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要旨 
中国国家税務総局（以下、「SAT」）は 2016年から 2017年にかけて、移転価格税制の改正に関する一連の公告を公布し、これらの公告
によって中国移転価格税制の新たな構図ができた。 
 
規定の改正後、SATは多国籍企業が最新の移転価格規定を遵守する体制を確保することを業務の重点としている。近年、特に注意すべきな
のは利益水準に対する監督管理における新スキームの導入である。このスキームは、ビッグデータに基づき分析し、リスク評価をすることで多国籍
企業の利益水準を複数の角度から管理監督するものである。 
 
本稿では、これらの中国移転価格税制における最新の状況及び納税者への影響について説明する。 
 
【中国移転価格リスク管理の新スキーム】 
2018年 4月、江蘇省税務機関は利益水準に対する監督管理の新スキームの運用を開始した。このスキームは最終的に SATの指導の下、
数年間で全国に広げる予定である。 
 
新スキームはリスク評価の枠組みを構築し、広範囲の定性的及び定量的な情報の収集を含んでいる。税務機関は、このスキームを通じて多国
籍企業グループの全体的な状況をマクロレベルで理解するとともに、多国籍企業納税者のリスクを選定することによって、多国籍企業納税者につ
いてリスクの格付けを実施する。リスクの選定は関連者間取引の複雑性、納税者による関連者間取引に関する報告及び開示の遵守状況に基
づき評価する。このスキームの最も重要なところは、ビッグデータ分析によってリスク監督及び規定遵守状況の管理を完全な形で実施することであ
る。江蘇省税務機関は先進的な IT プラットフォームを利用し、収集した情報をシステム入力することによって、設定されたリスク評価の枠組みの
中で様々な分析を実施する。 
  
この監督管理スキームによって、選定された納税者は継続的に監督をされ、また、多種多様な定量的及び定性的基準に基づき、納税者のリスク
が格付けされる。税務機関が省、市レベルで“高リスク”企業を選定する目的は、すべての多国籍企業に対する調査を避け、より効果的かつ効率
的なる監督行動を実施することにある。 
 
このスキームはまず 2018年 4月に江蘇省で試行され、江蘇省税務機関は、省内の約 150社の多国籍企業及びその税務顧問を集め研究
会を開催した。また、このスキームは徐々に中国の他の省に展開され、現在一部の省/市税務機関は多国籍企業納税者に対して情報収集の
ため調査表を送付している。 
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1）広範囲に税務関連情報を収集 
 
リスク評価の枠組みを確立するには、税務関連情報及び移転価格情報の広範な収集が必要である。移転価格同時文書（マスターファイル及
びローカルファイルを含む）及び年度申告表（関連者取引申告表を含む）は、税務機関の主な情報源となる。移転価格同時文書は納税者
により準備、保管され、税務機関の提出要請に応じて提出する。また税務機関からの問い合わせや調査の際に審査される。一方、関連者間取
引申告表は企業所得税年度申告の一部として毎年直接税務機関に提出する必要がある。さらに「関連取引申告および移転価格同時文書
化の管理に関する公告」(国家税務総局公告 2016年第 42号公告、以下「42号公告」)に基づき、移転価格同時文書において厳格かつ
広範囲な情報の開示を要求しているため、税務機関に大量の情報を提供することとなる。 
 
一方、これらは税務関連の情報収集のすべてではない。税務機関は、他の情報源から情報を収集することもできる。例えば、定期的な政府間の
情報交換（国家外為管理局や国家市場監督局など）がある。その他、企業グループの年度財務報告、企業より提出または政府間で交換さ
れる国別報告書、証券アナリストレポート、一般的なニュースレポート及び税務機関内部データーベースの比較可能性分析などを含む。収集され
たすべての情報は、ビックデータ分析の一環として、各類型毎に分類し、税務機関の ITシステムに入力される。例えば、多国籍納税者の基本状
況、関連者取引データ、機能に関する位置付け、業界状況、バリューチェーン情報、コンプライアンス意欲の評価、リスク識別状況、リスク対応レ
ベルおよび管理有効性分析がある。 
  
