条 「中華人民共和国企業所得税法」（以下、「所得税法」）およびその実施条例、「中華人民

共和国税収徴収管理法」（以下、「徴収管理法」）およびその実施細則、および中国が対外的に締結

している二重課税回避協定、合意または取決（以下、「租税条約」）の関連規定に基づき、本弁法

を制定する。 

 

第二条 税務機関はリスク管理を方向性とし、関連者取引の利益水準の監督管理指標体系を構築お

よび整備するとともに、企業の利益水準に対する監督を強化し、特別納税調整監督管理と特別納税

調査調整を通じて企業の税務コンプライアンスを促進する。 

 

第三条 税務機関は関連申告の審査、同時文書の管理、利益水準の監督等を通して企業に対する

特別納税調整の監督管理を実施し、企業に特別納税調整リスクが発見された場合、企業に「税務事

項通知書」を交付してその税収リスクを提示することができる。 

 

特別納税調整リスクの提示を受け取り、または自発的に特別納税調整リスクがあると認識した企業は、

自主調整を実施して税額を追納することができる。企業は自主調整で追納する場合、「特別納税調整

自主納税表」に記入しなければならない。 

 

企業は自主調整を実施して税額を追納した場合でも、税務機関は関連規定に基づき、依然として特

別納税調査を実施する権限を有する。 

 

企業が税務機関に対して関連者取引の価格設定方針と方法等の特別納税調整事項の確認を要求

する場合、税務機関は特別納税調査手続に沿って対応しなければならない。 

 

第四条 税務機関は特別納税調査を実施する際、以下のリスクの特徴を持つ企業を重点的に調査し

なければならない。 

 

（1）関連者取引額が比較的大きい、または関連者取引の種類が多い企業。 

（2）長期的に欠損状態にある企業、利益が微少な企業または利益の変動が激しい企業。 

（3）同業界の利益水準を下回る企業。 

（4）利益水準が果たす機能と負担するリスクに明らかに合致しない企業、または受け取る収益と分担

する原価が合致しない企業。 
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（5）低税率国（地域）にある関連者と取引がある企業。 

（6）規定に従って関連申告を行っていない企業、または同時文書を準備していない企業。 

（7）関連者から受け入れた関連負債資本比率（債権性投資/権益性投資）が規定基準を超えて

いる企業。 

（8）居住者企業、または居住者企業と中国居住者が支配し、実際の税負担が 12.5%を下回る国

（地域）で設立され、合理的な経営ニーズ以外の理由で利益配分しない、または利益配分を減らして

いる企業。 

（9）その他、合理的な商業目的に欠けるタックスプランニングまたは取決を実施する企業。 

 

第五条 税務機関は立案調査を確定した調査対象企業に対して、「税務検査通知書（一）」を交付

する。調査対象企業が非居住者企業である場合、税務機関は国内関連者または調査に関わる国内

企業を通して「税務検査通知書（一）」 を渡すように要求できる。 

 

予備会談を通して税務機関と合意し、税務機関に「事前確認協議意向書」を既に提出し、かつ事前

確認に対して過年度への遡及適用を申請する企業、または「事前確認更新申請書」を税務機関に既

に提出した企業は特別納税調整の調査対象から排除される。事前確認に関わらない年度および関連

者取引は例外である。 

 

第六条 税務機関が特別納税調査を実施する際、調査対象企業とその関連者、または調査に関わるそ

の他の企業に対して関連資料を提出するよう要求する権限を有する。 

 

（1） 調査対象企業およびその関連者、または調査に関連するその他の企業に関連資料の提出を要

求する場合、当該企業に「税務事項通知書」を交付しなければならない。 当該企業が国外にある場合、

税務機関は国内関連者または調査に関わる国内企業に当該企業へ「税務事項通知書」を渡すよう要

求できる。 

（2） 調査対象企業の関連者、または調査に関連するその他の企業に対する現地調査検査が必要な

場合、当該企業に「税務検査通知書（二）」を交付しなければならない。 

 

第七条  調査対象企業およびその関連者、ならびに調査に関わるその他の企業は税務機関の要求に

従い、真実かつ完全な関連資料を提出しなければならない。 

 

（1） 本人が保管する書類の原本を提供する。正本および副本はいずれも書類の原本に属する。原本

の提供が難しい場合、原本と相違がない複写、写真、抜粋等の複製物を提供することができる。その際、

提供者は複製物に「原本と相違がなく、原本は本人が保管する」と明記し、署名・捺印しなければならな
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い。 

（2） 関係者が保管する書類原本の複製物、複本または抄録を提供する場合、提供者は複製物、

複本や抄録に「原本と相違がない」と明記し、出所を明記しなければならない。また、関係者および提供

者は署名・捺印しなければならない。 

（3） 外国語の書類、または外国語の視聴資料を提供する場合、中国語訳文を添付しなければなら

ない。提供者は中国語訳文の真実性および完全性に責任を負う。 

（4） 国外の関連資料を提供する場合、出所を説明しなければならない。税務機関は国外資料の真

実性および完全性に疑問がある場合、公証機関の確認証明を提供するよう要求することができる。 

 

第八条 税務機関は特別納税調査を行う際、法定権限と手続に従い、実地調査の実施、ハードコピ

ーまたは電子版のデータ資料の検査、帳簿資料の取寄せ、質問、預金口座または貯蓄預金の照会、

書面協同調査、国際租税情報交換、異なる地域における協力調査等を通して案件の事実性が証

明できる証拠資料を収集することができる。証拠の収集を行う過程において、事前に検証対象企業に

告知した上で、記録、録音、録画、撮影、複製することができる。 記録内容は 2 名以上の税務機関の

調査員が署名し、調査対象企業が確認して、署名・捺印しなければならない。調査対象企業が署

名・捺印を拒絶する場合、 2名以上の税務機関の調査員がその旨を記録する。 

 

