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10月号・11月号に続き今月号でも、中国で重要度が増してきている官民連携（PPP）プロジェクトの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。 

3. PPPプロジェクトのライフサイクル全体にわたる租税分析 

本稿では、一般的な PPP のライフサイクルに共通する租税問題について概要を解説します。ここまで紹介してきた通り、それぞれの PPP プロジェク
トは独自の性格を持っています。そのため、PPP に関する租税問題を総論としてまとめることがこの項の目的です。基本的には、PPP契約を結ぶ
場合には詳細な評価を行い、その取り決めの具体的な条件が税務に与える可能性のある影響を分析する必要があります。一般に、PPPのライ
フサイクルは次のような段階で構成されます。 
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China Management News  
（KPMG中国マネジメントニュース） 

中国の官民連携（PPP）プロジェクトへの税務上の影響 （3）  

設立 
政府と民間企業がプロジェクトを実施するための手段または方法を構築する。概して、これは資本投資（例：
BOT モデル、TOT モデル）または業務委託契約締結（例：O&M モデル、MC モデル）の形で行われる。 

デザイン 
実施前調査やプロジェクト実施案を設計する。例えば、運営体制や運営手順、財務予測など
が含まれる。 

建設および既存施設の譲渡 
プロジェクト運営のための施設を取得または建設する。採用される PPP モデルによって、建設または
国営・省営企業から既存施設を譲渡される形で行うこともできる。 

運営 
民間企業がプロジェクトまたは資産を運営し、合意された期間内に利益を得る。採用された PPP モデル
に従い、民間企業は独立の立場でプロジェクトを運営するか、単にプロジェクト管理の受託会社となる。 

完了 
最終段階で PPP契約が満了し、民間企業がプロジェクトから離れる。 

資金調達 
資金調達が必要になる場合がある（多くの場合は外部から）。例えば在来型の銀行融資などが
考えられる。時には特定の資産に関してリースバック取引の形をとることもある。 
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増値税の取扱い 

設立段階の増値税の取扱いは、民間企業がどのような形でプロジェクトに参加するのかによって異なります。概して、PPP プロジェクトのために新た
なプロジェクト会社が設立される場合や、既存のプロジェクト会社に資本投資が行われる場合、一般的な投資方法は次の 2 つです。 

 現金投資：これは、投資家が資本拠出を通じて持分を取得する場合を指します。民間企業への資本投資の実施や譲渡は増値税の対
象ではないため、一般に現金投資によって増値税債務が生じることはありません。 

 資産注入：これは、投資家がプロジェクト会社への既存資産の注入を通じて持分を獲得する場合を指します。資産注入に関する増値税
の取扱いは、譲渡される資産の性質によって異なります。 

一般に資産注入は、増値税の面で最も複雑な問題が生じますが、それには多くの理由があります。第一に、通常の売却取引（つまり、資産譲
渡の対価が投資家に対して発行される持分である場合）として増値税が課税されるのか、それともみなし売却取引（基本的に時価より低い価
格での譲渡）として課税されるのかという基準の問題があります。後者の場合、取引相手は通常、仕入増値税の還付を請求できません。そのた
め、みなし売却に関して生じる増値税は実質費用となります。これは、特に有形固定資産や在庫を注入する場合にあてはまります。増値税暫定
規則は、こうした資産の注入を単純にみなし売却とみなす（その資産が時価より安く譲渡されたか否かの評価は不要）と明確に定めているから
です。したがって、みなし売却のリスクを小さくするためにも、資産注入の管理には注意を払う必要があります。 

第二に、資産注入にかかる増値税の取扱いは、プロジェクト会社に注入される原資産の性質によって大きく変わります。注入する資産の種類ごと
に増値税の取扱いをまとめると次のようになります。 

