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中国移転価格
移転価格最新動向
移転価格同時資料
移転価格同時資料コンプライアンスに関する各地の執行実況

上海米国商工会議所税務委員会は、2010年11月16日に蘇州において「2010年度
上海米国商工会議所税務委員会
中国移転価格レビュー
レビュー」についてセミナーを開催した。蘇州市国家税務局の上級
処長1名がセミナーに
がセミナーに出席し、最近の中国税務当局の租税回避防止にかかる実
務上のポイントについて
のポイントについて講演を行った。アーンストアンドヤングのパートナーもこれ
に参加し、専門的な内容
内容についてディスカッションした。
最近の租税回避防止
租税回避防止の実務上のポイントは、同時資料の管理及び関連企業間に
おける持分譲渡等であると
であると考えられる。同時資料の管理については、最近、蘇州
税務局が企業の準備
準備した同時資料の品質を重視していることを示した。仮に、税
務当局が同時資料が
が要求に満たしていないと判断すると、企業は相応する法的
責任を負わなければならない
わなければならない。具体的には、重点調査と管理監督対象とされるこ
と、推定課税、追徴税額
追徴税額に対する年5％の利子、事前確認の受領拒否などが挙げ
られる。また、持分譲渡
持分譲渡については、中国国家税務総局（以下は、国税総局）並び
に各地の税務当局は
は、（国税函［2009］601号通達）に従い、企業の租税条約の濫
用等、税務回避防止調査
税務回避防止調査を強化している。最近、更正金額が一億人民元を超える
ケースも何件か発生している
している。
2010年度は、移転価格同時資料
移転価格同時資料コンプライアンスが適用されてから三年目となる。
2010年7月、国税総局
国税総局は、国税函［2010］323号通達（以下「323号通達」）を発布し、
各地の税務局に対して
して、2008年度と2009年度の移転価格同時資料の抜き取り検
査を要求した。蘇州市
蘇州市･江蘇省の税務当局による323号通達の要求に従った抜き
取り検査の結果及び移転価格同時資料
移転価格同時資料の品質、完全性に対する税務当局の期
待についても、今回のセミナーの
のセミナーの重要なテーマとなった。
323号通達が発布されて
されて以来、アーンストアンドヤング各地の移転価格専門グ
ループは、それぞれが
それぞれが各主要省・市の国税局、若しくは地税局とコミュニケーショ
ンを深め、2008年度、
、2009年度移転価格同時資料に対する各主管税務当局のレ
ビュー意見を収集した
した。レビュー意見についての弊社の理解は次のとおりである。

1

華北地域
2010年8月31日、北京市国家税務局
朝陽分局大企業及び国際税務管理
科は、管轄地域内の大部分の企業
に「税務事項通知書」を発布し、2009
年度同時資料の提出を要求した。弊
社の理解によると、北京市の他の各
税務分局はすでに年度同時資料の
収集及びレビューの状況を纏め、国
税総局に報告している。また、国税
総局は、企業が要求した期限内に同
時資料を準備する必要があることを
改めて言及している。従って、国税
発［2009］2号通達（以下「2号通達」）
において同時資料準備のある企業
及び国税函［2009］363号通達（以下
「363号通達」）の規定に該当し損失
を計上する企業は、移転価格リスク
を低減させるために、同時資料を要
求された期限内に準備されるようお
勧めする。
天津市国家税務局は、2009年度の
同時資料抜き取り検査に選定された
企業に対して、その抜き取り検査で
の状況に応じて、さらに移転価格調
査の対象企業を選出するとしている。

これらの会議よると、
、税務当局の担当
者が掲げる同時資料準備
同時資料準備についての
よくある問題点は、次
次の通りである。
（1）同時資料は、事後
事後の補足的な検証
を行うためのものではなく
うためのものではなく、企業がどの
ようにその価格を設定
設定したかが記載さ
れるべきである；（2）産業分析
産業分析において、
対象企業が所属する
する産業及びサプライ
チェーンにおける位置
位置づけ、動向が欠
けている；（3）機能リスク
リスク分析において、
量的な分析が欠けている
けている；（4）関連者
間取引の状況と機能
機能リスクについての
分析に前年度との比較
比較が欠けている；
（5）ハイテク企業について
について、機能分析に
おける研究開発機能
研究開発機能にかかる記述が
簡単すぎていたことがある
すぎていたことがある；（6）移転価
格算定方法に対する
する説明と選択の理
由が一致していない
していない；（7）移転価格算
定方法と利益水準指標
利益水準指標を選択した理由
に、説得力がない；（
；（8）比較可能性分
析において、内部独立比較対象取引
内部独立比較対象取引に
対する分析が不足している
している；（9）「利益
法」を選択した場合において
において、「グルー
プの全体的な利益状況
利益状況、若しくは超過
収益に対する貢献」及
及び「サプライ
チェーンの利益配分状況
利益配分状況」が説明され
ていない；（10）差異調整
差異調整が行われる場
合で、差異発生の背景
背景と企業の機能リ
スクが一致していない
していない。