第九条 電子データの内容により案件の事実を証明する場合、税務機関は以下の方法で証拠を収集す

ることができる。 

 

（1） 提供者が電子データをハードコピーにプリントアウトし、ハードコピーにデータの出所、プリント場所を

明記するとともに、｢電子データと相違なし｣と明記し、かつ提供者が署名・捺印をしなければならない。 

（2） 有形媒体形式の固定電子データを用いて、調査員と電子データ提供者の指定人員と共に、電

子データを読み取り専用記憶装置に複製し、封印する。封印包装物に電子データの名称、データの出

所、製作方法、製作時間、製作者、ファイルのフォーマットとサイズ等を記載し、かつ「原始媒体にある電

子データと相違なし」と明記し、電子データの提供者は署名・捺印しなければならない。 

 

第十条 税務機関は過年度の帳簿、会計証憑、財務報告書およびその他の関連資料を取り寄せる

場合、徴収管理法およびその実施細則の関連規定に基づき、税務機関は調査対象企業に「帳簿資

料取寄せ通知書」を交付し、「取寄せ帳簿資料リスト」に記入して、企業から確認・捺印を得なければなら

ない。また、取寄せた資料は適切に保管され、また法定期限内に全てを返却しなければならない。 

 

第十一条 税務機関はヒアリングを実施し証拠資料を収集する必要がある場合、 2 名以上の調査員がヒ

アリングを実施し、「ヒアリング（調査）記録」を作成する。 
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第十二条 調査を受ける当事者、証人の陳述、または証言の提供を必要とし、事実通りの状況を証言

しない、または虚偽の証言を行う場合、負うべき法律責任について事前に調査を受ける当事者と証人

に告知しなければならない。調査を受ける当事者、証人は書面または口頭で陳述または証言すること

ができる。調査を受ける当事者、証人が口頭で陳述する、または証言する場合、調査員は記録、録

音、録画をすることができる。記録する場合、記録が長期間でも残り、保存できる筆記用具を使用す

る。パソコンを使って記録および印刷することもできる。陳述または証言に対して調査を受ける当事者お

よび証人は全てのページに署名・捺印しなければならない。 

 

陳述または証言の際、調査を受ける当事者、証人の氏名、勤務先、連絡方式等の基本情報、提出日

を明記し、居民身分証のコピー等身分を証明する資料を添付しなければならない。 

 

調査を受ける当事者、証人が口頭で陳述または証言を変更する場合、調査員は変更部分について改め

て記録を作成し、原因を明記して調査を受ける当事者および証人から全てのペ ージに対して署名･捺印

を得なければならない。調査を受ける当事者、証人が書面の説明内容または証言を変更する場合、 原

本を返却しない。 

 

第十三条 税務機関は調査対象企業の年度関連業務往来報告表および関連資料を統合して、

その関連者との関連関係および関連者取引額を確認した上で、「企業関連関係認定表」 および「企

業関連者取引認定表」を作成し、調査対象企業が確認して署名･捺印しなければならない。調査対

象企業が確認を拒否する場合、税務機関の 2名以上の調査員はその旨を明記する。 

 

第十四条 調査対象企業は特別納税調査の関連資料を提出せず、または虚偽、不完全な資料を

提出する場合、税務機関は期限内の改正を命令する。期間中に改正されない場合、税務機関は

徴収管理法およびその実施細則の関連規定に基づき処理し、かつ法に基づき課税所得額を確定す

る。 

 

第十五条 税務機関は移転価格調査を実施する場合、比較性分析を行わなければならない。比

較性分析には、通常、以下の五つの内容を含み、税務機関は案件の状況によって具体的な分析内

容を選択することができる。 

 

（1）取引資産または役務の特性。主に有形資産の物理的特性、品質、数量等、無形資産の種類、

取引形式、保護の程度、期限、予測収益等、役務の性質および内容、金融資産の特性、内容、リス

ク管理等を含む。 

（2） 各取引参加者が果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産。機能には、研究開発、設計、

仕入、加工、組立、製造、メンテナンス、販売、マーケティング、 広告、在庫管理、物流、倉庫保管、融
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資、管理、財務、会計、法律および人事管理等を含む。リスクには、投資リスク、研究開発リスク、仕入

リスク、生産リスク、市場リスク、管理リスクおよび財務リスク等を含む。資産には、有形資産、 無形資産、

金融資産等を含む。 

（3） 契約条項。主に、取引の対象、取引数量、取引価格、代金回収・支払方法および条件、商品

引渡条件、アフターサービスの範囲および条件、付帯的な役務提供に関する約定、契約変更または契

約修正の権利、契約の有効期限、契約の終了または更新する権利等を含む。契約条項を分析する場

合、企業が契約を執行できる能力と行為および関連者間で締結した契約条項の信憑性に注目しなけ

ればならない。 

（4） 経済環境。主に、業界概況、地域、市場規模、市場段階、市場占有率、市場の競争状況、

消費者の購買力、商品または役務の代替可能性、生産要素の価格、運輸コスト、政府規制、ロケーシ

ョンセービングおよびマーケットプレミアム等の地域性特殊要因等を含む。 

（5） 経営戦略。主に、イノベーションと研究開発、多角化経営戦略、相乗効果、リスク回避戦略およ

び市場占有戦略等を含む。 

 