注入される資産の種類 増値税の取扱い 1 
不動産 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 一般に不動産の注入には 11％または 5％の増値税が適用される。税率は、原資産
が一般増値税方式の対象となるのか、それとも簡易増値税方式の対象となるのか
（例えば、それらの原資産が 2016年 5月 1日以降に保持されている場合）によっ
て異なる。 

• 投資家は譲渡に関して特別増値税込み請求書を発行し、プロジェクト会社は仕入増
値税還付を請求できると考えられる。仕入増値税還付請求は 2年にわたり 60：40
の割合で分配する必要が生じる可能性がある。 

• 増値税の取扱いは旧営業税制度とは異なることに注意。特に、旧営業税制度では不
動産注入による持分取得は営業税の課税対象ではなかったが 2、増値税制度下でこ
れに類する規則は適用されない。 

• 当事者には、重大なキャッシュフロー問題が生じる。例えば、プロジェクト会社がその時
点で他の取引活動を行っていない場合には、仕入増値税還付を活用できない可能性
がある。よってこれを繰り越して、将来の納期に生じた売上増値税から差し引くしかなく
なる。 

無形資産 • 一般に無形資産の注入には 6％の増値税が適用される。 

• 投資家は注入に関して特別増値税込み請求書を発行し、プロジェクト会社は仕入増
値税還付を請求できると考えられる。 

• 不動産と同様に、無形資産の注入による持分取得に営業税は課税されなかったが、
増値税制度のもとでこれに類する規則は発令されていない。 

有形固定資産または在庫 

 

• 一般に有形固定資産の注入には 17％または 11％の増値税が適用される。この税率
は、該当する在庫の性質によって異なる。 

                                                 
1表の事例は全て、譲渡人である事業者も譲受人である事業者も一般の増値税納税者として登録されていることを前提としている。 
2財税[2002]191号 

設立 
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注入される資産の種類 増値税の取扱い 1 
有形固定資産または在庫
（続き） 

• 投資家は注入に関して特別増値税込み請求書を発行し、プロジェクト会社は仕入増
値税還付を請求できると考えられる。とはいえ、上述の通り、有形固定資産または在庫
の譲渡がみなし売却取引とみなされる危険性はかなり高い。そのような場合、特別増
値税込み請求書の発行が可能かどうかは不確定である。 

第三に、上の表で仕入増値税還付を請求できるとした場合、これはプロジェクト会社から特別増値税込み請求書が入手できるという前提に基づ
いていますが、必ずしもそうでない場合があるので注意しなければなりません。11月号で説明したように、政府は一般に増値税制度の枠外である
ため、プロジェクト会社に対して特別増値税込み請求書を常に発行できるわけではないというのが大きな理由です。 

法人所得税の取扱い 

PPP プロジェクトの設立段階では、法人所得税の取扱いに関して以下の 2 つの側面を考えなければなりません。 

 現金注入と非貨幣性資産の注入 

民間企業がプロジェクト会社に現金を注入しても、法人所得税債務は一切発生しません。 

しかし、民間企業が非貨幣性資産（例：不動産、無形資産、有形固定資産または在庫）をプロジェクト会社に投資する場合、民間企業は
非貨幣性資産による譲渡益を認識しなければなりません。 

11月号で触れた通り、民間企業は財税[2014]116号に規定される課税猶予措置を直接適用することができます。非貨幣性資産の投資に
関して認識された非貨幣性資産の譲渡益は、最長 5年間にわたり、その年の法人所得税課税所得に均等に分配することが可能です。 

民間企業がプロジェクト会社に譲渡した非貨幣性資産投資が、財税[2009]59号と財税[2014]109号に規定される税制上の特例措置の
基準を満たす場合、民間企業は税制上の特例措置の適用を選択できます。税制上の特例措置が適用されたとすると、その民間企業は取得し
た持分の課税基準を記帳する際に元の課税基準を使用しなければなりません。また、プロジェクト会社は取得した譲渡資産の課税基準を記帳
する際に元の課税基準を使用しなければなりません。つまり、民間企業は資産譲渡による利益を認識する必要がないのです。 

