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（前号から続く） 

無形資産に関する特別条項 

6号公告は、無形資産の移転価格についての SAT の独特な方法を、BEPS の無形資産に関するガイドラインに統合している。国連移転価格
マニュアルにおける中国の章で言及された通り、SAT の無形資産に関する移転価格のアプローチは、地域性特殊要因の概念と同様、欧米諸国
で発展した移転価格実務の中で、バリューチェーン川上および川下における特定の活動が過度に強調されてきたとの立場に基づく。SAT のアプロ
ーチは、多国籍企業グループの中国子会社が、その生産および販売活動を通じて、例えば技術ノウハウやマーケティング無形資産などの無形資
産を創造すると強調する。これらの無形資産の「経済的所有権」は実質的に多国籍企業グループの中国子会社に属する場合もある。一方で、
中国子会社の販売および生産における成果は、海外多国籍企業グループが法律上の所有権を保有する無形資産の価値を増加させている。 

16号公告以外、過去において無形資産の移転価格に言及する法規は少ない。16号公告中、無形資産に関する条項は以下の二つである。 

第 5条：「企業が海外関連者の提供した無形資産を使用してロイヤリティを支払う必要がある場合、各関連者の当該無形資産の価値創出へ
の貢献度を勘案し、各関連者が享受すべき経済利益を確定する。単に無形資産の法的所有権を保有するのみで、価値創出に貢献がない関
連者へのロイヤリティ支払いは、独立企業間原則に従っておらず企業の課税所得を計算する際に損金算入できない。」 

第 6条：「企業が上場融資を主な目的として、海外で持株会社あるいは融資会社を設立し、上場活動において発生した附帯利益を海外関
連者にロイヤリティとして支払う場合、企業の課税所得を計算する際に損金算入することができない。」 

これらの条項は、6号公告の第 30条から 33条として修正・統合されている。第 32条では、企業が受け取る、あるいは支払うロイヤルティは、
無形資産が企業にもたらす経済利益と合致すべきと特別に規定されている。経済利益と合致しないことで、企業あるいはその関連者の課税収
入あるいは課税所得額が減る場合、税務当局は特別納税調整を実施できる。経済利益をもたらさず、かつ独立企業間原則に合致しない場
合、税務当局は税引前全額について特別納税調整を実施できる。また、第 32条は、無形資産の法的所有権を保有するのみで、その価値創
出に貢献しない関連者にロイヤリティを支払い、かつそれが独立企業間原則に合致しない場合、税務当局は税引前全額について特別納税調
整を実施できると規定している。第 32条の最初の部分は、ロイヤルティ支払いが経済利益と合致すべきことについて述べられている。これは
BEPS の原則と合致し、企業が支払ったロイヤルティが経済利益と合致する場合、税務当局は特別納税調整を実施する必要がないことを提案
している。これは 16号公告の第 5条を改善したものである。多くの税務当局は、16号公告の第 5条を、ある無形資産の法的所有権を持つ
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国外関連者にロイヤルティが支払われた場合、その無形資産がもたらす便益の有無に関わらず、支払全額を調整をすべきと定めるものと解釈し
てきた。 

もう一つ注目すべきことは、過去において、この方面の議論は、中国企業による国外関連者への支払いに重点が置かれていた。しかし、6号公告
の第 31条および第 32条の説明によると、企業が関連者から無形資産のロイヤルティを受取ることを規定している。企業がロイヤルティ支払のみ
に注目する以前の法規に対し、6号公告では無形資産取引を更に全面的に管理している。より多くの中国企業が対外投資を行い、あるいは無
形資産を海外に移転することに伴い、今後、中国企業が無形資産を譲渡することで受け取る対価が独立企業間原則に合致するか否かというこ
とに対する中国税務当局の関心がより多く集まる可能性がある。 

第 30条および 31条は BEPS行動計画 8-10 を中国法規に取り入れている。これらの二つの規定は、BEPS行動計画 8-10 の中の無形資
産に関する移転価格の長い説明と比較してより簡潔になっている。 

