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中国の現行法令によると、外国企業が中国企業から受け取る中国源泉の所得（利息、配当等権益性収益及び利息、賃料、ロイヤルティー、
または持分譲渡所得等を含む）に対して、海外送金側である中国企業は源泉所得税を源泉徴収することが義務付けられている。クロスボーダ
ー取引に関わる関連税金の処理は中国税収流出の恐れがあるため、中国税務局の注目が集まり、当局の徴収管理の重点分野となっている。 
 
2017年 10月に、国家税務総局は「非居住者企業所得税源泉徴収関連問題に関する公告」（国家税務総局 2017年第 37号、以下
［37号公告］）及びその解読を公布し、2017年 12月 1日より正式に実行された。37号公告は外資企業に係る企業所得税源泉徴収
問題を改めて整理した上、源泉徴収管理においてより詳しい指導原則及び実務ガイダンスを提供し、過去一連の規定を更新した。全体的に見
れば、37号公告は外国企業及び中国企業両方が履行すべき納税義務負担を軽減させることができ、企業に有利である。 
 
なお、37号公告の主な変更点は下記通り解説する。 
 

1. 主要内容 
 

主な変更点 旧規定* 37号公告における新規定 留意点 

租税徴収手続の簡
素化により、源泉徴
収義務者のコンプラ
イアンス負担の軽減 

１） 源泉徴収義務者（支払側）は
外国企業と契約を締結して、締
結日から 30 日以内に契約届出
手続を要する。 

２） 分割払いの場合、最終支払日前
の 15 日以内に税金清算手続き
が求められている。 

 

１）契約届出手続を取り消し、源
泉徴収義務者が、源泉徴収に
関わる帳簿及び契約書等の資
料を社内で保管し事後審査に
備えることに変更した。 

２）分割払いの場合、源泉徴収義
務者による税款清算手続の要
求が取り消された。 

特定な場合において
契約届出手続が依
然として要求される。
詳細は 2．KPMG
の所見及び追加説
明の１）の部分にご
参照。 

持分譲渡の外貨換
算ルールの改正 

持分譲渡所得の計算時に、当初投
資時の貨幣で持分譲渡価格及び持
分原価を計算することを要求されてい
る。これにより複雑な為替レート換算
が生じる。 

外貨建ての持分譲渡価格及び持分
原価に対して、一律で人民元に換算
し、所得額を計算することになった。こ
れにより、外貨換算が簡素化された。 
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源泉徴収義務発生
日の繰り延べ 
 

１） 配当金の源泉徴収義務は利益
配当決定日の当日に発生する。 
もし実際支払日が決定日より早
い場合、支払日に納税義務が発
生する。 

１）配当について、源泉徴収義務の
発生日を実際支払日に変更し
た。 

２）同一の資産譲渡所得を分割払
いで取得する場合、分割で取得
した所得はまず持分原価の回収
とみなされ、すべての持分原価が
回収されてから源泉徴収義務が
発生する。 

源泉徴収義務発生
日の繰延に該当でき
る分割で所得取得の
場合に対して、明確
な規定ない。 

外国企業の自主申
告期限の緩和 

源泉徴収義務者は法律に依拠して
源泉徴収義務を履行しなかった、或
いはできなかった場合、外国企業は
源泉徴収義務者の支払日或いは支
払期限から 7日以内に、税金の自
主申告を行うべきである。 

源泉徴収義務が履行されなかった場
合、外国企業による源泉徴収義務
者の支払日或いは支払期限から 7
日以内の自主申告の規定が取り消
された。外国企業は所轄税務機関が
命じる期限内に納税し、又は税務機
関が命じる前に自主的に納税申告を
行ったいずれの場合、期限内に納税
義務を果たすとみなされる。 

自主申告期限が緩
和された後、納税者
及び源泉徴収義務
者が留意すべきその
他コンプライアン要求
について、2．KPMG
の所見及び追加説
明の 2）の部分にご
参照。 

複数の所得発生地
の場合の納税方法
の追加規定 

外国企業は中国で自主申告納税
し、かつ複数の所得発生地が存在し
複数の所轄税務機関が関与する場
合、一か所を選定して納税申告でき
る。 

外国企業は同一の中国源泉所得に
対して中国で自主申告納税し、かつ
複数の所得発生地が存在し複数の
所轄税務機関が関与する場合、一
か所を選定して納税申告することがで
きる。 