 プロジェクト会社の設立方法は 2通り 

プロジェクト会社は法律上、有限責任会社の形で設立されるのが一般的ですが、パートナーシップの形でも設立できます。これら 2種の組織形態
では、利益分配に関する法人所得税の取扱いが異なります。 

(1) 有限責任会社形式でのプロジェクト会社設立 

中国の法人所得税規則のもとでは、居住者企業が別の居住者企業から受け取った配当や利益の本国送金には法人所得税がかかりません。つ
まり、民間企業が居住者企業の場合、プロジェクト会社から受け取った配当に法人所得税がかからないということになります。しかし、民間企業が
非居住者企業の場合、原則として 10％の源泉徴収税が適用されます。非居住者企業が設立された国または地域が、中国との間に二重課税
防止条約を締結している場合は、源泉徴収税に優遇税率が適用されます。 

ただし、民間企業が実際に受け取った配当が持株比率より大きかった場合、超過分の配当に法人所得税を適用すべきか否か（すなわち、その
民間企業が、本来政府に支払われるべき配当の一部を受け取ったのではないか）という疑問が生じます。それでも超過分の配当を配当とみなし
て、法人所得税を免除すべきでしょうか。それとも、民間企業が政府から得た所得とみなすべきでしょうか。また、その場合、その所得に法人所得
税を課税すべきでしょうか。将来的には、超過分の配当にかかる法人所得税の取扱いを明確にした新規則の導入が望まれるところです。 

また、プロジェクト会社を民間企業の子会社や支店として構成することも可能です。以下の 2 つのシナリオでは、法人所得税の取扱いが異なりま
す。 

• 子会社は本社から独立して活動し、別個の勘定を維持し、自社で確定申告を行うことができます。条件を満たす子会社は、自社で税制
上の優遇措置を申請し、より柔軟にタックス・プランニングを行うことができます。 

• 支店は本社の名のもとに営業し、支店の課税所得は本社の課税所得と連結されます。したがって、支店または本社が負った損失を互いに
相殺することが可能です。支店は税制上の優遇措置を申請することも、有効な関連当事者取引を通じたタックス・プランニングを行うことも
できません。 
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(2) パートナーシップ形式でのプロジェクト会社設立 

リミテッド・パートナーシップに法人所得税は課税されません。財税[2008]159号によれば、パートナーシップのパートナーはそれぞれがパートナー
シップの営業利益配分について所得税を課されます。パートナーが個人の場合は個人所得税が、法人およびその他の組織の場合には法人所得
税が課されます。法人所得税の観点で見ると、パートナーシップは透明です。これは、パートナーシップが生み出した営業利益およびその他の利益
には「分配後課税」の原則が適用されることを意味します。一般に二重課税のリスクはありませんが、世界中にはパートナーシップに対して税制上
これと異なる扱いをしている国があるかもしれません。例えば、一部の国はパートナーシップに納税者として所得税の納付を義務付けているかもしれ
ません。また、別の国はパートナーに所得税の納付を要求するかもしれません。プロジェクト会社が外国人パートナーの恒久的施設にあたる場合に
は、二重課税のリスクが生じるおそれもあります。 

その他の税の取扱い 

民間企業が資本注入として不動産や土地使用権を使用する場合には、プロジェクト会社に契税（不動産取得税）が課されます。また、民間
企業とプロジェクト会社の両方が 0.05％の印紙税を納付しなければならない可能性があります。民間企業が有形固定資産や在庫を資本注入
に使用する場合は、民間企業とプロジェクト会社の両方に 0.03％の印紙税が課される可能性があります。民間企業が、著作権、商標独占
権、特許権、専有技術使用権といった特定の無形資産を資本注入に使用する場合には、民間企業とプロジェクト会社の両方に 0.05％の印
紙税が課される可能性があります。さらに、新たに設立されたプロジェクト会社には、記帳された払込資本と資本準備金の総額について 0.05％
の印紙税が課されます。 