第十六条 税務機関は比較性分析に基づき、合理的な移転価格算定方法を選択し、企業の関連者

取引を分析・評価する。移転価格算定方法には独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準

法、取引単位営業利益法、利益分割法および独立企業間原則に合致するその他の方法を含む。 

 

第十七条 独立価格比準法は、非関連者間で行われる、関連者取引と同等または類似する業務活

動に対して徴収される価格を公正な取引価格とする。独立価格比準法は全ての種類の関連者取引

に適用できる。 

 

比較性分析は、関連者取引と非関連者取引において取引される資産または役務の特性、契約条項、

経済環境および経営策略の差異を特に考察しなければならない。取引の種類によって以下の内容を

含む。 

 

（1） 有形資産の使用権または所有権の譲渡は以下の項目を含む。 

1 譲渡の過程。取引時点と場所、引渡条件、引渡手続、支払条件、取引数量、アフターサ

ービスの時点と場所等を含む。 

2 譲渡の段階。出荷段階、卸売段階、小売段階、輸出段階等を含む。 

3 譲渡の環境。民族風俗、消費者の嗜好、政局の安定度および財政、税制、外貨政策等

を含む。 

4 有形資産の性能、規格、型番号、構造、種類、減価償却方法等。 

5 使用権を提供する時点、期限、場所、費用取得の基準等。 



8 

 

 

6 資産所有者が資産へ投資した支出、修理費用等。 

（2） 金融資産の譲渡。金融資産を実際に所有する時点、流動性、安全性、収益率を含む。その

内、持分譲渡取引の分析内容は、会社の性質、業務構成、資産構成、所属する業界、業界周期、

経営モデル、企業規模、資産の配置および使用状況、企業の経営段階、成長性、経営リスク、財務

リスク、取引時期、地域、持分関係、過去および将来の経営状況、のれん、租税利益、流動性、経

済動向、マクロ政策、企業の収入と原価構成およびその他の要因を含む。 

（3） 無形資産の使用権、または所有権の譲渡は以下の項目を含む。 

1 無形資産の種類、用途、適用業務、予測収益。 

2  無形資産の開発投資、譲渡条件、独占程度、代替可能性、関連国の法律に保護される

程度および期限、地理的位置、使用年数、研究開発の段階、メンテナンス、改良および更新の

権利、譲受原価および費用、機能・リスクの状況、償却方法、およびその他価値の実質的な変

化に影響を与える特殊要因等。 

（4） 資金の融通。融資の金額、通貨、期限、担保、融資者の信用力、返済方法、利息の計算方

法等を含む。 

（5） 役務取引。役務の性質、技術的要求、専門性の水準、負担する責任、支払条件および方

法、直接および間接コスト等を含む。 

 

関連者取引と非関連者取引の間に、上述の面において重大な差異がある場合、当該差異が価格に

与える影響を合理的に調整する。合理的に調整できない場合、その他の合理的な移転価格算定方

法を選択する。 

 

第十八条 再販売価格基準法は、関連者から購入した商品を非関連者に再販売する際の価格から、

比較可能な非関連者取引における売上総利益を控除した後の金額を関連者の商品購入の公正取

引価格とする。その計算公式は以下の通りである。 

 

公正取引価格＝非関連者への再販売価格×（1-比較可能な非関連者取引の売上総利益率） 

 

比較可能な非関連者取引の売上総利益率＝比較可能な非関連者取引の売上総利益／比較

可能な非関連者取引の純売上高×100% 

 

再販売価格基準法は、通常、再販売者が商品に対して外観、性能、構造の変更または商標の変更等

の実質的な付加価値加工を行わない、簡単な加工または単純な売買業務のみに適用する。 
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比較性分析は、関連者取引と非関連者取引の機能とリスク、資産および契約条項上の差異、および

売上総利益率に影響を与えるその他の要因を特に考察しなければならない。具体的には、マーケティン

グ、販売、製品保証およびサービス機能、在庫リスク、機械、設備の価値および使用年数、無形資産の

使用および価値、価値のあるマーケティング型無形資産、卸売あるいは小売段階、ビジネス経験、会

計処理および管理効率等を含む。 

 

上述の面において関連者取引と非関連者取引の間に重大な差異が存在する場合、当該差異が売上総

利益率に与える影響を合理的に調整する。合理的に調整できない場合、その他の合理的な移転価格

算定方法を選択する。 

 

第十九条 原価基準法は、関連者取引より発生した合理的な原価に比較可能な非関連者取引の

売上総利益を加算した金額を関連者取引の公正取引価格とする。その計算公式は以下の通りであ

る。 

 

公正取引価格＝関連者取引の合理的な原価×（1＋比較可能な非関連者取引のコストマークア

ップ率） 

 

比較可能な非関連者取引のコストマークアップ率＝比較可能な非関連者取引の売上総利益／比

較可能な非関連者取引の原価×100% 

 

原価基準法は、通常、有形資産の使用権、または所有権の譲渡、資金融通、役務取引等の関連者

取引に適用される。 

 

比較性分析は、関連者取引と非関連者取引の機能、リスク、資産および契約条項上の差異、および

コストマークアップ率に影響を与えるその他の要因を特に考察しなければならない。具体的には、製造、

加工、据付およびテスト機能、市場および為替リスク、機械、設備の価値および使用年数、無形資産

の使用および価値、ビジネス経験、会計処理、生産および管理効率等を含む。 

 