納税者は省レベルの税務機関からのデータ提供要求を受けた場合、特定のデジタルフォーマットなどによりデータを提供する。これらの特定のフォー
マットで収集されたデータは、税務機関側で簡単にシステム入力することができ、必要な分析を行うことが可能である。データ収集の対象年度は
多くの場合 2008年まで遡る。即ち、中国移転価格税制の代表的な通達「特別納税調整実施弁法〈試行〉」（国税発 2009年 2号、以
下「2号通達」）が発行された年からのデータを収集している。税務機関は大部分の情報を移転価格同時文書または企業グループの国別報告
書から入手できるが、多国籍納税者に対してより詳細なセグメント財務データなどの補足情報の提供を要請しているケースも多く見られる。 
 
2）税収リスクおよび税収コンプライアンスによる二重評価 
収集された情報に基づき分析した結果は、多次元マトリックスを形成し、多国籍納税者の税収リスクおよび税収コンプライアンスを評価する。評価
は定性的及び定量的な選定により構成される。税収リスク評価は、グループ全体の税収プランニング及び複雑な関連者取引、特に租税回避リ
スクに焦点を当てている。一方、税収コンプライアンス評価は、納税者のコンプライアンスの意欲の程度、および関連情報をタイムリーかつ正確に開
示しているかに焦点を当てている。注目すべき定性的基準の一つとして納税者コンプライアンステストである。当該テストでは、主に以下の点に焦
点を当てており、1〜5の点数で評価する。 
1）企業グループにおけるグローバルでのアグレッシブな税務プランニング状況 
2）関連者取引の申告品質 
3）移転価格同時文書の品質 
4）関連者取引の内部統制 
5）関連者取引リスク対応状況 
6）企業経営者層による積極的なコミュニケーション 
 
一方、これとは別に納税者リスク評価管理システムがある。これは国家税務総局および省税務機関が開発したもので、現在は自由貿易区で試
験的に運用されている。現在のところ、本スキームが当該納税者リスク評価管理システムとどのように連携していくかはまだ明らかではない。 
 
リスク評価の枠組みの重要な部分として、中国税務機関は、多国籍企業のグローバルバリューチェーンへの中国企業としての貢献度合いについて
引き続き注意を払うことが予想され、中国企業がグローバルな活動で得た利益において享受すべきシェアについても注目している。評価における
重要な要素は、次の２つである。 
・グループの利益配分がバリューチェーンにおける各企業の機能概況と合致しているか否か 
・中国の市場要素のバリューチェーンにおける価値創造に対する影響 
 

従って、中国税務機関は、中国企業としての利益配分の合理性を十分に評価するため、可能な限り多くのデータ（国別報告書の他、例えば、
バリューチェーンにおける海外事業に関する情報）を要求しているといえる。 
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リスク評価のイメージは以下の通り： 
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3）リスク段階に応じて対応を実施及び税務機関と企業とのコミュニケーションを促進 
税務機関は、上記の総合的なリスク評価を通じて納税者のリスク段階を決定し、納税者のリスク評価結果に応じて、リスク分類毎のフレームワー
クを構築する。具体的には、下記などが行われる。 

・定期的に多国籍納税者に対してコンプライアンスガイドラインを発行する。 
・多国籍企業納税者に対して税務機関の立場を表明し、クロスボーダー課税のリスク要点を提示する。 
・多国籍納税者、特に評価結果が「高リスク」である多国籍企業に対してリスク警告を実施し、「納税リスク提示書」を送付する。 
※「納税リスク提示書」において、リスク対応レベルの状況を明確に記載し、また既存の具体的な税収リスクを提示する。税務機関によ
る「高リスク」の定義を多国籍企業納税者に明確に説明する。多国籍企業納税者に「納税リスク提示書」を送付することは、納税者が
積極的に課税リスクに関する問題について税務機関に説明し、税務機関とコミュニケーションを取りながら、自ら移転価格調整を実施
することを促進する。 

・総合的なリスク評価分析の枠組みの中、相応する対応を行わない多国籍企業納税者は継続的に「高リスク」として選定され、最終的に
は税務機関の租税回避調査（すなわち移転価格調査）の対象となる可能性がある。 

