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香港は、アジア太平洋地域のファイナンスセンターとして、従来から完備された法律制度、自由な流動性のある資本市場、健全な銀行体系及び
世界最大の人民元オフショアマーケットをもって多国籍企業を惹き付け、香港でのビジネス拠点の設立が多く見られた。一方、企業グループ内の
融資業務に係る香港の租税優遇政策の実施、中国人民元相場と経済の不安定によって中国での資金保管に対する不安、及び中国における
外資系企業のクロスボーダー資金調達に伴う新しい中国税務課題が浮上してきた。このため、一部の日系企業は香港でグループ内のコーポレー
ト・トレジャリー・センター（以下「CTC」）を設立してグループ内部の資金調達の最適化を図るよう検討している。上述の状況を鑑み、香港企業
の活用について再検討させていただく。 

1. グループ内の融資業務に関する香港租税優遇政策 

香港のグローバル・ファイナンス・センターの地位を高め、多国籍企業に香港でグループ・ファイナンス・センターを設立することを奨励するために、香
港立法会は、2016年 6月 3日に『2016年税務（改正）（第二号）条例』（以下「改正版条例」）を公布した。2016年 4月 1日か
ら、一定の条件を満たす香港企業はグループ内融資業務に係る利息費用が損金算入可能となり、また、一定の要件を満たした適格コーポレー
ト・トレジャリー・センター（以下「適格 CTC」）が取得する利息収入に対し、利得税税率の軽減優遇を享受できることとなった。改正版条例の
関連内容は、下記を参考ください。 

• 利息費用の損金算入 

改正版条例によると、香港の企業（財務機構を除く）が香港でのグループ内融資業務を通じて支払う利息費用は、以下の要件を満たす場
合、利得税の所得を計算する際、損金算入が可能となる。 

1) 支払利息は、借手が通常のグループ内融資業務の一環として香港外の関連会社（貸手）からの借入金によって支払う利息でなけ
ればならない。 

2) 貸手は香港以外の地域で当該支払利息に対し、類似の税金を納付しなければならず、且つ当該税率は参考税率（即ち 16.5%
又は 8.25%）を下回ってはならない。 

3) 貸手が受取利息の使用及び享受の権利を有しており、同時に第三者に当該利息を移転する契約上又は法的責務の制限を受けな
い。ただし、当該責務は、貸手が自身の独立利益に基づき借手ではない者と行う取引に起因する場合は、対象外とする。 

また、改正版条例では、上述のグループ内融資業務から生じる利息収入は、香港以外の地域から取得したとしても営業収入とみなされ、利得
税を徴収しなければならないと規定している。 
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改正版条例が実施される前に、香港企業がグループ内融資業務によって支払う利息費用は損金算入不可とされ、実務上では、受け取る利息
収入は課税対象とされるのが一般的であった。旧条例に比べると、改正版条例で定められた税務処理は納税者にとってより確実性が高く、税負
担も合理的なものになると言って良いであろう。 

• 利得税優遇税率の適用 

改正版条例によると、下記要件のいずれかを満たす企業は適格 CTC と認定され、利得税率の軽減優遇を享受することが可能であり、適用税
率が 16.5%を 8.25%に軽減される。 

1) 香港で一つ又は一つ以上のコーポレート・トレジャリー活動を行い、コーポレート・トレジャリー以外のその他の活動は香港で行わない。 
2) セーフ・ハーバー・ルールを満たす（一年度又は複数年度のグループ内融資に係る収入の総収益に占める割合は要件に合致する必

要がある）。 
3) 既に香港内国歳入庁長官より適格 CTC の認定を受けている。 

なお、香港税務局に公布されたガイドラインによれば、CTC企業は被投資企業から配当収益を取得する場合、香港税務局による適格 CTC の
認定に影響を与えない可能性がある。 

2. 中国子会社の利益及び資金の海外調達に関する最新の外国為替状況及び税務動向 

• 最近、人民元為替相場の短期間での乱高下を鑑み、中国での経営状態が好調、若しくは多額な余剰利益を有する日系企業は、
中国国内に貯めている人民元建て資産の安全性及び潜在的な為替リスクに関心を益々寄せている。それと同時に、グループ内部の
資金需給アンバランスを解決して中国子会社の余剰資金又は利益の活用を最大化するために、多くの日系企業が中国での資金を
海外へ調達する合法的なルートを探している。 

• 一般的には、中国子会社が中国国内の余剰資金及び利益を海外へ還流する場合、次のような資金調達方法を考えられる。1)中
国子会社から海外親会社又は関連者会社へのクロスボーダー貸付、2)クロスボーダー関連者間の管理役務に係るサービス料の支
払、3)中国子会社から海外親会社への配当等。 

