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要旨 

中国が製造強国を目指す製造業振興策「中国製造2025計画」を推進する中で、企業の納税負担を軽減する要望が強まっている。その中
で、多くの在中日系企業は、適用要件が緩和されつつある「ハイテク企業」と「研究開発費の割増損金算入」の税制優遇措置の適用を検討し
ている。 

申請する際に、申請要件を満たしていることだけではなく、それに伴う内部管理体制や定期的なレビューも求められる。また、無形資産に係る現
地の子会社と本社の間の所有権・貢献度、技術ロイヤリティの支払いの取り決め、研究開発の機能・リスクの面における移転価格上の検討が不
可欠となる。 

本稿では、「ハイテク企業」と「研究開発費の割増損金算入」の主な認定要件、適用時の留意点、また適用する際に企業が直面し得る移転価
格問題と対応方針を筆者の所見として紹介する。 

 

【ハイテク企業】 

中国科技部、財政部、国家税務総局は共同で2016 年1月29日に国科発火「2016」32号文（以下「通知」）、2016年6月29日に国科
発火「2016」195号文（以下「新ガイドライン」）を公布した。 

 

1．税率面での優遇策 

ハイテク企業として認定された場合、15％の軽減税率（通常の企業所得税税率は25％）を適用することができる。 

また、最新の規定である財税「2018」76号によると、2018年1月1日を起算日として、ハイテク企業或いは科技型中小企業の資格を取得した
年の5年前に発生していた繰越欠損金は、その繰越年限を従来の5年から10年に延長することができる。 

 

2．認定要件の更新 

研究開発費の要件 
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「ハイテク企業」と「研究開発費の割増損金算入」に関する最新動向及
び移転価格上の問題点 
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通知において、直近 1年間の売上高が 5,000万元以下の小規模企業の研究開発費用の比率に関する要求は 6％から 5％に引下げられて
いる。なお、直近 1年間の売上高が 5,000万元～2億元の中規模企業および売上高 2億元超の大企業に対しては、研究開発費用の比
率に関する要求は、従来通り 4％および 3％に据え置かれた。中国政府が、今後も、小規模企業に優遇措置を与えることを鮮明にした。 

 

従業員の要件 

通知の従業員要件において、旧規定の「大学専科（専門学校・短期大学に相当する）以上の学歴を有する科学職従業員の割合が従業員
総数の 30%以上でなければならない」との要求が廃止され、「企業の R&D活動及び関連のテクノロジー・イノベーション活動に従事する技術職
従業員（以下「技術者」）の従業員総数に占める割合は 10％を下回ってはならない」と変更された。今回、従業員の要件を緩和することによ
り、全ての企業に便益をもたらし、現在の R&D管理モデルに一層合致するものとなった。 

新ガイドラインによると、技術者は研究開発及び関連するテクノロジー・イノベーション活動、又は上述の活動管理及び直接的な技術サービスの
提供に従事し、累計勤務日数が 183 日以上の従業員（在職者、兼任、臨時スタッフを含む）と定められている。また、科学技術者の統計方
法も明確にされている。このため、R&D活動を兼務、あるいはサポートする者は、技術者の人数として数えられる可能性があるが、累計勤務日
数を定期的に見直したり、調整する必要がある。 

 

知的財産権の要件  

旧規定において、企業は、「直近3年間に自主研究開発、譲受、受贈、買収合併などの方法、または5年以上の独占的ライセンスをもって主要
製品（サービス）のコア技術に関する自主的な知的財産権を取得する」ことが要件とされていた。しかし、通知では、「企業が自主研究開発、譲
受、受贈、買収合併などの方法により、主要製品（サービス）のコア技術となる知的財産権を取得する」と変更された。「企業は5年以上の独
占的ライセンスによって知的財産権を取得する」という文、「直近3年間に取得」および「自主的な知的財産権」等の文言が削除された。これは、
イノベーションおよびR&Dを奨励する中国政府の方向性を示唆するものである。 