 

 
増値税の取扱い 

中国では PPP の資金調達は特に重要な意味を持ちます。なぜなら、一般に中国では金融サービスに 6％の増値税が課税されるからです。課税
対象はローン金利、金融商品の売買益、金融サービスの手数料だけではありません。借入人は一般に、支払利息について（あるいはローンサー
ビスに直接関係する手数料について）仕入増値税の還付を請求できないので、資金調達に関わる増値税は実質費用となります。 

民間投資家の関与を促進し資金を呼び込むために、政府が代替的な資金調達手段 3として「資産担保証券（ABS）」の利用を奨励している
ことに注意してください。ABS に関する増値税の取扱いについては、規則をさらに明確にする必要があります。曖昧さの原因の 1 つは、ABS契約
のもとで収入とプロジェクトの原資産が「担保化」された場合に、プロジェクトの収入に関して誰が増値税を負担するのかという問題です。これは、プ
ロジェクト収入が法律上はプロジェクト会社に帰属せず、ABS投資家に帰属するためです。この件については、さらなる政策が打ち出されるものと
予想されます。 

銀行ローンの形での借入とは別に、代替的な形の「間接的金融」が中国では広く使われていることを指摘しておかなければなりません。動産・不動
産のリース、セール・アンド・リースバック取引などがその一例です。これらの資金調達法に関する増値税の取扱いを以下に簡単にまとめます。 

資金調達方法 増値税の取扱い 
動産のリース • 一般に 17％の増値税が課される。 

不動産のリース • 一般に 11％または 5％の増値税が課される。税率は、原資産に一般増値税方式と
簡易増値税方式（2016年 5月 1日の時点でその不動産が所有されていた場合
に適用される）のどちらが適用されるのかによって異なる。 

セール・アンド・リースバック取引 • セール・アンド・リースバック取引はローンサービスに該当するため、一般に金利部分に
6％の増値税が課される。 

• 資金の直接融資と同様に、支払金利について仕入増値税の還付は申請できない。 

 

 

                                                 
3 発改投資［2016］2698号 

資金調達 
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法人所得税の取扱い 

プロジェクト会社が銀行などの金融機関から借入れを行う場合には、借入れに関連する支払利息を課税所得から控除できます。プロジェクト会
社が非金融企業から、金融機関の同期間の貸出金利より高い利率で借入れを行った場合、プロジェクト会社は上乗せされたローン支払利息を
課税所得から控除できません。さらに、プロジェクト会社（非金融機関）が関係会社から借入れを行い、負債資本比率が 2：1 を超える場合
には、超えた部分を課税所得から控除できないことにも注意しなければなりません。 

その他の税の取扱い 

プロジェクト会社が金融機関または非金融機関から借入れを行う場合には、締結したローン契約について双方に 0.005％の印紙税が課されま
す。プロジェクト会社が、ファイナンスリース会社とファイナンスリース契約（セール・アンド・リースバック契約を含む）を締結する場合には、双方に
0.005％の印紙税が課されます。 

 

 
増値税の取扱い 

プロジェクト会社は一般に、設計段階で購入したサービスや物品について仕入増値税の還付を請求できると考えられます。例えば、プロジェクト会
社が、プロジェクトのフィージビリティスタディを実施するために外部のコンサルタント会社と契約を結んだ場合には、6％の仕入増値税還付が請求で
きると思われます。 

法人所得税の取扱い 

プロジェクト会社は、コンサルタント料を課税所得から控除できます。 

その他の税の取扱い 

プロジェクト会社がエンジニアリングに関する調査・設計契約を締結する場合には、双方に 0.05％の印紙税が課されます。 

 

つづく 

（みずほチャイナマンスリー 2017年 12月号に掲載） 
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