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先月号の官民連携（PPP）プロジェクトの意義や実施モデルの類型に続き、本稿では PPP に関する税務上の問題点を議論します。多少専門
的な内容になりますが、どうぞ宜しくお付き合い下さい。 

2. PPP を巡る厄介な税金問題 
 PPPの増値税問題 

10月号で述べた通り、中国では PPP だけに対する、あるいは PPP に直接影響を与える増値税関連規則はほとんど定められていま
せん。逆に問題なのは、PPP の複雑な仕組みに、ごく一般的な原則が適用されることです。ただし、特記すべきルールが 2 つ存在し
ます。それは以下のルールです。 

 中央政府からの補助金には増値税はかからない 1。この規定は、見た目は比較的単純だが、地方政府の補助金には増値税
が課税されるのかどうかという疑問が存在する。「補助金」という言葉が何を意味するかに関しても同様に疑問である。 

 中国では、中央政府も地方政府も増値税制度の枠外である。 

今月号では、中国で PPP に関してよく起きる税金問題を検証しますが、その前に、これまでに明らかになった増値税問題で形を変え
ながら繰り返される 2 つの大きな問題点に焦点を当てながら簡単に考察を加えたいと思います。 

 
第一の問題 － 政府による増値税連鎖の切断 

第一の問題は、中国では政府が増値税制度に組み込まれていないことです。つまり、中央レベルか地方レベルかを問わず、中国の政府は増値税
納税者として登録されていません。これは、自らが供給する物品・サービスに関して政府は増値税納付義務を負わないということであり、政府が負
担する費用に関して仕入増値税の還付を請求しないことを意味します。中国で用いられる増値税用語で、私たちは政府を「増値税連鎖の切
断」と呼んでいます。これは、政府がサービスの受け手に対して増値税請求書を発行せず、契約したサプライヤーからの増値税請求書も受け取ら
ないことを意味します。 

政府を増値税制度から除外するという考え方は国際基準に照らしても珍しくありません。財政資金の確保という観点に立てば、政府に課税すると
いう考え方は（単に「資金を還流させる」だけなので、つまり政府が得た収入は政府が提供するサービスに後日充てられるので）ほとんど無意味で
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すが、海外の事例を見ると、企業や市民が政府と取引をするという状況に対応するための特殊なルールを作る必要性が浮上することもしばしばで
す。 

国際的に採用されている手法は基本的に 3 つあります。これらは次のように分類することができます。 

 全面課税：これはニュージーランドやオーストラリアなどの国で採用されている手法です。両国とも（いくつかの特殊な例外を除いて）政
府を他の増値税納税者と同様に取り扱う包括的な制度をとっています。 

 免税：EU の第 6号指令のもとでは、国・地域・地方自治体の政府当局と、公法が適用されるその他の機関の活動は、免税が「競
争を著しく歪める」場合を除き、公的機関として関与する活動や取引に関して増値税が実質的に免除されます。その結果、当然なが
ら、国家機関の活動の範囲と免税適用の可否、さらには競争が著しく歪められたか否かを巡って多くの判例法と紛争が生じることになり
ました。 

 非課税：いくつかの国は、特定の慈善活動のほか、政府による一部の活動や取引（教育・医療の提供等）にも非課税を適用してい
ます。 

政府が増値税制度の枠に含められている場合でも、必ずしも政府の全ての取引に増値税をかけるべきでないという点は、政策上の観点から一般
に認められています。例えば、政府が課す罰金、課徴金、税金には増値税を適用すべきではありません。困窮している人々のために政府が行う非
営利の活動も同様です。これに対して、政策上の観点から見て、政府が営利活動を行う場合に政府を増値税の課税対象から除外すべきかどう
かはやや曖昧です。特にこれらの活動が民間企業と競合する場合にはそれが言えます。 

政府を増値税制度から除外している国、あるいは政府による一部または全部の活動について増値税を免除している国でも、政府と取引する際
に、免税の存在が結果として民間企業に甚大な悪影響を及ぼしうるという点が問題になります。以下がその例です。 