上述の面において関連者取引と非関連者取引の間に重大な差異が存在する場合、当該差異がコストマ

ークアップ率に与える影響を合理的に調整する。 合理的に調整できない場合、その他の合理的な移転価

格算定方法を選択する。 

 

第二十条 取引単位営業利益法は、比較可能な非関連者取引の利益率指標により関連者取引の

純利益を確定する。利益率指標には、支払金利前税引前営業利益率、トータルコストマークアップ率、

資産収益率、ベリー比率等を含む。各利益指標の計算公式は下記の通りである。 
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（1） 支払金利前税引前営業利益率＝支払金利前税引前営業利益／営業収入×100% 

（2） トータルコストマークアップ率＝支払金利前税引前利益／トータルコスト×100% 

 

（3） 資産収益率＝支払金利前税引前営業利益／〔（年初資産総額+年末資産総額／2〕 

×100% 

（4） ベリー比率＝売上総利益／（営業費用＋管理費用）×100% 

 

利益指標の選定は各取引参加者が果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産を反映するべき

である。利益指標の計算は企業会計処理を基礎とする。必要な場合、利益指標の計算方法を合理

的に調整することができる。 

 

取引単位営業利益法は、通常、重大な無形資産を有さない企業の有形資産使用権、または所有権の

譲渡および受入、無形資産使用権の譲渡および役務提供等の関連者取引に適用される。 

 

比較性分析は、関連者取引と非関連者取引の間の機能、リスク、資産および経済環境における差異お

よび営業利益に影響を与えるその他の要因を特に考察する。具体的には、業界と市場状況、経営規模、

経済周期および製品ライフサイクル、原価、費用、所得および資産の各取引間の配賦、会計処理および

経営管理効率等を含む。 

 

上述の面において関連者取引と非関連者取引の間に重大な差異がある場合、当該差異が利益に与え

る影響を合理的に調整する。合理的に調整できない場合、その他の合理的な移転価格算定方法を選択

する。 

 

第二十一条 利益分割法は、企業とその関連者の、実際または予定の関連者取引連結利益に対す

る貢献度に基づき、各関連者に配賦されるべき利益額を計算する。利益分割法には主に一般利益

分割法および残余利益分割法が含まれる。 

 

一般利益分割法は、関連者取引の各参加者が果たす機能、負担するリスクおよび使用する資産に

基づき、独立企業間原則に従った利益分割方式を採用し、各関連者が取得すべき合理的な利益を

確定する。比較可能な取引情報の入手が難しい一方で合理的な連結利益を確定できる場合、実際

の状況に合わせて価値貢献に関わる収入、原価、費用、資産、雇用人数等の要素を考慮して各関連

者の価値貢献を分析し、利益を各関連者間で配分する。 

 

残余利益分割法は、関連者取引において各参加者が得る連結利益から、各参加者に配分する通
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常利益を控除した残額を残余利益として、各参加者の残余利益への貢献度に基づきそれを配分する。 

 

利益分割法は、通常、企業とその関連者が共に利益創造へ独特な価値貢献を行い、業務の統合性

が高く、かつ各者の取引結果に対する個別の評価が難しい場合に適用される。利益分割法の適用は

経済活動発生地および価値創造地における利益に対して税金を徴収する基本原則を表している。 

 

比較性分析は、関連取引の各参加者の機能、リスクおよび資産、原価、費用、所得および資産の各

参加間の配賦、ロケーションセービング、マーケットプレミアム等の地域性特殊要因、その他の価値貢献

要因、各参加者の残余利益に対する貢献度を確定する際に採用する情報および仮定条件の信頼性

等を特に考察する。 

 

第二十二条  その他の独立企業間原則の方法には、原価法、市場法、収益法等の資産評価方法、さ

らには利益と経済活動の発生地、価値創造地の整合原則を反映させるその他の方法を含む。 

 

原価法は、代替または再取得の原則を基礎とし、現時点の市場価格の下で類似する資産を創造する

ために発生する支出を評価することによって、検証対象の価値を確定する。原価法は代替可能資産の

価値評価に適用される。 

 

市場法は、市場における同様または類似する資産の直近の取引価格を利用し、直接的な比較または

類推分析によって、検証対象の価値を確定する。市場法は市場において、検証対象資産と同様または

類似する比較可能な非関連取引の情報が入手できる場合に適用される。 

 

収益法は、評価対象の将来における予測収益の現在価値を評価することによって価値を確定する。収

益法は企業全体の資産と将来における予測収益の単一資産の評価に適用される。 

 

第二十三条 税務機関は調査対象企業の関連者取引を分析・評価する際、各取引参加者の機能・リ

スクを分析・評価した上で、比較的簡易的な機能を果たす者を評価対象とする。 

 

第二十四条  税務機関は比較可能な企業を分析する際、公開情報の資料を優先的に使用し、非公

開情報資料も使用することもできる。 

 

第二十五条 税務機関は調査対象企業の関連者取引が独立企業間原則に合致するか否かを分

析・評価する際、実際の状況に基づき、単純平均、加重平均または四分位法等の統計的方法を用い

ることができる。その際、比較可能な企業の利益、価格の平均値または四分位数間領域を年度毎に計

算する、または複数年平均で計算する。 
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税務機関は比較可能な企業の利益水準または比較可能な価格で、調査対象企業における各年度の

関連者取引を単年度で評価・調整することができる。 

 

税務機関は四分位法を用いて対象企業の利益水準を分析・評価する際、対象企業の利益水準が比

較可能な企業の中位値を下回る場合、原則として中位値以上の水準に基づいて調整を行う。 

 

