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持分譲渡
持分譲渡に関する新たな課題
中国税務局は
は持分譲渡に関して初めて「資産評価
モデル」を税務調査
税務調査において採用したことを公表した
背景
最近、大連市国税局
連市国税局は「資産評価モデル」を採用し、ある外資グループの関連会社間
の持分譲渡価額を修正
修正しました。当該外資グループ会社はある米国会社から買収さ
れた後、その内部組織
内部組織の再編により、当該グループの大連に所在する６社にて様々
な持分譲渡が生じました
じました。税務当局は、当該グループが提出した董事会決議で承認
された持分譲渡価額
分譲渡価額が明らかに低いと査定しました。企業価値を正確に評価するた
めに、大連市国税局は
は国際的に採用されている「インカム･アプローチ」を適用し、持
分譲渡からのキャピタルゲインを
からのキャピタルゲインを計算しました。最終的には、当該グループ会社が規
則の規定に基づき、2008
2008年以降の持分譲渡価額の修正を行った上で、11百万人民
元の追徴金を納付しました
しました。これは、中国税務当局が持分譲渡に関して「インカム･ア
プローチ」を採用した最初のケースです。国家税務総局は既に地方税務局に当該ケ
ースにて採用された原則及
原則及び分析方法を導入ように指示しています。

関連会社間の持分譲渡
分譲渡は独立企業間価額に基づくことを強調
関連企業間の企業再編
企業再編の過程において、多国籍企業での持分構成や取引の取り決
めは複雑であり、かつ
かつ頻繁に関連取引に関わるため、中国税務機関の精査の対象と
なる可能性があります
があります。関連者間取引の持分譲渡からのキャピタルゲインが正しく算
定されているかどうかは
されているかどうかは、中国税務当局による税務調査の重点課題の１つになってい
ます。特に現行の企業所得税法
企業所得税法では、関連者間取引は独立企業間価格で行う必要
があるとされています
があるとされています。
実務において、多くの
くの企業は董事会決議で承認された持分譲渡価額（即ち、典型的
には帳簿価額と同額
同額、または少し高めの金額）を採用しています。然しながら、中国税
務当局は独立企業間価格
独立企業間価格の適用を強調しています。当該ケースにおいて、税務当局
は当該会社の董事会決議
董事会決議で承認された持分譲渡価額が明らかに低く、出資金額また
はそれ以下の金額での
での譲渡が中国の現行の税法規定に合致しないことを指摘し、当
該会社及び関連企業間
関連企業間の持分譲渡は、非関連者の同等な取引において成り立つ価
額及び条件をベースとしなければならないことを
をベースとしなければならないことを主張しました。税務当局は、非課税
特殊再編の条件を満
満たす場合を除き、企業グループ内部の再編による持分譲渡につ
いても、独立企業間価格
独立企業間価格に基づき調整しなければならないことを特に強調しました。
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合理な経済分析方法の提唱
国家税務総局のオフィシャルウェブサイトによると、大連市税務局
大連市税務局の主管税務局員がこのケースについて次の見解を示して
います。「すなわち、過去の企業価額の評価のケースにおいて
のケースにおいて、税務当局が評価事務所による評価報告書に参照すること
が通常で、その結果に対して異なる意見を述べることは殆どなかった
どなかった。インカム･アプローチの採用により、税務当局が価額
の合理性を評価でき、調査において主導地位を取ることができるとともに
ることができるとともに、評価事務所の鑑定評価に左右されることが回避
される。これにより、中国税務当局は経済分析及び財務分析
財務分析のテクニックを深く理解及び把握することができると共に、持分
譲渡に関連したキャピタルゲイン算定に国際的に適用されている
されている経済分析方法をより採用するようになる。その中でも、イン
カム･アプローチは最も多用されている方法のひとつである。」
。」
インカム･アプローチとは、評価される資産から得られる将来キャッシュ･フローを
キャッシュ･フローを見積り、適切な割引率で現在価値を算出す
ることにより資産価値を確定する方法をいいます。インカム･アプローチの
インカム･アプローチの採用は、主に見積収益、割引率（またはキャップ・
レート）、及び予測収益期間の3つ重要な変数が関係します。
。重要な変数を設定する際に、評価される企業に係る市場環境
、業界及び企業の経営能力と経営潜在力など要素について十分
十分に考慮しなければなりません。被評価企業及びその業界
市場などに関する詳細資料の収集及び分析は、合理的な変数