1. 政府の増値税を免除している場合、政府がサプライチェーンの川中にいたとすると、サプライチェーンの川上で生じたコストが実質的にそこ
でブロックされるか、または閉じ込められます。これはカスケード効果と呼ばれます。 

2. 民間企業が政府から物品またはサービスを購入した場合、その購入については仕入増値税の還付を請求できません。その結果、民間
企業の事業者は「付加価値」を上回る金額で課税されることになります。 

3. 民間企業が物品またはサービスを政府に販売した場合、政府は仕入増値税の還付を請求できないため、増値税を価格に反映させる
ことに抵抗するかもしれません。同時に、上記 1 で説明したカスケード効果も生じます。 

諸外国の例から浮き彫りにされるのは、増値税制度における政府の取扱いに「完璧な」解決法はないとしても、政府の活動を基本的に増値税制
度に含めた上で、免税が妥当な状況に対応するための例外をいくつか設けたほうが、問題は生じにくいという点は総じて認められているところです。
ただ、中国の増値税制度は相変わらず政府を例外なく対象から除外しています。こうした非効率性や技術的な問題は今後も続くか、あるいは応
急的な解決策が必要になるでしょう。しかし、概してこうした解決策をとれば、その時々でさらなる応急処置を施さなければならなくなります。そのた
め、政策の結果は混乱しがちで、時として望ましくない結果が現れます。 

第二の問題 － 三者間取引 

第二の核心的な問題は、一般に「三者間」の税金問題と呼ばれるものです。具体的に説明すると、課税方式としての増値税は、二者（物品・
サービスの提供者と受け手）の間で取引が行われるときに有効に機能します。しかし、その取引に第三の当事者が加わると厄介なことになります。
増値税／物品・サービス税（GST）制度を実施している諸外国の判例法は、三者が関わる難しい増値税・GST紛争の解決を納税者や税務
当局が求めた事例で溢れています。言うなれば、政府が三者間取引に関与する可能性は非常に高いということです。 

PPP の場合、三者間の（場合によっては四者以上の）取決めは珍しくありません。なぜ珍しくないのかと言えば、インフラの実現と第三者（通常
は一般市民）へのサービス提供を目的とした二者（政府と民間企業）の「連携」こそが PPP の本質だからです。上述の通り、金融機関、投資
家、複数の政府機関といった別の当事者が関与することも多々あります。多くの場合、これらの当事者が通常の対等な取引条件で互いに関わり
合うことはありません。それは、政府が助成の取決めやこれに類する有利な条件を一般市民に与えようとするからです。 

三者問題は理論的に捉えた場合、次の 2 つの形で現れるケースが多いことがわかります。 

 当事者 A が当事者 B に物品またはサービスを提供し、当事者 C（「第三の当事者」）がこれらの物品またはサービスの支払いを行
う。このケースでよく起きるのは、仕入増値税の還付請求を行えるのは誰なのか、そして誰が特別増値税込み請求書を受け取るべきか
という疑問です。 

 当事者 A が当事者 B に物品またはサービスを提供するが、当事者 C（多くの場合、政府）が物品またはサービスの実際の負担を軽
減するために、当事者 B に補助金またはその他の金銭的便宜を与える。このケースで生じるのは、当事者 A が当事者 B に供給した
物品またはサービスの価格にかかる増値税は補助金込みにすべきか、それとも補助金抜きにすべきかという疑問です。さらに、政府から
受けた補助金に関して、当事者 B にも増値税を課税すべきかどうかという疑問も生じます。 
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世界中で生じた何百という事例を分析したとしても、大抵の場合得られる結論は、「どの事例もそれぞれの事実関係・状況次第」という原則ぐらい
しかあてはまらないということになるでしょう。これは無駄なことのようにも見えますが、三者問題が起きる前に問題を特定し、当事者間のリスクと責
任を管理するための法的防御と商業的解決法を整えていれば、ほとんど戦いに勝ったも同然なのです。2016年 5月以降に実施された中国の
増値税改革での経験から、税務上のリスク・紛争と三者間取決めの相関関係が非常に高いことが明らかになりました。 