第二十六条  税務機関は調査対象企業が関連者に提供する来料加工業務を分析・評価する際、比

較可能な企業の業務モデルが調査対象企業と一致せず、かつその業務モデルにおける差異が利益水準

に影響を与える場合、業務モデルの差異を調整すべきである。また、無償の原材料と設備の価値を還元

する。企業は真実かつ完全な来料加工製品に係る全体バリューチェーンの関連資料を提供し、各関連

者の全体利益水準を反映できる場合、税務機関は調査対象企業と比較可能な企業の原材料の還元

によって生じる資金占用の差異に対して、比較性調整を行うことができる。利益水準の調整が 10%を超

えた場合、比較可能な企業を新たに選定する。 

 

本条第 1 項の状況以外においては、運転資本における差異によって生じる利益差異に対して調整

は行わない。 

 

第二十七条   税務機関は、調査対象企業の関連者取引が独立企業間原則に合致するか否か分

析・評価する際、選定された比較可能な企業が調査対象企業と異なる経済環境にある場合、ロケ

ーションセービング、マーケットプレミアム等の地域性特殊要因を分析し、合理的な移転価格算定方

法を選定して、地域性特殊要因による利益への貢献を確定する。 

 

第二十八条 企業が国外関連者のために来料加工または進料加工等の単一的な生産、販売また

は契約型研究開発業務に従事する場合、原則として合理的な利益水準を維持しなければならない。 

 

上述の企業が欠損を計上する場合、国家税務総局が公布した「関連取引申告および移転価格同

時文書化の管理に関する公告」（国家税務総局公告 2016 年 42 号）の移転価格同時文書の

準備基準を満たすか否かに関わらず、欠損年度の同時文書のローカルファイルを準備しなければなら

ない。税務機関は上述企業のローカルファイルを重点的に審査し、監督管理を強化する。 

 

本来関連者が負うべき経営の意思決定、稼働率不足、製品の販売不振、研究開発の失敗等に起

因するリスクおよび損失を上述企業が負うことになった場合、上述企業に対して税務機関は特別納

税調整を実施することができる。 
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第二十九条  税務機関は関連者取引に対して調査分析を行う際、企業が獲得した利益と企業が果

たす機能と負担するリスクに合致するか否かを確認する。 

企業とその関連者の間に隠匿された関連者取引が直接的、または間接的に国全体の税収の減少を

招く場合、税務機関は隠匿された関連者取引を還元することによって特別納税調整を行うことができ

る。 

 

企業とその関連者の間で相殺された関連者取引が直接的、または間接的に国全体の税収の減少を

招く場合、税務機関は相殺された取引を還元することによって特別納税調整を行うことができる。 

 

第三十条 企業とその関連者における無形資産の価値への貢献度および相応する収益配分を評価す

る際、企業が属するグループのグローバル運営プロセスを全体的に分析し、無形資産の開発、価値向

上、維持、保護、応用および普及の活動における各関連者の価値貢献度、無形資産価値の実現方

式および無形資産とグループ内のその他の業務の機能、リスクと資産の間の相互作用を十分に考慮す

る。 

 

無形資産の法的所有権のみを有し、無形資産の価値創出に貢献していない企業は、無形資産の収

益配分に関与してはならない。無形資産の形成および使用する過程において、資金のみを拠出し、実

際に関連する機能およびリスクを負わない企業は、資金コストに相応する合理的な報酬のみを受けるべ

きである。 

 

第三十一条 企業とその関連者の間で、無形資産の使用権を譲渡、譲受することにより受け取るまたは

支払う特許使用料について、下記の状況により受払金額に対して適時に調整するべきである。適時に

調整を行わない場合、税務機関は特別納税調整を行うことができる。 

 

（1） 無形資産の価値が根本的に変化する。 

（2） 通常の営業慣例に基づき、非関連者間の比較可能な取引における特許権使用料の調整

規制が存在する。 

（3） 無形資産を使用する過程で、企業およびその関連者が果たす機能、負担するリスクまたは使

用する資産が変化する。 

（4）企業およびその関連者は無形資産に対して、継続して開発、価値向上、維持、保護、応用お

よび普及に貢献する一方で、合理的な報酬を受け取っていない。 

 

第三十二条 企業とその関連者の無形資産使用権の譲渡、譲受によって受け取る、または支払う特許

使用料は、当該無形資産を通して企業またはその関連者がもたらす経済収益に合致しなければならない。

経済利益に合致せず、企業またはその関連者の納税額または所得額が減少する場合、税務機関は特別



14 

 

 

納税調整を行うことができる。また、無形資産が経済利益をもたらすことができず、かつ独立企業間原則に

合致していない場合、税務機関は損金算入された金額の全額に対して特別納税調整を実施することが

できる。 

 

企業が、無形資産の法的所有権のみを有し、無形資産価値に貢献を果たしていない関連者に、特許使

用料を支払い、その取引が独立企業間原則に合致しない場合、税務機関は損金算入された金額の全

額に対して特別納税調整を実施することができる。 

 

第三十三条 企業が融資上場を主な目的として国外に持株企業または融資企業を設立し、 融資上場

活動がもたらす付帯利益のみによって国外関連者に特許使用料を支払い、独立企業間原則に合致しな

い場合、税務機関は損金算入された金額の全額に対して特別納税調整を実施することができる。 

 

第三十四条 企業はその関連者との間で発生した役務取引の支払または受取が独立企業間原則に合

致しないため、企業または関連者の納税額または所得額が減少する場合、 税務機関は特別納税調整を

実施することができる。 

 