第 30条は無形資産の開発（Development）、強化（Enhancement）、維持（Maintenance）、保護（Protection）、活用
（Exploration）および普及（Promotion）活動（以下「DEMPEP」）に着目した分析を規定している。企業およびその関連者が無形資
産価値の貢献度および相応の収益配分を判定する際に、企業が所属する企業グループのグローバルの運用プロセスを全体的に分析し、各企業
による無形資産の開発、強化、維持、保護、活用および普及活動における価値貢献、無形資産価値の実現方式、無形資産およびグループ内
におけるその他の業務の機能、リスクおよび資産の相互作用を十分に考慮すべきである。 

BEPS行動計画 8-10 において、多国籍グループメンバーの無形資産価値創出への貢献は、DEMPEP中の DEMPE の中で果たす機能、使
用する資産および負担するリスクを審査し、評価する旨規定している。 

中国が最後に追加した P（普及）は、中国市場での普及活動、および中国消費者が製品に抱く認知度を、マーケティング無形資産（例え
ば、外国ブランド）の重要な価値貢献要素として強調している。 

第 30条は、企業が無形資産の法的所有権を所有するのみで、その価値創出に貢献しない場合、無形資産の収益配分に参加すべきでないと
規定している。無形資産を形成および使用する過程で、資金のみを提供し、実際に関連する機能を果たさず、関連リスクも負担しない企業は、
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。上述の規定は BEPS行動計画 8－10 に合致する。 

第 31条では、無形資産の使用権を与えるまたは受取ることで、ロイヤルティを受取るまたは支払う場合、以下の状況により適時に調整するべき
と規定されている。適時に調整しない場合、税務当局は特別納税調整を実施できる。 

（一） 無形資産の価値が根本的に変化する。 

（二） 通常の事業慣行に従った、非関連者間の比較可能取引におけるロイヤルティの調整規制が存在する。 

（三） 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、負担するリスクおよび使用する資産が変化する。 

（四） 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、強化、維持、保護、活用および普及に貢献したものの、合理的な報酬
を受取っていない。 

上述の規定は BEPS行動計画 8-10 に合致する。BEPS行動計画ではより多く詳細に説明がされている。 

 

役務に関する特別条項 

6号公告は、SAT の立場をより反映し、16号公告の規定および実践を通して、関連役務取引が独立企業間原則に従うか否かを判断すること
を探求している。 
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第 34条は、独立企業間原則に合致する関連役務取引を、同じまたは類似した状況におけるビジネス慣行と公正価格にしたがって値付けされ
る、非関連者間の受益性役務取引であると定義する。6号公告の規定によると、受益性役務とは役務受領者に直接的または間接的な経済
利益をもたらさねばならず、また非関連者が、その役務を自発的に購入または自ら実施するであろうことが求められる（これは OECD「受益性テス
ト」と一致する）。 

第 35条の規定によると、関連者が提供する次の役務は受益性役務とみなされない。 

（一） 役務受領者が既に購入している、または自主的に実施した役務活動。 

（二） 役務受領者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、管理および監督などの役務活動。 

（三） 特に役務受領者向けに実施されず、企業グループに属することで偶々便益を受取る役務活動。 

（四） 役務受領者がその他の関連取引により既に対価を得た役務活動。 

（五） 役務受領者が果たす機能および負担するリスクとは関係ない、または役務受領者の経営ニーズに合致しない関連取引。 

（六） 役務受領者に直接的または間接的な経済利益をもたらさない、あるいは、非関連者であれば自発的に購入しないまたは自ら実施し
ないであろう、その他の役務活動。 

上述の非受益性役務は 16号公告で公布した内容と一致している。誤解を防ぐために、6号公告は上述の第（二）項から第（六）項までの
非受益性役務について例を挙げて説明している。 

第 36条は関連役務取引の価格を確定する直接および間接的な方法を規定している。BEPS行動計画 8－10 の勧告に対応する。 

ここで一つ言及に値するのは、BEPS行動計画 8-10 と比較して、本公告では低付加価値のグループ内部サービスの簡易的な価格設定方法
に言及していないことである。これは SAT が役務関連取引を高リスク取引と考える一貫した立場と一致する。 