KPMG のメンバーファームが関与した 2 つの実例により、PPP で起こりうる問題を解説することにしましょう。これら 2件の訴訟は公に報じられてお
り、オーストラリアの最高裁判所まで持ち込まれました。したがって、関係当事者の名称と事実関係はすでに公的に記録されているのですが、読み
やすくするため、訴訟の事実関係はかなり端折ってあります。 

訴訟 1  

第一の訴訟（FCT対 Gloxinia Investments [2010年] FCAFC46号）は、住宅開発に関する政府と民間企業の PPP に関わる事例
である。ことの流れを簡単にまとめると、デベロッパーがとある土地の特定の開発を進められるようにすることのみを目的として、政府がデベロッパーに
土地を賃貸した（名目上の賃貸）。開発完了時に、政府はデベロッパーに土地を譲渡し、デベロッパーは土地の価値のみが反映された購入価
格を支払うことになっていた（デベロッパーは自社の資金で建設／開発コストを賄ったため）。その後、デベロッパーは完成した住宅を一般市民に
販売した。この仕組みがよく採用されるのは、政府がデベロッパーに土地を譲渡する前に、政府が満足するレベルで開発が確実に実行されるように
監督できるようにするためである。 

この訴訟のポイントは、取決めの経済的実態全体と法的形態のどちらを見るのが妥当かという点でした。両者の違いは次の通りです。経済的実
態に焦点を当てるとすれば、基本的に関連する取引は次のようになります。 

1. 政府が未開発の土地をデベロッパーに提供する。 
2. デベロッパーがその土地にマンションを建設する。 
3. 完成したマンションを一般市民に販売する。 

これに対し、取引の法的形態に焦点を当てるとすると、取引は次のようになります。 

1. 完工時に政府が土地と建物をデベロッパーに譲渡する。 
2. 次に、完成したマンションを一般市民に譲渡する。 

最終的に、裁判所は経済的実態ではなく、取引の法的形態に従う必要があるとの判断を下しました。したがって、この訴訟ではデベロッパーが勝
訴しました。 

オーストラリアの GST制度のもとで、経済的実態と法的形態の違いは重要でした。なぜなら、オーストラリアの GST法は新築マンションの販売に
課税する一方で、マンションの再販売を免税としているからです。つまり、経済的実態に従えば、上記 3 には GST が課税され、法的形態に従え
ば、5 は GST を免除されます。納税者側が勝訴したことを受け、政府はその後、法律を改正しました。 

この事例を中国にあてはめてみると、（PPP体制でよく見かけるように）民間企業のデベロッパーが政府所有の土地で開発を行った後、完成した
開発物件を市民に販売するということになります。そこで、デベロッパーを、政府に建築／開発サービスを提供する者とみなすべきかどうかという疑問
が生じます。同様に、市民に供給される物件が土地と建物の両方なのかどうか、またそうである場合、誰が土地を供給し、誰が建物を供給するの
かも問題になります。 

 
訴訟 2 

二番目は輸送インフラに関する PPP を巡る訴訟である。ことの流れを簡単にまとめると、TT-Line という会社が、オーストラリア本土とタスマニア
（本土の南に位置する州）を結ぶフェリー便を市民に提供していた。オーストラリア政府は、TT-Line が販売する切符 1枚ごとに補助金を出し
ていた。つまり TT-Line が顧客に切符 1枚（およそ 300 ドル）を販売するごとに、オーストラリア政府は 100 ドルの補助金を TT-Line に支給
するということである。顧客が負担する価格を（200 ドルに）抑えることが補助金の目的であった。タスマニアの住民は、国内の他州に移動する際
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に、オーストラリア本土の住民が負うことのない費用負担を強いられる。オーストラリア政府が補助金を支給する目的は、タスマニアの住民の追加
的な負担をなくすことであり、実質的にオーストラリアの各地間の移動にかかる費用を均等化することが目的であった。10月号で述べたバイアビリ
ティ・ギャップ・ファンディングに近い概念である。 