ガイドラインには、現行の2つの知的財産権の類型が述べられている。なお、II類の知的財産権を対象にハイテク企業資格を申請する場合、使
用回数は一回のみとなる。 

I 類 II 類 

発明特許権（国防特許を含む）、植物新品
種、国家級農作物品種、国家級新薬、国家漢
方薬一級保護品種、集積回路配置設計専有権
など 

実用新型特許権（日本の実用新案に相
当）、外観設計特許権（日本の意匠特許に
相当）、ソフトウェア著作権（商標を除く）な
ど 

 

その他の要件 

通知によると、直近1年間におけるハイテク製品（サービス）による収入が、総収入の60%以上を占めなければならない。「総収入」は、営業収
益、営業外収益、投資収益を含むものに再定義された。総収入の算定は、総収入額から非課税収入を差し引かれた金額と規定されており、
企業および各地の認定機構に対して統一基準を示したことになる。 

ハイテク製品（サービス）とは、コア技術が「国家重点支援ハイテク領域」に規定された範囲内の対象製品（サービス）である。さらに、主要製
品（サービス）とは、ハイテク製品（サービス）のうち、コア技術となる知的財産権を有しており、かつ、該当する年度において、収入の合計が企
業のハイテク製品（サービス）の収入の 50%以上となる製品（サービス）である。 

 

3．申請資料の変更 

通知では、従来の申請書、知的財産権に関する資料のほかに、新たに複数の申請資料を提出することが要求されている。そのうち、重要な変更
点は、企業に「ハイテク製品（サービス）のコア技術及び技術指標」および「認証・認可及び関連資格証明書」の提出を要求していることであ
る。また、「科学研究プロジェクト計画の証明書、科学技術成果物の転化、研究開発の組織管理などに関する資料」、「直近3年会計年度の
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企業所得税年度納税申告表」などの資料も含まれる。 今回の変更は、ハイテク企業のコンプライアンスに対するハードルが大幅に引上げられた
一方で、管轄官庁は企業に対し、技術面の認定要件を十分に満たしていることを証明するために包括的な資料提供を求める姿勢を具体化さ
せた。 

 

4．適用時の留意点 

下記の事後監督管理に関連する規定の執行が強化されているため、ハイテク企業を申請するもしくは申請する計画がある企業は、最新規定及
び各地の実務上の要求を正確に把握し、専門家と相談することをお勧めする。 

 毎年5月末までに年度発展状況報告表の記入を企業に要求する規定を追加した。  
 科技部、財政部及び国家税務総局は無作為の抽出検査と重点検査を組み合わせた検査方式を構築し、各地のハイテク企業認定

管理事務の監督・検査を強化する。  
 コンプライアンス違反に関するペナルティ規定を明確にした。すなわち、ハイテク企業の資格を取消された企業は、不正行為の発生日が

属する年度に過年度に享受してきたハイテク企業の税務上の優遇措置に関して追徴課税される可能性がある。  

 

【研究開発費の割増損金算入】 

中国財政部、国家税務総局、科技部は共同で 2015年 11月 2日に財税｢2015｣119号を公布した。その後も、関連規定が公布された。
特に、2018年 7月 23日に李克強首相が国務院常務会議で企業の研究開発費の割増損金算入比率 75%の適用について、適用範囲を
科技型中小企業から全業種まで拡大すると発表した。その減税効果の試算は 650億元前後と見込まれている。当該発表は、2018年 9月
20日に財税｢2018｣99号として公布された。 

 

1．損金算入の比率 

研究開発費の割増損金算入比率もしくは無形資産の割増減価償却 

 

 2016年まで 2017年 2018～2020年 2020年以後 

科技型中小企業 50% 75% 75% 
50%に戻るかは 

未定 

一般企業 50% 50% 75% 
50%に戻るかは 

未定 

 

2．控除範囲 

2016 年の前は、研究開発活動に直接関連する従業員の賃金及び「五険一金」（即ち、社会保険料と住宅積立金）のみが割増損金算入
の対象であった。財税 「2015」119 号文によって、2016年 1 月 1 日から、主要な研究開発の従業員以外に、技術者と研究開発の補助従
業員の費用も割増損金算入の対象となった。また、資料翻訳料、専門家へのコンサルティング料、ハイテク研究開発に関する保険料、知的財産
権の関連費用、出張旅費、会議費などの「その他の関連費用」についても、割増損金算入可能総額の 10%を上回らない部分が控除可能と
なった。 

 

