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国家税務総局は租税条約における優遇措置適用の実施を推進し、「受益者」認定の解釈を更に明確にするため、2018年 2月 6日、「租税

条約における『受益者』関連問題に関する国家税務総局の公告」（2018 年第 9 号、以下、「9 号公告」）を公布された。同公告は、2018

年 4 月 1 日以降に発生する納税行為、かつ租税条約上の優遇税率適用を申請する場合に適用される。以下、9 号公告の実施に伴い、外

国企業が租税条約を活用し、中国源泉所得に対する優遇税率適用の変化及び企業側への影響について解釈する。 

 

中国の税務法律・規定によると、外国企業が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、ロイヤリティー、または持

分譲渡所得等を含む）に対して、その所属する国または地区が中国と締結した租税条約において特定所得に対する優遇税率の適用を申請し、

低減した税率で源泉所得税を納付することは可能となっている。租税条約に定める優遇税率の適用を享受するために、外国企業が所属国と地

区の「受益者」認定を受けなければならない。これまで、税務機関が公布された一連の税務規定に基づき「受益者」の判断を行っていた。9 号公

告及び 9 号公告に添付している国家税務総局の公式的な事例解釈は今までのの規定を統合し、と同時に「租税条約における『受益者』の解

釈及び認定方法に関する国家税務総局の通達」（国税函〔2009〕601 号、以下「601 号公告」）、「租税条約における『受益者』の認定に

関する国家税務総局の公告」（国家税務総局公告 2012年第 30号、以下「30号公告」）は廃止となった。 

 

「受益者」認定問題に関する従来の規定と比べ、9 号公告は次の 2 点が特徴的である。1）従前のセーフ・ハーバー・ルールの適用（即ち、特

定の条件を当てはめる場合、受益者認定を受けることができ、更なる実質的な経営活動などの判断を行う必要がない）を拡大する、2）納税

者の判断根拠に供するため、「実質的な経営活動」の認定要件を一層明確するために詳細事例を列記した。ただし、提供された事例の一部の

判断基準が厳格であり、実務上それに従う場合、納税者に不利な判断を下される可能性があるため、将来税務局による 9 号公告及び公開事

例の運用に留意すべきである。 

 

尚、9号公告の主な変更点は以下の通りである。 

 

• 「受益者」の認定に当たる課税所得対象の範囲を明確化 

— 9 号公告によれば、「受益者」の認定は、配当、利子及びロイヤリティに関する租税条約の条項を適用する。言い換えれば、財産

の譲渡所得は「受益者」を認定すべき対象から外された。 

 

• 優遇措置の適用範囲の拡大 

— 旧規定によると、外国居住者企業、又はその最終親会社が上場企業である場合に限って、セーフ・ハーバー・ルールを適用できる。
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9号公告により、優遇適用を受けられる外国所在地の上場会社（最終親会社が上場企業の場合を含む）のみならず、居住者

個人若しくは政府の場合もセーフ・ハーバー・ルールを適用できるようになった。 

— 優遇税率の適用を申請する外国会社Aが「受益者」判定を満たしていない場合、その親会社Bと子会社Aが同一国（地区）

に所在していなくても、親会社 B の経済的実質に基づき受益者認定条件を満たして、かつ親会社と子会社が所在する国は同一

の租税条約優遇を適用できる場合、申請者 A社は優遇措置を適用することが可能となる。 

 

• 配当所得優遇適用に関する持分比率の時間基準 

— 9 号公告によれば、配当に関する租税条約優遇を適用する際に、当該公告に定めた持分比率は配当を取得する前連続 12 ヵ

月以内に持分比率の要求を満たすことは明確になった。 

 

• 「受益者」判定の不利な要件について 

— 「受益者」を判定する際に、601 号公告には、「『形式より実質に重視する』との原則に基づき、実際状況を踏まえ分析・判断す

る」と規定していたが、9 号公告には、「実際状況を踏まえ総合的に分析する」としており、従来の「実質に重視する」原則を踏襲し

ている。 

— 一方、申請者の受益者判定にあたる不利な条件としていくつかの変更点があり、下表にまとめる。 

 