独立企業間原則に合致する関連役務取引は受益性のある役務取引であり、かつ非関連者が同様また

は類似する状況の下、一般的な商慣行と公平取引価格に基づく価格で対価を設定する。受益性のある

役務とは、役務受入者に直接、または間接的に経済利益を与え、かつ非関連者が同様または類似する

状況の下、購入または実施することを望む役務活動である。 

 

第三十五条 企業が関連者に非受益性役務の代価を支払う場合、税務機関は損金算入された金額の

全額に対して特別納税調整を実施することができる。以下に該当する場合、非受益性役務とみなされる。 

 

（1） 役務受入者がその関連者から受ける役務のうち、既に非関連者へ依頼、または自発的に実

施した役務活動。 

（2） 役務受入者がその関連者から受ける役務のうち、その直接または間接投資者の投資利益を

保障するために実施した支配、管理および監督等の役務活動。主に以下の役務活動を含む。 

 

1 董事会、株主総会、監事会および株式発行等の一連の株主のための役務活動。 

2 役務受入者の直接または間接投資者、グループ本社および地域本社の経営報告書また

は財務報告書の作成・分析に関連する役務活動。 

3 役務受入者の直接または間接投資者、グループ本社および地域本社の経営および資本

運営に関連する資金調達活動。 
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4 グループの意思決定、監督、支配、コンプライアンスに必要な財務、税務、人事、法務等の

役務活動。 

5 その他の類似する情況。 

 

（3） 役務受入者がその関連者から受ける役務のうち、自主的に実施されず、企業グループに帰属

することで超過収益を獲得する役務活動。主に以下の役務活動を含む。 

 

1 役務受入者に資源統合の効果および規模の効果をもたらす法務上の変更、債務再編、

株式買収、資産買収、合併、分割等のグループの再編活動。 

2 企業グループの信用力評価が向上することによって、役務受入者への融資コストが減少する

等の利益を与える役務活動。 

3 その他の類似する状況。 

 

（4） 役務受入者がその関連者から受ける役務のうち、既にその他の関連者取引により既に対価を

得た役務活動。主に以下の役務活動を含む。 

 

1 特許権使用料の支払いによって対価を得ている特許技術または非特許技術に関連するサ

ービス。 

2 貸入金利によって対価を得ている融資に関連するサービス。 

3 その他の類似する状況。 

 

（5） 役務受入者が果たす機能および負担するリスクとは関係のない、または役務受入者の経営ニ

ーズに合致しない役務活動。 

（6） その他の直接または間接的に経済利益をもたらさない役務活動、または非関連者が自発的に

購入しない、または自発的に実施しないであろう関連役務活動。 

 

第三十六条 受益性役務の価格設定は、役務の具体的な内容および特性、役務提供者の機能・リスク

および原価・費用、役務受入者の受益状況、市場環境、取引双方の財務状況、および比較可能な取

引の価格設定の状況等の要因を踏まえて、本弁法の関連規定に基づき、合理的な移転価格算定方法

を選択し、かつ以下の原則を遵守しなければならない。 

 

（1）役務提供者が関連者に提供する役務について、各役務受入者毎に役務プロジェクト単位で

原価を集計できる場合、役務受入者の合理的な原価に基づき、取引価格を確定しなければならな
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い。 

（2）役務提供者が関連者に提供する役務について、各役務受入者毎に役務プロジェクト単位で

原価を集計できない場合、合理的な基準および比率で各役務受入者に配賦し、また配賦された原

価に基づき取引価格を確定しなければならない。配賦基準は役務の性質に従って合理的に確定しな

ければならず、実際の状況によって営業収入、営業資産、人数、人員給与、設備の使用量、データ

使用量、作業時間およびその他の合理的な基準を基に配賦すべきであり、配賦結果は役務受入者

の受益程度と合致しなければならない。非受益性の役務の原価は配賦の基数に計上してはいけない。 

 

第三十七条 企業が機能を果さず、リスクを負担せず、かつ実質的な経営活動を行わない国外関連 

者へ支払う費用について、独立企業間原則に合致しない場合、税務機関は損金算入された金額の

全額に対して特別納税調整を実施することができる。 

 

第三十八条 実際の税負担が同等である国内関連者との取引に対して、当該取引が直接または間

接的に国全体の税収を減少を招かない限り、原則として特別納税調整を行わない。 

 

第三十九条 調査の結果、特別納税調整問題を発見しなかった場合、税務機関は特別納税調査の

結論を出し、企業に「特別納税調査結論通知書」を交付する。 

 

第四十条 調査の結果、税務機関が企業に特別納税調整の問題があると発見した場合、 

以下の手続に沿って特別納税調整を実施する。 

 

（1） 計算、論証および比較性分析に基づき、特別納税調査の調整方案を作成する。 

（2） 調整方案に基づき企業と協議する。税務機関および企業双方は交渉責任者を指定しなけれ

ばならない。税務機関調査員は「協議内容記録」を作成し、双方の交渉責任者が署名し確認しな

ければならない。 企業が署名を拒否する場合、2 名以上の調査員はその旨を明記すべきである。企

業が協議を拒否する場合、税務機関は企業に「特別納税調査初歩調整通知書」を交付する。 

（3） 協議過程において、企業が調整方案に対して異議がある場合、税務機関が規定する期限内

にさらなる関連資料を提出しなければならない。税務機関は資料を受け取った後、真摯に審議し、適

時審議の結論を出さなければならない。審議の結論により、特別納税調整を行わなければならないと

判断した場合、税務機関は初歩調整方案を定めて、企業に「特別納税調査初歩調査通知書」を

交付する。 

（4） 企業は「特別納税調査初歩調整通知書」を受け取り、その内容に異議がある場合、通知書

を受け取った日から 7 日以内に書面でそれを提出しなければならない。税務機関は企業の意見を受

け取った後、再度協議し、審議しなければならない。審議の結論により、特別納税調整を行わなけれ
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ばならず最終調整方案を定めた場合、企業に「特別納税調査調整通知書」を交付する。 