2018年 6月 25日に公表した財税｢2018｣64号通知によると、企業が海外に研究開発活動を委託することで発生する費用は、実際に発
生した金額の 80％が委託元の「海外への委託研究開発費用」と見なされる。海外への委託研究開発費用は、国内における適格の研究開発
費用の 2/3を超えない範囲で、追加控除が認められる。なお、企業が海外に研究開発活動を委託する場合、技術開発契約を締結すべきであ
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り、委託元は科学技術関係の所轄政府機関にて契約書を登録する必要がある。なお、海外の個人に委託した研究開発活動の費用は、依然
として割増損金算入できない。 

 

3．適用手続きの変更 

プロジェクトの審査要求が廃止された後、2018年に税務機関への届出手続きも不要となった。国家税務総局公告 2018 年第 23 号の規定
によると、2017 年度の企業所得税確定申告時とそれ以降、研究開発費の割増損金算入政策を適用する企業には、「自己判別・申告享受・
関連資料を自社で保管し、税務機関の事後審査に供する」という処理方法が採用された。優遇策を適用する前に税務局に届出手続きを行う
必要はなくなった。 

 

4．適用時の留意点 

上述の政策変更により、税務機関は企業の研究開発費に対する割増損金算入の適用要件を緩和しつつあると言える。ハイテク企業の申請と
比べ、研究開発費の割増損金算入の方がより容易であるといえるため、国内企業や外資企業は研究開発費の割増損金算入政策を利用し、
企業の税負担の軽減を検討すると良いだろう。また、税務機関も企業の割増損金算入後の税務管理プロセスを強化するため、現地企業として
は「現状を踏まえた適用要件の適合性の確認」、「研究開発プロジェクト管理を含めた内部コントロールの強化」、「政策の最新動向の把握及び
専門家への相談」を実行することを提案する。 

 

【筆者の所見】 

通常、中国の現地企業は海外親会社が所有権を持つ無形資産（技術）を使用する対価として、当該親会社に技術ロイヤリティ等を支払って
いる。このような取り決めにおいて、移転価格の観点から見ると、中国の現地企業は技術等の無形資産の所有権を持っておらず、多くの場合無
形資産に一切関与していない位置付づけとなる。一方、中国の現地企業が上記ハイテク企業の税率の優遇策を享受するためには、無形資産
所有権の現地化が必須条件となる。従って、現地企業の無形資産への関与について、それぞれ移転価格と優遇税制の申請において、異なる
立場が現れることになる。現地企業は、税務機関の優遇税制管理部門とは異なる移転価格部門から、下記の移転価格に関する指摘を受ける
可能性がある。 

• 中国企業はコアとなる自主的知的財産権を有する場合、移転価格部門から見ると、海外の親会社の技術を使用し、親会社に技術ロイ
ヤリティを支払う必要性に対して質疑を受ける可能性がある。 

• 中国企業が、より多くの機能リスクを負担し、多くの無形資産を有する場合、限られた単一機能の企業ではなく、ハイリスクハイリターンの企
業と見なされ、移転価格部門から、高い利益水準を期待される可能性がある。 

• 中国企業の比較対象企業を選定する際に、研究開発費用が売上高に占める割合という除外条件を使わないことにより、研究活動を活
発に行う企業が選定され、より高い独立企業間レンジを導く可能性がある。 

上述の指摘に対応すべく、会社の実際の状況に合わせて、優遇税制を申請する前に、下記の対応案を検討する必要がある。 

• 現地企業が優遇策に使用する知的財産権を、日本本社から提供された技術ロイヤリティに係る技術と明確に区別し、サポート資料の用意
が必要である。 

• 優遇策の申請前と適用後の機能リスクの変化、およびその変化に伴う潜在的な影響を分析し、企業実態を優遇策の適用要件に合わせ
る。 

• 機能リスク及び資産の所有に見合った利益水準を、現地企業が獲得できるように、事前にプライシングポリシーを構築する必要がある。 

比較対象企業は、製品の特性、地域性、機能リスク及び資産等の観点から、適切な比較対象企業を選定し、見直す必要があり、現地企業の
利益水準をサポートできるようにする。 

 
 
 
 

（MUFG BK 中国月報 2019年 2月号に掲載） 
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