6号公告は、16号公告および意見募集稿と類似しており、企業が受益性役務を提供したことを証明・支持するために準備・保存すべき資料の
種類と内容を具体的に説明していない。そのため、納税者は、税務当局から、特に財務、税務、人事および法律など、グループ内役務取引につ
いて質問を受ける場合、その挙証負担が増えることになる。SAT が近いうちに関連指針を公布することが望まれる。 

無形資産の一部の関連規定と同様、6号公告は、グループ内役務取引、および中国企業が国外関連者から受け取る役務料金について強調
している。 

相互協議手続 

SAT が 2013年に公布した第 56号公告は相互協議手続の実施手続を提示している。6号公告には、特別納税調整事項に関連する相互
協議手続の具体的な規定が含まれている。租税条約条項の解釈または実施に関する相互協議手続は 56号公告の関連規定に従い実行す
ることを明確にしている。 

56号公告によると、相互協議手続は省国家税務局に申請するが、6号公告によると、特別納税調整事項に関連する相互協議は直接 SAT
に申請するとある。特別納税調整事項を担当する主管税務当局（通常、省級税務当局）は相互協議通知書を受理後、企業に相互協議
契約書を送付し、追加納税（還付）の実行を監視する。 

56号公告第 9条第 6項の規定によると、中国の居住納税者は二重課税される可能性がある場合、あるいは既に二重課税された場合、相
互協議手続を申請できる。一方、2017年 6号公告第 52条第 5項によると、SAT は特別納税調整案がまだ完了していない企業、または
完了しているが税金を納付していない企業の相互協議手続申請を拒むことができる。すなわち、中国の居住納税者は、実際に二重課税されな
い限り、特別納税調整の過程において相互協議手続申請できない。これは、企業またはその関連者が移転価格調整通知書を受取った場合に
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のみ、相互協議手続申請を提出できるという 2号文の規定に一致している。注目すべきなのは、2号文は、企業またはその関連者が、移転価
格調整通知書を受取ってから三年以内に相互協議手続を申請しなければならないと規定していたが、6号公告は、中国が締結した租税条約
中の、相互協議手続申請期限についての規定に一般的に参照するのみである。OECDは紛争解決の効率性を高めるべく取り組んでいるが、6
号公告では、相互協議案件を解決するために SAT が要する時間を明確にしていない。 

相互協議手続申請は、申請書受取日に受理される。申請書を郵送する場合、納税者は SAT が申請を受理したことの書面での確認を希望す
るかもしれない。6号公告施行前に受理されたが、合意に達していない相互協議案件には、6号公告の規定が適用される。 

筆者所見 

6号公告は、中国移転価格の歴史の中で一里塚的に重要な法規のひとつである。SAT が過去に公布した多くの関連法規および実務を統合
し、また BEPS移転価格ガイドラインを現地化している。今後数年間にわたるその納税者への影響は甚大であろう。 

特別納税調査 

16号公告と比較し、本公告にある「実体の薄い」事業体に対する支払いに関する規定は緩やかであり合理的である。今後、この規定が、「実体
の薄い」事業体への支払いを画一的に否定しないものの、それら事業体への不合理な利益移転の防止を目指す BEPS移転価格ガイドラインと
整合的に運用されるよう期待する。また、税務当局は、「実体の薄い」事業体に対する支払が独立企業間原則に従うか否かを審査するとき、6
号文に準拠して、支払を受ける「実体の薄い」事業体の経済実体のみならず、その他の事業体の経済実体も考慮することが望ましい。このアプロ
ーチは、支払自体は独立企業間原則に従う、すなわち、その支払が中国納税者が提供する便益に相応し、第三者が比較可能な状況で自発
的に支払うであろう額と整合するにもかかわらず、「実体の薄い」事業体に支払われることのみによって中国納税者が不公平な二重課税を受けな
いことを担保する。 

6号公告における特別納税調査に関する多くの新規定は、SAT が過去数年の間に発展させた実務を体現している。注目すべきは、それら法規
の一部は BEPS移転価格ガイドラインと無関係であり、またそれら法規の実際の適用が、BEPS移転価格ガイドラインと一部整合しないことであ
る。 