（5） 企業が「特別納税調査初歩調整通知書」を受け取り、規定の期限内に異議を提起しない場

合、または規定の期限内に異議を提起したが協議を拒否された場合、または異議を提起したが税務

機関が審議後に受け入れない場合、税務機関は初歩調整方案を最終調整方案として、企業に「特

別納税調査調整通知書」を交付する。 

 

第四十一条  企業は「特別納税調査調整通知書」を受け取った後、異議がある場合、「特別納税調査

調整通知書」に基づき税金、利息および滞納金を納付する、または相応する担保を提供した後、法律

に基づき異議申立を申請することができる。 

 

企業は国家税務局から交付された「特別納税調査調整通知書」に異議がある場合、その上のレベル

の国家税務局に異議申立を申請することができる。企業は地方税務局から交付された「特別納税調

査調整通知書」に異議がある場合、その上のレベルの地方税務局または当該地方税務局の同レベル

の人民政府のいずれかに異議申立を申請することができる。 

 

異議申立の審査結果に不服がある場合、法に従って人民裁判所に行政訴訟を申請することができる。 

 

第四十二条  税務機関が企業に対して特別納税調整を実施し、当該調整が企業の国外関連者へ

の支払利息、賃貸料、特許使用料等に関わる場合、その他の規定がない限り、納付済み税額の調

整を行わない。 

 

第四十三条 企業は「特別納税調査調整通知書」の公布前に、自主調整により追徴を行うことがで

きる。企業が自主調整による追徴を行う場合、「特別納税調整自主追徴納付表」を作成しなければ

ならない。 

 

第四十四条  税務機関は企業に対して特別納税調整を行う場合、所得税法およびその実施条例の

規定に基づき、2008 年 1 月 1 日以降に発生した取引に対して追徴する企業所得税に、1 日ごとに利

息を加算する。 

 

特別納税調査調整により追徴する税金に対して、追加納税すべき税額が帰属する年度の順番で入金

日までの利息を個別に計算する。 

 

（1） 企業は、「特別納税調査調整通知書」の交付前に税額を仮納付する、または期間内 に税額

を追納する場合、税額の帰属する納税年度の翌年 6月 1日から税額を追加納付（仮納付）した

日までの加算利息を計算する。企業が「特別納税調査調整通知書」の税額追納期限を過ぎても税
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額を納付しない場合、税額追納期限の翌日から徴収管理法およびその実施細則の関連規定に従

い滞納金を加算する、当該期間において利息は加算しない。 

（2） 利率は税額の帰属する納税年度の 12月 31日に公布される、税額追徴期間と同期間の中

国人民銀行の人民元貸付基準利率（以下、「基準利率」）に 5%を加えて計算する。基準利率は、

年間 365日で一日当たりの利率に換算する。 

（3） 企業が関連規定に基づき同時文書および関連資料を提出する場合、または関連規定によっ

て同時文書の準備を免除されるが、税務機関の要求に応じてその他の関連資料を提出する場合、

基準利率のみによって利息を計算することができる。 

 

税務機関の調査により、企業の実際の関連者取引額は同時文書を準備する基準に達しているが、規

定に従い税務機関に同時文書を提出しない場合、税務機関が追徴税額に利息を加算する際、本条第

2款第（2）項の規定を適用する。 

 

第四十五条 企業が自主調整による追徴を行い、かつ自発的に同時文書等の関連資料を提出する、

または関連規定によって同時文書の準備を免除されるが税務機関の要求に応じてその他の関連資料

を提出する場合、2008年 1月 1日以降に発生した取引、かつ自主調整で追徴される税額に対し、基

準利息に基づき利息を計算する。 

 

第四十六条 税務機関が特別納税調査調整を実施する期間において、経営地の変更または税務

登記の抹消を申請する場合、税務機関は調査終了まで、原則として税務変更、税務抹消の手続を

行わない。 

 

第四十七条   中国が対外的に締結した租税条約の関連規定に基づき、国家税務総局は企業の申請

または租税条約の締結相手国の主管税務当局による相互協議手続の開始要請によって、租税条約

の締結相手国の主管税務当局と協議し、特別納税調整による国際的な二重課税問題を回避または

排除することができる。 

 

相互協議には以下の内容が含まれる。 

 

（1） 二国間または多国間事前確認の協議および締結。 

（2） 租税条約締約国の一方が特別納税調査調整を実施することで引き起こされる相手側の対

応的調整に関する協議交渉。 

 

第四十八条  企業が相互協議手続の開始を申請する場合、租税条約が規定する期限内に国家税

務総局に書面で「特別納税調整相互協議手続開始申請表」および特別納税事項の関連説明を提
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出しなければならない。企業が上記資料を直接提出する場合、資料の提出日を申請日とする。郵送す

る場合、国家税務総局が上記資料を受け取った日を申請日とする。 

 

国家税務総局は企業から上記資料を受け取った後、租税条約の関連規定に合致すると認めた場合、

相互協議を行う。資料に不備があると認識した場合、企業に追加資料の提出を要求することができる。 

 

第四十九条  租税条約の締約相手国の主管税務当局が相互協議手続の開始を要請する場合、国

家税務総局は正式な書類を受け取った後、租税条約の関連規定に合致すると認めた場合、相互協

議を行う。 

 