最終的に裁判所は、TT-Line が顧客に切符を販売するときに、TT-Line が受ける補助金を含めて、販売した切符の全額に GST を課税すべ
きとの判断を下しました。すなわち、GST は 200 ドルではなく 300 ドルに対して課税されるということです。さらに裁判所は、補助金は実質上、
（GST免除が適用される可能性のある）TT-Line と政府の取引ではなく、TT-Line が顧客に提供するサービスに関して第三者（政府）が
顧客に支給するものとみなすべきだと判断しました 2。つまり、この訴訟で問われたのは、100 ドルの補助金を TT-Line と政府の取引とみなすか
（また、その場合は GST が免除されるかどうか）、それとも TT-Line と市民の取引の対価とみなすかについての判断でした。 

同様にこの事例を中国にあてはめると、中央政府の支給する補助金に適用される増値税免除が、市民が自分で使用する物品・サービスに対し
て支払う価格がその補助金によって変化する場合でも適用されるのかどうかということになります。また、その補助金が、消費者に提供される物品ま
たはサービスの価格に影響を与えること、または価格を抑えることを明確な目的として支給されている場合にもあてはまります。 

中の増値税制度では、すでにこのような問題が生じつつあります。例えば、政府による「連鎖の切断」問題が、不動産開発活動の分野で生じてい
ます。具体的には、地方政府が土地使用権をデベロッパーに与える場合、その取引に増値税は課税されませんが、通達財税[2016]36号は、
デベロッパーが増値税債務を計算する際に、土地購入価格を販売価格から控除することをはっきりと認めています。さもなければ、デベロッパーは
「付加価値」より大きな金額で課税されるおそれがあるからです。こうした譲歩の導入によって、さらなる問題が明らかになりました。つまり、デベロッ
パーはそれでも、自社が支払った土地補償金（例えば、立退きの補償金として一般市民に支払った金額）を控除できないのです。ここでも、政
策の観点で見た場合、デベロッパーが通常業務の一環としてこれらの費用を負担するという問題があります。デベロッパーは、これらの費用について
仕入増値税の還付請求を行うことができません。増値税納付の根拠となる「利益」の計算時にこれらの費用を考慮に入れない限り、デベロッパー
は最終的に「付加価値」より大きな金額で課税されることになります。これについては、最終的に通達財税[2016]140号で解決が図られました
が、政府を増値税制度から除外した場合には、間に合わせの解決策が幾度となく必要になるという問題が浮き彫りにされました。 

中国の政策立案者にとって最終的な問題は、現象に対処し続けたいのか、それとも問題自体に対処したいのかです。 

 PPPの法人所得税問題 
PPP には、法人所得税についての特別なルールは存在しない。現在は、公共インフラと公共サービスを対象とした一連の優遇政策
が敷かれており、PPP プロジェクト会社はその恩恵を平等に受けることができる。したがって、政策立案者が将来的にプロジェクト会社
のみを対象とした優遇政策を発令することはなさそうである。ただし、税の公正性・中立性の原則に基づき、PPP モデルの導入に起
因する追加的な税負担は免除される可能性がある。 

法人所得税の観点からは、PPP を実施する際に以下のような 2 つの難しい問題が生じる。 

• 運営段階で政府が行った支払いと拠出した補助金を非課税所得とみなせるかどうか。 
• PPP のライフサイクル期間中に譲渡された資産に租税の特例を適用できるかどうか。これに関連して、PPP プロジェクトのラ

イフサイクル期間中に譲渡された資産に関して優遇政策が特別に発令されるかどうか。 

 
第一の問題 － 政府による支払いと補助金の法人所得税上の取扱い 

最初の問題は、政府の支払モデルとバイアビリティ・ギャップ・ファンディング・モデルのもとで、運営段階において政府が行った支払いと政府が支給し
た補助金をプロジェクト会社の非課税所得とみなせるかどうかです。 

使用者負担モデルによる PPP の場合、プロジェクト会社は市場から営業利益を得られるので、最終消費者から徴収した料金収入に法人所得
税を課することは妥当ですが、政府による支払モデルとバイアビリティ・ギャップ・モデルに基づく PPP の場合、政府からの支払いや補助金に法人所
得税を課すことは、地方政府が中央政府に補助金を支給することを示唆します。 