例えば、6号公告中の来料加工業務に係る規定は、委託元による支配、委託元が負うリスク、およびそれらの経済的帰結を完全に否定し、比
較対象企業が見つけない限り、来料加工業者の報酬を委託製造業者のそれに合わせるよう求める。現実問題として、そのような比較対象企業
を探すのは難しく、たとえ存在したとしても公開された企業情報は入手できないため、多くの納税者にとって、税務当局の調査を回避するために
は、来料加工取引価格を委託製造取引価格として設定するしか選択の余地がない。また、BEPS移転価格ガイドラインは、リスク(としばしばそ
れに伴う利益)の人為的な配賦を防ぐ努力として、関連者間のリスク配分とその結果としての利益配分を評価する際、企業のリスク管理能力、お
よびリスク負担のための財務力を考慮すべきことを強調している。対照的に、6号公告は、総体として、リスク分析あるいはリスクの取り扱いに関す
る SAT のアプローチについて実質的に述べていない。また、SAT が企業のリスク管理能力をどう重視するかについていかなる説明もされていない。
ただし、SAT は、従来から企業の果たす機能を重視してきたので、それは意外ではない。リスクに関する記述の欠如は、SAT が今後も機能分析
を嗜好し続けるであろうことを示唆している。 

6号公告の地域性特殊要因に関する規定は、BEPS行動計画 8-10 で提言されたロケーションセービングとマーケットプレミアムの議論と整合し
ているようであるが、6号公告（および 42号、64号公告）における地域性特殊要因についての議論は、BEPS行動計画 8-10 におけるほど
詳細ではなく、地方の税務当局に解釈と適用の余地が与えられている。注目すべきは、BEPS行動計画 8-10 が、ロケーションセービングが最終
的にいかに拡散し、独立消費者あるいは供給者に移転されうるかについて論じている一方で、6号公告には当該観点の説明がないということであ
る。体系的な分析方法が存在しないこと、また、地域性特殊要因の存在を理由として、関連者取引の一方の当事者を対象とした移転価格方
法の適用を拒否する SAT の伝統的な傾向により、BEPS行動計画が意図するものと異なる結果をもたらす可能性がある。 

比較性分析および移転価格算定方法 

6号公告は資産評価方法を関連者取引の検証に適した移転価格方法として法規化し、それは BEPS行動計画 8-10 の勧告と一致し、それ
らの資産評価方法は無形資産取引の価格設定の検証に適用できる。 
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意見募集稿で提言された価値貢献分配法は最終的に採用していない。しかし、6号公告は「経済活動が発生し価値が創造される場所で利益
が課税される原則を示す他の方法」を提示している。それにより、SAT が移転価格調査において新しい方法を導入する余地が残されている。今
後、価値貢献分配法、あるいはそれに類似する検証方法が実務上用いられたとしても驚くには当たらない。実際、中国移転価格税制執行の先
駆者である江蘇省国家税務局は、納税者の従来の考え方を変え、バリューチェーン分析（主に資産、収入、費用および原価などの一つの要因
または一連の核心的な要因により、バリューチェーンにおける各参加者の利益配分を確定する）に基づく移転価格の新しい方法を試すことを提
案したことがある。ただし、公式による利益分配法を単純に採用することを避けることも提言している。その新しい方法は価値貢献分配法と似てい
る。 

SAT は、個別の移転価格方法の妥当性判断にあたり、納税者に地域性特殊要因および重要な無形資産を分析することを要求することによ
り、片側検証による移転価格方法の使用を制限しようとしている。片側検証による移転価格方法、特に取引単位営業利益法は適用が簡単で
あるため（例えば、比較可能な機能を持つ第三者の会社を幅広く探しやすい）、以前から中国納税者は頻繁にそれを利用してきたが、国連移
転価格マニュアルにおける中国の章で書かれているように、SAT は、発展途上国において「適切な」比較可能企業を探すことに懸念を示してい
る。SAT は、地域性特殊要因の存在により、相応の調整をしない限り、先進国の比較可能会社を単純に使用できないと主張する。また、近
年、SAT は、中国における無形資産の存在を理由に、比較可能企業を用いた分析に疑義を呈し、またそれを否定している。6号公告は、取引
が重要な無形資産に関係する場合、取引単位営業利益法を適用すべきではないと規定している。また、6号公告は「重要な無形資産」の定
義を明確にせず、かつこの概念は BEPS行動計画 8-10 で提言された「特有で重要な無形資産」と異なるため、無形資産が重要である（それ
が特有あるいは一般的かに係らず）と考えられる場合、納税者による取引単位営業利益法の使用が否定される十分な余地が残る。上述の点
と「地域性特殊要因」の存在により、片側検証による移転価格方法に依拠すること、あるいは少なくともそれのみに依拠することは、複雑な取引
に対して行われる移転価格調査に対応できない。 

