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背景 

外国投資者による中国投資拡大を奨励するため、2017 年 12 月 28 日、中国財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、商務部の

政府 4機関は、共同で「外国投資者の利益再投資に係る源泉所得税の一時非課税についての通達（財税〔2017〕88号）」（以下「88

号通達」）、およびその解釈を公布した。88号通達は、中国国内での利益再投資に対する源泉所得税繰延を定める。 

 

同通達は、具体的に、①外国投資者の源泉所得税課税繰延の適用要件、②その手続きと義務、③管理事務、④関係政府機関の間の協

調の仕組み、⑤投資引き揚げの際の税務処理、⑥当該優遇税制の実施時期について詳細に規定する。 

 

主要内容 

外国投資者が中国居住者企業から得た利益を「奨励されるプロジェクト」に再投資し、かつ他の一定の要件を満たせば、課税繰延の恩恵を得ら

れ、一時的に源泉所得税が課されない。 

 

88号通達の主な内容は下記を含む。 

1. 優遇適用要件 

（一） 直接投資の定義 

88号通達は、外国投資者が課税繰延の恩恵を得るためには、中国居住者企業から配当された利益を、増資、資本注入、および株式取得

の形式で再投資せねばならないと定める。具体的に、それら形式とは次を指す。 

1. 中国居住者企業の払込資本金または資本準備金の増額 

2. 新たな中国居住企業の設立 

3. 中国居住者企業持分の非関連者からの取得 

4. 財政部および国家税務総局が特定するその他の形式 

 

注意すべきは、次の 2つの利益使用状況において、源泉所得税の繰延は適用されないことである。 

1. 公開企業の払込資本金または資本準備金の増額、あるいは公開企業の持分取得（ただし、「外国投資家による上場企業への戦

略投資に関する管理弁法（商務部 2005年第 28 号令）」に従った戦略投資は除く） 

2. 関連者からの持分取得 
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（二） 対象となる分配利益 

外国投資者に分配される利益は、中国居住者企業が実現した過年度未処分利益を含む留保利益を源泉とした配当、利益分配、その他の

投資収益である。 

 

（三） 利益の再投資は直接行わなければならない 

利益は、第三者経由ではなく、被投資企業または持分譲渡者の勘定に直接再投資されなければならない。 

 

外国投資者が現金で直接投資を行う場合、その支払いは、利益分配する企業の口座から、被投資企業または持分譲渡者の口座宛直接行

わなければならず、他の国内・外の口座を経由してはならない。また、直接投資が現金以外により行われる場合（すなわち有形資産や証券な

どで行われる場合）、当該非現金資産の所有権は、利益分配を行う企業から、再投資先企業、または持分取得の場合持分譲渡者に直接

移転されなければならず、直接投資を行う前に他の法人あるいは個人が一時的にも保有してはならない。 

 

（四） 奨励される外資プロジェクト 

「奨励されるプロジェクト」とは、「外商投資産業指導目録」または「中西部地域外商投資優勢産業目録」に記載された、奨励される外国投資

産業に属するプロジェクトのことを指す。 

奨励されるプロジェクトへの外国投資者による直接投資とは、投資期間中、投資先企業が、二つの目録に記載された事業活動、例えば製造、

役務提供、建設プロジェクトへの投資、機器購入、研究開発活動などに従事することを指す。上記２つの目録は、いずれも 2017 年に改訂さ

れた。また、今後政府が発表する改訂目録に従い優遇政策が適用される。外国投資者は、投資先企業が改訂目録で奨励されるプロジェクト

に従事している限り、優遇政策を享受することができる。 

 

2. 届出手続と事後管理 

繰延要件を満たす外国投資者は、関連の税収管理法に従って税務申告を行い、かつ、これら繰延要件を満たしていることを証明する関連資料

を、利益分配企業に提出しなければならない。利益分配企業はこれら資料を点検し、外国投資者が上述の繰延要件を満たす信じる場合、管

轄税務局で記録手続きを取った上で、一時的に関連の源泉所得税徴収を行わないことができる。 

 