 

続いて、日系企業にもよく見られる事例を用いて、セーブ・ハーバー・ルールの適用範囲の拡大（事例１）及び「実質的な経営活動」の判断

（事例２）について説明する。 

 

 

旧規定 9号公告における新規定 留意点 

   規定される期間（例えば所得を得てから 12

ヶ月）以内に所得税の全部若しくは殆ど（例え

ば 60％以上）を第三国の居住者へ支払う義務

がある。 

   規定される期間（例えば所得を得て

から 12 ヶ月）以内に所得税の全部

若しくは殆ど（例えば 50％以上）を

第三国の居住者へ支払う義務がある。

支払義務とは、約束義務と約束がない

ものの支払事実が発生した場合を含

む。 

1）比率を 60%から 50%に低減

した。 

2）支払い義務の履行を約束して

いない場合でも支払いが発生した

場合には不利な要件を構成する。 

   所得関連の財産或は権利のほかに、その他経

営活動がない又はほとんどない。 

    従事する経営活動が実質的な経営

活動となっていない。 

実質的な経営活動について、601

号公告にある規模や支配権の有

無などの不利な要件は、9号公告

に 1 つに整合した。    資産、規模及び配置人員が比較的少なく、所

得金額と比べてアンバランスが出る。 

   所得或は所得関連の財産又は権利に対し

て、申請者は支配権或は処置権を持たない又は

ほとんど持たず、リスクも負担しない又はあまり負

担しない。 

    旧規定の外国所在地の低税率要素（外国所在地に関連所得に対し課税しない若しくは免

税する、又は徴税税率が非常に低い）、バック・トゥ・バックのローンと使用許可という不利な要件

について 9号公告でも保留されている。 

変化なし 
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事例 1：セーブ・ハーバー・ルールの適用範囲の拡大 

 

  

 

 日本企業 Aがシンガポール企業 Bを通して、香港企業 C の持分 100%を有して

いる。Cは「受益者」条件を満たしておらず、Bは「受益者」条件を満たしている。C

は中国企業から配当を取得する。 

 旧規定によれば、Cは租税条約の優遇適用を申請する際に、「受益者」条件を満

たさないため、優遇税率の適用ができない。 

 9号公告の公布により、中国・香港租税条約における配当に関する優遇措置は、

中国・シンガポール租税条約に定める内容と同様であるため、C の 100%持分を保

有する Bが「受益者」条件を満たしていることにより、Cは「受益者」条件を満たさな

くても、「受益者」身分の認定ができる。 

事例 2：「実質的な経営活動」の判断 

  

 日本企業 Dが、香港企業 Eを通して中国企業の持分を所持している。Eは中国

企業から配当を取得する。 

 Eは投資・管理活動を行っていると主張するが、業界研究やマーケティング分析など

行っていない。Eには５名の従業員がいるが、労働関係は D と締結している。過去

に取得した配当金が再投資されていなく、口座に放置している。中国企業の取締

役は、Eではなく、Dから派遣している。中国企業の定款には、Eが従業員の採用、

トレニンーグ、融資、財務等を担当すると記載しているが、実際 Eにはその仕事を担

当する従業員がいない。 

 9号公告の解釈によれば、上記の状況を総合的に判断て、Eの履行する機能と負

担するリスクは限定的であり、「実質的な経営活動」を行っていることは証明できな

い。 

 

総じていえば、セーブ・ハーバー・ルール適用範囲の拡大や、「受益者」判断要件の明確など、9号公告及びその公式的な解釈は納税者にとって有利

な方向に改正を行った。一方、解釈に提供された事例において「受益者」の判断基準が厳格になっていることも見られている。従って、各地税務当局

の実務上の運用と判断基準などに留意する必要がある。外国企業が租税条約の優遇を享受するため、「受益者」認定を申請する際に、会社実際

の状況を踏まえ、総合的に判断する必要があり、場合によっては経験を有する専門者の意見を求めることが望ましい。 

（MUFG BK 中国月報 2018年 6月号に掲載） 
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