「同一所得」の性質
及び判断基準につい
て、明確に規定され
ていない。 

 
*注：旧規定は国税発【2009】3号、国税函【2009】698号及び国家税務総局公告 2011年第 24号公告等を含む。 

 

2. 2．KPMGの所見及び追加説明 

1) 契約届出手続きが必要となる特定の場合 

国家税務総局第 19号（2009）によると、外国企業によるプロジェクト請負や役務の提供については、国内企業及び外国企業が契約
締結日から 30日以内に税務機関に届出手続を行う義務があり、37号公告の公布後にも変更がない。したがって、37号公告に規定さ
れた中国源泉の受動的所得以外に、役務提供などの主動的所得に関しては、関連契約締結後の届出手続きを行うべきことにご留意くだ
さい。 

加えて、5万米ドルを超える海外送金の前に税務局への届出義務も変わっていない。税務機関は源泉徴収義務者の源泉納付申告書
類、海外送金に関する移転価格関連報告書類・外貨管理局との情報共有等を通じてクロスボーダー取引の納税情報を取集しているた
め、37号公告の公布後に源泉徴収者と納税者の一部の納税負担が低減されたものの、税務機関の徴収管理体制を強化しつつある。 

2) 自主申告期限が緩和された後、納税者及び源泉徴収義務者へのコンプライアンス要求 

37号公告により、源泉徴収義務者が法に則って源泉徴収義務を履行せずに、納税者である外国企業は所轄税務機関が命じる期限内
に納税申告を行った場合、期限内に納税を完了したとみなされると規定している。これをもって、外国企業は期限内に納税義務を果たして
いる以上、原則上延滞金と罰金を課されるべきではないと読み取れる。ただし、実務上において納税者に対する延滞金の免除を確かに受
けられるか否かは不明であり、国家税務総局の更なる解説、または各地税務局の実務処理を確認する必要がある。 

一方、たとえ納税者に対する罰則が免除されるとしても、源泉徴収義務者については、現行の税収徴収管理弁法の規定に基づき、源泉
徴収義務を履行していない行為に対して、過少納付税金の 50%～3倍に相当する罰金を課することができる。よって、源泉徴収義務者
は依然として関連の罰則を受けられるリスクがある。 
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そのほか、中国で課税対象となる中国外で行われる間接譲渡取引に対して、7号公告（国家税務総局公告 2015年第 7号）によれ
ば期限通りに納税しなかった場合、追納税金以外に利息も課される。 

上述のように、中国現存の税務法規及び公告において、延滞金及び利息の処理、源泉徴収者及び納税者に対し納税義務と関連罰則
を判定するにあたって、法令上協調性がなく、矛盾が生じたため、納税処理に不確定性をもたらしている。 

3) 支払者が外国企業の場合に源泉徴収義務の判断 

37号公告に基づく上述の内容は国内企業が源泉徴収義務がある場合に限る検討であるが、実務上支払側が外国企業である状況（例
えば、二つ外国企業の間に中国子会社の持分を譲渡する取引）も存在している。 

この場合、海外支払者（持分譲渡の場合、譲受側の外国企業）が同じく源泉徴収義務があるかについては、37号公告では明確されて
いなく、この問題も従来から争議が続いている。現行の企業所得税法に基づき「支払者が源泉徴収義務者とされる」という表現からみて、
厳密にいえば海外支払者を除外していないと理解している。実務上において、税務機関は海外支払者に対して源泉徴収義務者と指定
し、源泉納税を命じる可能性がある。 

  

37号公告の公布に伴い、過去に実務共通の幾つかの課題を明確化し、国内外の納税者に積極的な影響をもたらしているものの、新規定には
依然として不明点があり、新しい問題が生じる恐れがある。中国内外の納税者は自社の税務コンプライアンス向上を目指し、新規定公布後の
政策内容、各地の実務動向を把握し、適時に関連の税務処理を見直し、積極的に対応することを提案する。 

 
（BTMU 中国月報 2018年 2月号に掲載） 
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