• 短期的に見ると、法規定では、中国子会社は海外親会社に資金を貸し付けることが許可されるが、最新の外国為替規制により、外
資系企業はクロスボーダー貸付及び多額な非貿易項目に係る費用の支払を行う際に、中国の外貨管理局による審査ないし制限を
受ける可能性が高くなっている。 

• 一方、海外親会社への配当以外、親子会社間の貸付（即ち、中国子会社から海外親会社への貸付）、真実性及び合理性審査
を通過できないクロスボーダー非貿易項目に係る費用の支払等は、中国税務局の注目を引いており、税務調査の重点項目となってい
る。特に親子会社間又は関連者間の貸付取引については、中国税務局は一般租税回避防止規定に基づき、親子会社間又は関
連者間の貸付取引が「合理的な商業目的」を有するか否かについての審査を行っている。なお、一部の企業につき海外親会社への資
金貸付は、配当とみなされ、税務局に源泉所得税を課された事例が見られている。 

• 上述のように、中国子会社は、配当以外の方法を通じて資金を海外へ調達する場合、税務リスク及び外貨規制にある不確実性を負
う可能性が高い。一方、中国子会社を通じて国外投資者に配当を支払う際に、当該国外投資者が香港の受益者とみなされた場
合、5%の源泉所得税優遇税率を適用することができる。 

3. 香港適格 CTCの活用に関する検討 

• 上述の事実背景及び香港の改正版条例の公布に伴い、グループ内各会社の余剰資産をより良く活用する要望がある日系企業にと
って、香港で CTC を設立し、香港会社を活用する方法をご検討頂くことができる。例えば、日本本社は中国に子会社を設立し、且つ
当該中国子会社に余剰資金があり、中国以外の子会社は資金需要があると仮定する。 

• この場合、香港で適格 CTC を設立し、グループの内部再編によって中国子会社を香港 CTC の傘下に入れて、中国子会社より利益
を配当することにより、余剰資金を香港 CTC に集約し、と同時に香港税法に従いグループ内融資業務を通じて香港の租税優遇を享
受することをご検討頂ける。さらには、香港 CTC において事業の実体を有することによって、中国子会社が利益配当の海外送金を行
う際に、配当に関する中国の優遇税率の適用を図ることが望ましい。 

• 上記事例に言及された組織再編に関するイメージ図は以下の通りである。 
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4. 香港適格 CTC をめぐる組織再編に係わる課題 

グループ組織への香港 CTC の導入は、グループの資金調達ニーズを満たし、中国・香港の租税優遇を適用することにも寄与する。ただし、企業
の投資現状及び資金ニーズがそれぞれ異なるため、適格 CTC の導入に関する実行可能性及びそれによる中国、香港、日本での税務影響を
具体的に分析する必要がある。考えられる潜在的な税務影響は例えば下記のものを挙げられる。 

• グループ全体の業務ニーズを満足すると同時に、香港適格 CTC の租税優遇の適用要件を満たすために、香港において当該香港
CTC の事業構築及び税務処理をどのように行えば良いか。 

• 中国税務コストを最小限に抑えるため、組織再編は中国税制におけるグループ内組織再編の特殊税務処理を適用することができる
か。特殊税務処理に係る優遇税制を享受できない中国子会社に関しては、再編スキームをどうすれば良いか。また、関連の税務コスト
及びリスク回避対応策をどのように評価すれば良いか。中国税務局の事業スキームに対する質疑については、どのように対応すれば良
いか。 

• 組織再編を行った香港企業は、中国子会社からの利益配当に関する中国の優遇税率を適用できるために、どのように香港企業の事
業内容を構築して受益者の認定要件を満たすか。 

• 持分構成の再編が日本のタックスヘイブン税制の影響を受けるか。ある場合、回避する方法はあるか 
• 再編後の事業スキームを順調に実施するために、中国及び香港で組織再編に関する各申告手続き及び税務処理手続きをどのように

実施すれば良いか。 

上記措置の実施については、グループ本社がリードを取り早い段階でのフィジビリティスタディを行い、必要に応じて豊富な経験を持つ第三者専門
機構からサポートを得ることをお勧めする。 

 
 
（BTMU 中国月報 2017年 4月号に掲載） 
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再編前: 

貸付 

日本本社 

香港 CTC 

A国、B国会社 中国子会社 

利益配当 
（5%又は 10% ） 

投資 

再編後: 

持株関係 資金の流れ 

• 配当を通じて中国から
資金還流（配当源泉
税優遇 5%） 

• 日本本社の余剰資金の
資本投入を受ける 

• 為替リスクを香港で一括
ヘッジ 
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