管轄税務局は、当該優遇に対し事後的な管理を行う。もし管轄税務局が外国投資者は繰延要件を満たしていないと判定した場合、利益分

配企業の責めに帰すべき事由がある場合を除き、外国投資者は源泉所得税の申告と支払を怠ったとされ、利益分配の日を起算日とした延滞

利息を含む行政罰の対象となる。 

 

3. 投資回収の税務処理と免除 

投資回収 

外国投資者は、88号通達による源泉課税繰延を享受した直接投資を、持分譲渡、買戻し、清算などの方法により回収した場合、回収した

投資への支払を受け取ってから 7日以内に、管轄税務局に対して、関連する源泉所得税を申告し、支払わなければならない。 

 

特殊再編の場合の優遇の継続適用 

外国投資者は、88号通達による源泉課税繰延を享受した直接投資を、特殊再編適格の内部再編により回収し、かつ外国投資者が特殊再

編を採用した場合、源泉所得税繰延の優遇を享受し続けることができる。 

 

4. 発効日と遡及適用 

外国直接投資を強化するため、88号通達は 2017年 1 月 1 日から遡及適用され、中国居住者企業の未処分利益を元にした配当、投資

収益を含む、発効日以降海外投資家に分配された利益に適用される。外国投資家が繰延対象となる源泉所得税をすでに支払った場合、３

年以内であれば事後的に優遇を申請し、税還付を受けることができる。 

 

筆者所見 

対中追加投資を計画している多国籍企業にとって、今回発表された優遇方針は歓迎すべきものである。今後、特定の直接投資にとって配当源
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泉所得税が繰延べられるため、多国籍企業は、中国への直接投資か、香港あるいはシンガポールへの投資持ち株会社を通じた伝統的な投資

のいずれかを柔軟に選択することができる。この税制優遇は、効果的な外国投資の呼び込みと、外資企業による利益の中国への再投資の魅力

を向上させるとの中国政府の決意を示すものである。 

 

また、投資収益の範囲について、外国投資家に分配される利益には、中国居住者企業が実現した過年度未処分利益を含む留保利益を源泉

とした配当、その他の投資収益が含まれることが明確にされた。2017年 1月 1日以前の、いまだ分配されていない過年度未処分利益も優遇

対象になると考えられる。 

 

88号通達において、中国居住企業は、中国大陸で合法に設立された居住企業と定義される。そして、これらは中国で設立された上場企業お

よび非上場企業を含む。よって、外国投資者が中国国内で設立された上場企業から得た配当金を、非上場企業の奨励された投資プロジェクト

に直接投資を行う場合も、源泉所得税の繰延ができると考えられる。 

 

さらに、国家税務総局による関連通知により明確化すべき実務上のいくつかの不明点がある。例えば： 

 再投資先企業が複数のプロジェクトに従事している場合で、それらすべてが奨励されたプロジェクトでない場合、当該再投資は優遇対

象になるのか？例えば、奨励されたプロジェクトが全社売上高に占める割合により判断すべきか？ 

 投資回収する場合、それに関連する優遇をどう「返還」すべきか？特に、関連申告について、投資先企業、利益分配会社、あるいは

海外投資家のいずれがその義務を負うか？また、投資先企業と利益分配会社の管轄税務局が別の場合、どちらの税務局に申告・納

税を行うべきか？ 

 居住者企業が非現金資産（すなわち有形資産、証券など）により外国投資者に利益分配した場合の取り扱いについて、より明確に

されるべきである。 

 

国内各地の管轄税務局は、上記問題点の実務上の取扱いで異なる見解の可能性が高いため、企業は、取引実行前に、管轄税務局と緊密

な意思疎通を図るべきである。 

 

（BTMU 中国月報 2018 年 3月号に掲載） 
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