具体的な例として、地方政府が PPP プロジェクト会社に直接支払いを行うか、あるいは PPP プロジェクトに補助金を支給するとします。地方政府
によるこれらの支払いや補助金に法人所得税を課せば、地方政府による支払いと補助金の大部分が、中央政府と地方政府の法人所得税収

                                                 
2 この訴訟は、TT-Line Company Pty Ltd 対 FCT[2009]FCAFC 178 として公表されている。 
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入分配（60：40）に従って中央政府に還流することになります。言い換えれば、地方政府が中央政府に補助金を支給していることになるので
す。これは、地方政府の債務負担を軽減するという、PPP利用の当初の目的に反します。 

通達財税[2008]151号と財税[2011]70号は、政府の補助金を法人所得税上、どのように取り扱うかを明確に規定しています。（特別な
基準が満たされた場合）企業は政府から支給された特定の補助金を非課税所得として処理し、法人所得税を計算する際に会社の総所得か
ら控除することができますが、プロジェクト会社が上述の通達を適用し、政府から受け取った支払いや補助金を非課税所得として処理できるのかど
うかは、現時点では全くはっきりしません。 

中国財政部は最近、「企業会計準則－第 16号 政府補助金」を改定する内容の通達財会[2017]15号を公布しました。この通達では「政
府補助金」の定義が明確にされ、補助金が無償の性格を持つことが強調されています。したがって、「政府補助金」は、企業が政府から対価を伴
うことなく受け取る金銭または非貨幣性資産と定義されます。言い換えれば、企業は政府から受け取る経済的資源の対価として物品を販売した
り、サービスを提供したりする必要がないということです。 

通達はさらに、企業が政府から受け取った経済的資源には、「企業会計準則－第 14号 収入」が適用されると規定しています。すなわち、物
品の販売やサービスの提供といった企業の活動と密接に関連している場合には政府助成とは認められず、物品の販売やサービスの提供の対価の
一部とされるということです。ただし、この通達は会計準則の改正であり、法人所得税の観点から明確化を図ったものではないので注意しなければ
なりません。政策立案者が、税務上の取扱いを明確化するために法人所得税に関連する規則を発令するかどうかは定かではありませんが、関連
する政策を明確にするためにこの点を検討することが期待されます。 

第二の問題 － PPPプロジェクトでの資産譲渡の法人所得税上の取扱い 

PPP プロジェクトのライフサイクルを通じて、次のような形で何度かの資産譲渡が必要になります。 

• 設立段階で、民間企業がプロジェクト会社に非貨幣性資産を投資する場合がある。 
• 譲渡・運営・譲渡（TOT）または改修・運営・譲渡（ROT）モデルでは、地方政府がいくつかの既存施設をプロジェクト会社に譲渡

する場合がある。 
• 完了段階で、プロジェクト会社は施設を政府に再び譲渡する必要がある。 

現時点では、PPP プロジェクトのライフサイクルで発生した資産譲渡に関して、法人所得税のみに的を絞った規則は存在しません。現行の法人所
得税に関連する規則によれば、民間企業とプロジェクト会社は、PPP プロジェクトのライフサイクルで発生した資産譲渡に関して法人所得税を納
付する必要があります。一定の基準が満たされれば、これらの譲渡には税制上の特例が適用される場合もありますが、実際のところ、政府が資産
や株式を PPP プロジェクトに譲渡したときや、完了段階でプロジェクト会社が資産や株式を政府に再び譲渡したときにそれらの基準が満たされる
可能性はありません。 

上記のような状況下では、資産や株式の時価が適用され、資産や株式の譲渡で得た利益は認識されるはずです。「譲渡」の性質が資産や株式
の売買ではなく、資金提供が目的であることを考えると、「譲渡」の性質に沿って、得られる可能性のある利益を免税とする特別な法人所得税に
関連する規則を発令することが妥当と思われます。 

上述の通り、PPP プロジェクトの特殊性から、開発を促進するために、PPP プロジェクトに基づく資産譲渡に関して特別な優遇政策の実施を政策
立案者が検討することが望まれます。 