無形資産に関する特別条項 

まず、6号公告は、それが税務当局と納税者、および複数の税務当局の間で論争を引き起こす重要事項であるにも関わらず、無形資産に関す
る移転価格問題について極めて薄弱な議論しかしていない。そのような無形資産に関する議論の欠如は、事例研究や公的な解釈により補足さ
れない限り、実務において異なる解釈や適用を招く結果となろう。 

既述の通り、6号公告は、BEPS行動計画の一環として OECD が推奨する DEMPE の観点に P を追加した、DEMPEP による分析を規定す
る。DEMPEP は、OECD が推奨する DEMPE と大きく異なることはないが、最後の P（普及）は OECD の推奨する DEMPE中二番目の E
（活用）に暗に含まれると解釈することが出来るので、６号公告が無形資産分析の観点として最後の P を明示的に追加したことは、中国での
販売促進および製品認知度の確立がマーケティング無形資産の価値向上要因として重要であるとの、中国の従来からの強い主張をさらに強化
するものと言える。 

BEPS行動計画 8-10 との比較において、6号公告中最も欠落している部分は、OECD が前者で行う無形資産の価値創造におけるより重要
な機能についての議論であろう。例えば、BEPS行動計画 8-10 は、研究開発プログラムの設計と管理、創造の努力に優先順位を付けて指揮
すること（“青天井の”研究活動の決定を含む）、および予算管理を、自主開発無形資産、あるいは追加研究開発の基盤となる外部者調達
無形資産に関わるより重要な機能として挙げている（BEPS行動計画 8-10 セクション 6.56）。 

「より重要な機能」は OECD による DEMPE の核心である。通常、これらの重要な機能は無形資産の価値に大きく貢献するため、当該機能に
対して、多国籍グループが無形資産の活用によって得る利益から、より定型的な機能を果たす企業に対するより大きな取り分が与えられるべきで
あろう。「より重要な機能」についての解釈の差は、移転価格の結果に極めて大きな差をもたらす可能性がある。上記「より重要な機能」について
の議論の欠落は、どの機能がより重要であり、結果その機能により多くの利益を配分できるかについて、中国税務当局に大きな裁量を与える。 

DEMPEP による分析、「重要な機能」についての説明欠如、および SAT が以前から重視する、多国籍グループが中国で頻繁に行う「バリューチ
ェーンの中流活動」（例えば、製造、試験生産など）や中国市場開拓活動は、中国と外国の税務当局の間の見解の相違に容易につながり、
ひいては二重課税につながる。加えて、過去の中国の執行実務に鑑み、中国税務当局が、DEMPEP機能の「管理」（OECD による選好）で
はなく「実行」により焦点を当てる可能性が高い。 

６号公告におけるもう一つの重要な欠落は、評価が困難な無形資産（「Hard-To-Value-Intangibles、HTVI」）についての議論、具体的
には、HTVI が関わる取引価格を後知恵で評価することの妥当性についての議論である。納税者は、そのような指針がなければ、税務当局から
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呈される疑義への対応上、極めて不利な立場に置かれる。税務当局からのそのような問題提起に納税者が対抗したいならば、取引実行時点で
十分な文書を備えておくことが不可欠となる。 