華中地域
弊社は、5月に蘇州市国税局が主催
した同時資料説明会において、同時
資料の要求、規定を満たしているか
否かの判断、現時点で収集した同時
資料における問題点などについて、
蘇州市国税局の具体的な説明を聞
いている。さらに、8月、江蘇省税務
当局、蘇州市税務当局、無錫市税
務当局及び蘇州工業園区の税務局
の担当者は、会議を開き、納税者が
準備した2008年度、2009年度の同
時資料抜き取り検査の結果につい
て検討している。

上海国税局も、上記
上記と類似する問題点
を掲げており、また、
、納税者の情報、特
にグループ親会社の
の関連情報に対す
る記載が不十分であることを
であることを指摘して
いる。また、上海国税局
上海国税局は、多くのケー
スにおいて一律に取引単位営業利益
取引単位営業利益
法が採用されていることについて
されていることについて、取
引単位営業利益法の
の濫用に注意すべ
きであると指摘している
している。

華南地域
深セン地税局は、大部分の企業が提
出した移転価格同時資料において、関
連・非関連取引のセグメント財務データ
が不足していることを指摘している。彼
らの観点からすると、関連者間取引の
財務データは、取引種類（有形資産の
売買、役務取引、融資取引、無形資産
の譲渡等）によって、セグメント分する
必要があり、特に、その他の取引が4千
万人民元を超える場合、詳細な内訳を
示し、取引ごとに財務分析を行うことと
なる。深セン地税局によると、その他の
取引が4千万人民元以下であり、有形
資産売買と一括して分析する場合、移
転価格同時資料において包括的に分
析する理由を説明しなければならない。
深圳地方税務局は、現時点においては、
同時資料検査の第一の対象を主管税
務当局によりすでに調査を受けている
企業とすることを示している。
同時に、深圳国家税務局は、同地域に
おける移転価格同時資料の収集管理
を強化するために、2010年1月13日に
深国税函[2010]11号通達(以下「11号
通達」)を発布した。11号通達によると、
同管轄地域内に所在する企業は、
2008年度の売上高が1億人民元を超過
する場合、2010年3月20日までに、主管
税務局へ2008年度同時資料（ハードコ
ピーとソフトコピーそれぞれ一部）を提
出する必要がある。2009年度以後
(2009年度を含む)の同時資料は、上記
規定を参照して準備し、翌年6月20日ま
でに主管税務局に提出しなければなら
ないと規定された。
広州国税局が指摘した現時点における
同時資料についてのよくある問題点は
次の通りである。
(1) 関連者間取引の取引相手について
適用されている税率及び税務優遇が
記載されていない； (2) 関連者間取引
にかかる契約書が添付されていない；
(3) 関連、非関連取引別の財務データ
のセグメント分けが不明確である； (4)
移転価格定価ポリシーにかかるる具体
的な記述が不十分である； (5) 経済分
析をサポートする資料が欠けている。
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東莞国税局によると、363号文の規定
に該当する単一機能の企業について
同時資料を準備する場合、対象となる
財務データの期間 (普通は三年) にお
いて損失を計上する企業を比較対象企
業として選定することはできない。東莞
国税局は、2008年度の金融危機の特
殊性に配慮して、企業が2008年度の同
時資料においては、比較対象企業の財
務データに、2008年度１年間分のみの
財務データを用いて比較可能性分析を
行うことを認めている。
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しかしながら、企業の利益水準が比
較対象企業の2008年度の四分位レン
ジの中位値よりも低い場合、自主的
に、中位値以上に特別調整すべきで
あるとしている。
アーンストアンドヤングの観察と意見
上記のように、中国の税務当局は、同
時資料の管理に関する経験を素早く
蓄積し、日々成長している。そのうち、
蘇州と東莞国税局は同時資料に対す
る要求が特に厳しい。各地の税務当
局の要求はそれぞれ異なっているが、
彼らが掲げる多くの問題点は、関連
者間取引の価格設定ポリシー、関連
と非関連取引データのセグメント分け
(そのうち、関連者間取引のデータは
取引種類によって更に分ける必要が
ある)、移転価格算定方法の選択理由、
比較可能性分析の合理性に集中して
いる。

今年度の移転価格同時資料
移転価格同時資料を準備す
るにあたっては、前年度
前年度の同時資料を
基に簡単な更新に留
留まることはお勧め
できない。税務当局の
の同時資料に対す
る要求を満たすために
たすために、税務当局のレ
ビュー意見を基に、同時資料
同時資料における
説明不足と分析不足
分析不足、また、要求を満
たしていない点について
について、説明し直す
必要がある。
アーストアンドヤングは、2号通達若しく
アーストアンドヤングは
は363号通達の同時文書作成義務
同時文書作成義務に
該当するた企業がコンプライアンスを
がコンプライアンスを
果たし、税務当局による
による移転価格調査
リスクを低減させるために
るために、同時資料
準備につき、専門的なコンサルティング
機関によりサポートを
によりサポートを受けられることを
お勧めする。
各地の税務当局による
による個別の同時資
料管理は、納税者（特
特に、複数の地域
に拠点を有する多国籍企業
多国籍企業）の同時資
料コンプライアンスに
コンプライアンスに不都合をもたらし
かねない。国税総局
国税総局は、現時点におい
て、各地の税務当局
税務当局が行った同時資料
レビューの結果を通じて
じて、同時資料の
収集と管理手続きを
を統一化し、近い将
来に公告するよう検討
検討している。
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