現在のところは、財税[2009]59号、財税[2014]109号、財税[2014]116号が、設立段階でプロジェクト会社に非貨幣性資産を投資す
る民間企業を対象とした特別な法人所得税に関連する規則を定めています。 

財税[2009]59号と財税[2014]109号によれば、以下の基準が全て満たされた場合には税制上の特例が適用されます。すなわち、譲受人
は獲得した譲渡資産の当初の課税基準額を使用すべきであり、譲渡人は資産譲渡で得た利益を認識する必要がないということです。 

1. 十分な営利目的が存在し、税納付の減額、免除または延期が主目的ではないこと。 
2. 対象の資産の少なくとも 50％を取得すること。 
3. 再編から 12 カ月間は当初の事業活動が大幅に変更されないこと。 
4. 対価総額の 85％が株式で構成されること。 
5. 再編中に株式で支払いを受ける元の主要株主が、取得した株式を再編後 12 カ月以内に譲渡しないこと。 

ただし、実務上、民間企業が非貨幣性資産をプロジェクト会社に投資する場合、上記の基準（2）「対象の資産の少なくとも 50％を取得す
る」を満たすことは困難です。このため、財税[2009]59号が定める税制上の特例措置は適用されません。地方政府が既存施設をプロジェクト
会社に譲渡するような場合、税制上の特例措置の適用がプロジェクト会社にとって有利なのかどうかは見解が分かれるところです。 
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財税[2014]109号は、以下の基準が満たされる場合に、100％直接投資関係にある 2社間、および同一の居住者企業が直接 100％を所
有する居住者企業間の持分または株式譲渡に関する税制上の特例措置を定めています。 

1. その譲渡が十分な営利目的を有し、減税、免税または納税猶予を主目的としないこと。 
2. 譲渡される株式や資産の当初の実質的運用方法が、譲渡後 12 カ月の間変化しないこと。 
3. 譲渡人と譲受人の双方が、会計上の利益または損失を認識しないこと。 

実務上は、民間企業がプロジェクト会社を設立した場合（すなわち、プロジェクト会社が民間企業の 100％子会社である場合）、プロジェクト
会社に資産を譲渡した時点で、民間企業は財税[2014]109号が定める税制上の特別措置の適用を併せて検討することができます。 

財税[2014]116号は、金銭以外による資産投資に関して以下のような課税猶予措置を定めています。 

1. ある会社が非貨幣性資産に投資する場合、その会社は最長 5年間にわたって、非貨幣性資産への投資で得た利益を当該年度の
法人所得税の課税標準に均等に分配できる。 

2. ある会社が非貨幣性資産に投資する場合、その会社は譲渡価格として公正な時価を適用し、非貨幣性資産の譲渡で得た利益を
認識しなければならない。 

3. ある会社が非貨幣性資産を投資し、投資先の会社の株式を取得した場合、取得した株式の課税基準額は非貨幣性資産の当初の
課税基準額とし、毎年認識される譲渡益を加算することにより、毎年調整しなければならない。投資先の会社が取得した非貨幣性資
産の課税基準額は、非貨幣性資産の公正価額でなければならない。 

4. その企業が 5年以内に上記の株式を譲渡するか、または投資を撤回する場合は、課税猶予措置の適用を停止し、非貨幣性資産に
由来する未認識の譲渡益に係る法人所得税を譲渡または撤回の年に一括納付しなければならない。 

5. その企業が投資後 5年以内に登記を抹消する場合は、課税猶予措置の適用を停止し、非貨幣性資産に由来する未認識の譲渡
益に係る法人所得税を登記抹消の年に一括納付しなければならない。 

最後に、完了段階で、プロジェクト会社は資産を政府に再び譲渡します。この場合は政府が譲受人になりますが、政府は法人所得税の納税者
ではないため、プロジェクト会社が財税[2009]59号の定める税制上の特例措置を適用できるかどうかはきわめて不確定です。 

各段階における資産譲渡に税制上の特例措置を適用できるかどうかについては、来月号の本稿でより詳しく説明します。 

つづく 

 
 
（みずほチャイナマンスリー 2017年 11月号に掲載） 
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