役務に関する特別条項 

6号公告第 34条は、「受益性役務」の概念を提示する。また、役務が「直接的または間接的な経済的便益」をもたらし、かつ独立企業が自主
的にそれを購入、または自ら行うであろうものであることを求めている（これは後者は OECD による「受益性テスト」と一致する）。ある役務がその
受領者に対して「直接的または間接的な経済的便益」をもたらすと肯定的に評価するためには、中国納税者が支払役務料金とその役務が生む
限界利益の関係を証明せねばならないとの兆候がある。この要求は、OECD の役務費用の関連規定が求める範囲を超えている。OECD の指
針は、役務からの予想便益が将来長期にわたって得られる可能性と、役務が当初予想した便益を実際には生まない可能性を認めている。ある
役務が「直接的または間接的な経済利益」テストを満足することを示すために何が十分な証拠となるか、現時点で明確ではない。多国籍企業の
子会社が、その対外役務料金支払控除を、要求される兆しの見える「限界利益」を用いた分析によって説明することは極めて困難である。 

受益性がない考えられる役務について、6号公告第 35条は、具体的な例を用いて、従来の 16号公告による指針に比べてより明確に述べて
いる。納税者が特に懸念の声を上げている領域は、中国税務当局による、OECD の指針に比べてより広範な株主活動の定義である。この点に
ついて、第 35条に挙げられた例は、納税者が、中国の観点から、株主関連であり、受益性がないと考えられる種類の役務を判断するのに役立
つ。第 35条に挙げられた多くの例は株主活動の範囲内にあり、したがって、BEPS行動計画 8-10 において料金を受け取るべきではないとされ
る役務であるが、その範囲を超えるものがある点に注意すべきかもしれない。 

具体的には公告に挙げられた四つ目の例である。そこでは、多国籍企業グループの意思決定、監督、管理、法令順守の目的で実施される、財
務、税務、人事、法務などの活動に受益性はないとされる。しかし、実務上、これら活動の多くは子会社の事業活動と重なる。例えば、ある米国
の多国籍企業は、中国子会社を含むその子会社すべてが特定の米国法規に従うことを確保するためのコストを支払うかもしれない。一方、中国
子会社には、その米国の顧客と取引するために、同じ米国の法規に従う事業上の必要があるかもしれない。この場合、中国子会社が特定の米
国法規に従うために多国籍企業が実施し、かつそのコストを負担する活動に受益性がないと考えることは、若干不公平と思われる。なぜなら、そ
のような活動は、明らかに中国子会社が自発的に対価を支払う、あるいは自ら実施する活動だからである。 

OECD の BEPS行動計画が提言する「低付加価値サービス」に対する「セーフハーバー」ルールを取り入れないとの SAT の決定は、すべてのグル
ープ内役務取引は高リスク取引であるとの SAT の立場を補強するものであり、これら取引が今後も厳しい審査の対象であり続けるだろうことを示
している。 

相互協議手続 

紛争解決手続きの改善は BEPS行動計画と密接不可分である。BEPS行動計画 14 は、租税条約関連の紛争解決のための最低限の標準
を設け、BEPS プロジェクトの結果に従うすべての国（中国を含む）は、その標準を実施し、またピアレビュー手続きを経なけれならない。そのよう
な最低標準の一つとして、各国は相互協議案件を適時解決しなければならない。具体的には、24 ヵ月内の解決が提言され、またその提言を
OECD モデル租税条約の次回更新に含まれる第 25条コメンタリーに書くことが企図されている。 

中国は、2015年度 BEPS成果物を承認した G20 メンバーとして、BEPS行動計画 14 で提言された最低標準の実行を約束している。かつ
て、納税者は、相互協議案件を解決するとの SAT の約束に対して懸念を示してきた。長年にわた SAT における人員が手薄であるためである。
SAT の国際税務司に反避税三処が設けられたことにより、状況はある程度改善されるであろう。その定員４０名すべてが揃った場合、SAT にお
ける人員は４倍となる。中国における各種移転価格案件対応人員はある程度増強される。 

 
 
 
（BTMU 中国月報 2017年 6月号に掲載） 

 
 
  



© 2017 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2017 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

7 

Contact us お問合せ先 
KPMG 中国 
税務パートナー 
大谷 泰彦 
Tel：+86-21-2212-3360 
E-mail：yasuhiko.otani@kpmg.com 

mailto:yasuhiko.otani@kpmg.com