国家税務総局は租税条約の締約相手国の主管税務当局が提供した資料が不完全である、事実が

不明確であると認識した場合、追加資料の提出を要求する、または主管税務当局を通じて関係する

国内企業に確認の協力を要求することができる。 

 

第五十条 国家税務総局は相互協議を行うことを決定した場合、書面で省レベルの税務機関に通知

し、かつ租税条約の締約相手国の主管税務当局に告知する。特別納税調整事項を担当する主管税

務当局は書面通知書を受け取った後15営業日以内に企業に対して相互協議手続開始に関する「税

務事項通知書」を交付する。 

 

第五十一条    相互協議の過程において、税務機関は企業に補足資料の提出を要求することができる。

企業は規定する期限内にそれらの資料を提出しなければならない。 

 

第五十二条    以下のいずれかの状況が生じた場合、国家税務総局は企業の申請または租税条約の締

約相手国の主管税務当局による相互協議手続の開始要請を拒否することができる。 

 

（1） 企業またはその関連者が租税条約のいずれかの締結者の居住者ではない。 

（2） 申請または要請が特別納税調整事項の範囲に属しない。 

（3） 申請または要請が明らかに事実または法的根拠に欠けている。 

（4） 申請が租税条約の規定に適合しない。 

（5） 特別納税調整案件が完了していない、または完了しているが企業が納税額を納付していない。 

 

第五十三条    以下のいずれかの状況が生じた場合、国家税務総局は相互協議を一時停止することが

できる。 
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（1） 企業が申請の一時停止を要請する。 

（2） 締結相手国の主管税務当局が相互協議手続の一時停止を要請する。 

（3） 相互協議の申請はその調査対象企業の調査調整の結果に従わなければならず、当該企業

の調査調整は完了してない。 

（4） 相互協議手続を一時停止させるその他の状況。 

 

第五十四条    以下のいずれかの状況が発生する場合、国家税務総局は相互協議手続を終了すること

ができる。 

 

（1） 企業またはその関連者が案件に関わる必要資料を提出しない、または提出した資料に虚偽の

記載があり、資料が不完全である場合、または協力しないその他の状況。 

（2） 企業が相互協議手続の撤回または終了を申請する。 

（3） 締約相手国の主管税務当局が相互協議手続を撤回または終了する。 

（4） 相互協議手続を終了させるその他の状況。 

 

第五十五条    国家税務総局は相互協議手続を一時停止または終了する場合、書面で省レベルの

税務機関へ通知する。特別納税調整事項を担当する主管税務当局は書面通知書を受け取った後

15 営業日以内に企業に対して相互協議手続の一時停止または終了に関わる「税務事項通知書」を

交付する。 

 

第五十六条    国家税務総局は租税条約の締結相手国の主管税務当局と相互協議に合意後、書面

で省レベルの税務機関へ通知し、締結した協議書を交付する。 特別納税調整事項を担当する主管

税務当局は書面通知書を受け取った後 15 営業日以内に企業に対して「税務事項通知書」、相互協

議の協議書を交付し、追徴課税（税金還付）が必要な場合、「特別納税調整相互協議税金追加納

付（還付）通知書」または「事前確認追加納付（還付）通知書」を交付し、税金追加納付（還付）の

状況を監督管理する。 

 

課税収入または所得額が人民元以外の通貨で計算される場合、相互協議の協議書を企業に交付し

た日の前月の最終日の人民元為替レートの仲値により人民元に換算し、追納または還付すべき税額を

計算する。 

 

追徴課税に利息が生じる場合、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第 122 条の規定にある

人民元貸付基準利息で実施する。 
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第五十七条    各レベルの税務機関は締結相手国の主管税務当局、企業または源泉徴収者、代理

人等が相互協議において提出した関連資料の機密を保持しなければならない。 

 

第五十八条    企業または源泉徴収者、代理人等が相互協議において資料に虚偽の記載、またはその

他の違法行為がある場合、税務機関は徴収管理法およびその実施細則の関連規定に基づき処理し

なければならない。 

 

第五十九条    企業は本弁法の規定に基づき国家税務総局へ相互協議の申立を提起する場合、提

出資料は中文および英文で同時に作成し、締結相手国の主管税務当局への提出資料と内容を一致

させなければならない。 

 

第六十条    租税条約の条文解釈または実施する相互協議手続は、国家税務総局が公布した「租

税条約相互協議手続実施弁法に関する公告」（国家税務総局公告 2013 年第 56 号）の関連

規定に基づき執行する。 

 

第六十一条    本弁法の施行前に既に受理されており、まだ合意に至ってない相互協議案件は、本弁

法を適用する。 

 

第六十二条    本弁法は 2017年 5月 1日から施行される。「特別納税調整実施弁法（試行）」（国

税発〔2009〕2号）の第 4章、第 5章、第 11章、第 12章、「国家税務総局、移転価格追跡管理の

強化に関する通知」（国税函〔2009〕188号）、「国家税務総局、国外関連者取引の監督および調査

の強化に関する通知」（国税函〔2009〕363 号）、「国家税務総局、特別納税調整の監督管理の問

題に関する公告」（国家税務総局公告第 2014年第 54号）、「国家税務総局、企業の国外関連者

への費用支払いに係る企業所得税の問題に関する公告」（国家税務総局公告第 2015年第 16号）

を同時に廃止する。 

 

本公告は、中文が原文であり、日文と中文の間で解釈に齟齬がある場合は、中文を正とする。 