  
この新スキームにより、税務機関と企業とのコミュニケーションが促進され、それによって移転価格調査における対立が軽減されることが予想される。
国家税務総局は、最近韓国の投資家フォーラムで、「コンプライアンス」が優れている多国籍企業納税者は次のようなメリットがあると明確に表明
した。 

1）事前確認（APA）について優先的に受理される。 
2）納税負担を減らすために二重課税の回避の支援を受けられる。 
3）他の税務事項への協力を受けられる。 
 

「コンプライアンス」が優れている納税者とは、「低リスク」と評価される納税者、またはリスク警告を受けた後、積極的に課税リスクを軽減・対応した
納税者、または移転価格調査プロセスにおいて税務機関に積極的に協力する納税者である。 
 
【移転価格調査重点項目の変化】 
税務機関による上記新スキームの導入は、移転価格調査の新しい傾向を表している。税務機関が正式に立案する移転価格調査の数は減少
し、移転価格調査の重点が変化した。国家税務総局の統計によると、税務機関による移転価格調査の件数は、2016年の 254件から
2017年の 196件に減少している。移転価格調査による追納税額は、2016年の 96億人民元から 2017年の 53億人民元に下がり、前
年比で 40％減少している。多国籍企業納税者が積極的に法令を遵守し、中国の独特な市場環境に基づき税金を納付している前提で、国家
税務総局は、多国籍企業納税者のためによりコミュニケーションしやすく、且つ協力的な規制環境の構築を推進している。移転価格調査案件の
減少は、中国の移転価額制度が成熟しつつあるという良好なシグナルである。 
 

定性的な評価 

定量的な評価 
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しかし、この傾向は、税務機関が移転価格による租税回避に対する管理監督を緩和したことを意味していない。中国税務機関は依然として移
転価格において、国外関連者へのロイヤリティまたはサービス費の非貿易項目下の支払いなどに注目している。また、中国の消費者市場を最大
限に活用する納税者（食品および飲料、衣料品、その他の消費財など）に注目している。特に、主要なサプライチェーンが中国にある（中国国
内購入、国内製造、国内販売）多国籍企業納税者が海外関連者に高いロイヤリティ、サービス費を支払う場合、より厳格な審査を受けるだろ
う。 
  
税務機関の注目ポイントは、中国市場に関わる関連利益原則である。すなわち、マーケットプレミアムがあるか、または中国の企業が中国で製品
を宣伝促進することによる価値貢献（例えば、マーケティング無形資産への貢献など）があるかであり、いずれも中国企業の課税所得に反映す
べきであると主張する。 
 
「特別納税調査調整および相互協議手続き管理弁法に関する公告」（国家税務総局 2017年第 6号公告、以下「6号公告」においては、
無形資産の創出に対する企業の「促進活動」の貢献を明確した。具体的には、6号公告によれば無形資産に対する企業と関連者の価値創造
とそれに対応する経済的利益の帰属を決定する際に、各関係者の無形資産の開発、価値向上、維持、保護、適用そして促進（DEMPEP）
への貢献を分析すべきである。多くの場合、国外関連者（親会社）が無形資産を開発し、またはサービスを提供することによって、子会社に価
値創造による効果をもたらすことができることから、ロイヤリティとサービス料を徴収する。しかし、中国移転価格調査において、親会社に支払うロイ
ヤリティおよびサービス費は、受益性の有無または不合理な費用の可能性があるとして疑問を持たれる可能性がある。重要なこれらの無形資産ま
たはサービスが中国市場において本当に高い価値を持つか否かについて着目される。特に中国市場の特性と比較した場合、依然として高い価値
があると言えるか否かということになる。一方、主に海外市場向け製品を生産する企業は、以前は税務機関の主要移転価格調査の対象であっ
たが、今では中国の税務機関から指摘を受ける確率は低くなった。 
 
まとめ 
利益水準に対する監督管理の新スキームの導入などにより中国における税収コンプライアンス管理が進展し、税務機関は多国籍企業と継続的
なコミュニケーションを促進している。またリスク評価においてポジティブな結果に格付けされた納税者は、相互協議（MAP）及び事前確認
（APA）を申請する際に有利な立場に立つことが期待できる。一方、納税者は、企業価値創出活動と利益配分の実態を一致させ、関連文
書・資料の準備を含め、適時に専門家の助言を求めることを推奨する。 
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