変数の設定の基礎となります。変数設定が合理的がとうかは、直
接評価の正確性に影響を及ぼします。資産または市場を基礎
基礎とする伝統の評価方法に比して、インカム･アプローチは理論
上または実務上で更に信頼性があり、企業や事業または無形資産
無形資産の価値の算定に適しています。
将来の税務調査での議論において、独立企業の原則により選択
選択した評価方法、分析モデル及び変数の仮定の合理性は、
双方の論争の焦点になると推測できます。

当事務所の考察
中国の税務調査の重点が、無形資産及び持分譲渡に関連する
する取引に置かれるようになってきています。また、関連者取引
に対する評価の基本原則である独立企業間価格の原則は、実務
実務においてもっと厳格に適用されるようになると思われます。
このケースにより、企業価値が帳簿価額あるいはそれに近い
い価額では独立企業間価格の原則を満たさず、税務当局が国際
的に適用されている経済分析方法及びモデルを適用したことが
したことが明らかになりました。
国家税務総局はこの大連のケースについて詳細を公表してませんが
してませんが、限定的に開示された内容から判断すると、調査の対
象となった企業は持分譲渡について第三者による企業価値報告書
企業価値報告書を税務当局に提出していなかったようです。一方、情報
では、たとえ評価報告書を提出されていたとしても、税務当局
税務当局が評価事務所が採用した方法、データに満足しなかった場合
は、異なる結果となっていたとは言えないとしています。
このケースでは、税務機関は第三者の評価事務所に頼ることなく
ることなく、国際的に適用されている経済分析方法を採用し、持分譲
渡価額を決定しました。これにより、将来的に中国での税務調査
税務調査が更に専門的に、活発になることが示されました。
しかしながら、納税者は税務当局が提示した持分譲渡価額が
が最も合理的なであるかについて、モデルで使用した変数の合
理性を考慮に入れた上で交渉する余地があるでしょうか。この
この点につき、このケースから判断することは難しいといえます。
このケースは、企業の内部再編に対して大きな影響を及ぼすことになりました
ぼすことになりました。その理由は、過去の多数の内部再編におい
て、企業再編時に簿価またはそれに類似する価額を評価額としていたことが
としていたことが多かったためキャピタルゲインはそれほど問題
となっていなかったためです。将来、このような取扱は、税務当局
税務当局からの認められない可能性があり、特殊再編の場合を除き
、将来の企業再編コストが大幅に増大することを示しています
しています。
また、この数年の国家税務総局から公布された持分譲渡に関
関する通達に基づき、税務機関は持分譲渡に関する税務調査
を強化すると思われます。このケースは、非居住者企業による
による中国国内での持分譲渡の問題ですが、国家税務総局のウェ
プサイトによると、税務機関が将来に内資企業による対外投資
対外投資についても税務調査のターゲットにする可能性があります。
また、注意すべきは、2010年12月に、国家税務総局は通達を
を公布し（国家税務総局[2010]27号、以下「27号通達」という）、
個人の持分譲渡の税務上の簿価について明らかにしました。
。この通達において、個人により持分を譲渡する場合、その譲
渡に係る簿価はその持分に対応する純資産の金額を上回わってはならないことを
わってはならないことを明確しました。このケースが27号通達の
方針によりどのように影響を受けるか、さらに観察することが必要です。
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アドバイス
私どもは、再編計画を有する企業が内部再編において関連する
する持分譲渡、またはその他資産の潜在的リスクをマネジする
ために採用するであろう企業価値の決定方法や経済分析方法
経済分析方法について、主管税務機関の考察及び見解を十分検討される
ことを勧めます。また、持分譲渡のプラニング及び実施において
において、企業は適時、専門家にアドバイスを求めることにより、有
効な譲渡方法を策定し、独立企業原則に合致する持分譲渡価額
持分譲渡価額を計算し、税務調査でのリスクをより少くすることが望まれ
ます。また、第三者の評価事務所による評価報告書で譲渡価額
譲渡価額を決定したい企業にとって、評価報告書において採用した
技術的分析、評価方法の合理性について税務機関から認められるかがポイントとなります
められるかがポイントとなります。持分譲渡について、税務当局
から譲渡価額に対する質問を受けた場合、税務アドバイザーの
アドバイザーの専門意見及びテクニカルサポートを受けることは、主管税務
機関との交渉において、不利な税務リスクを低減させる重要なポイントの
なポイントの一つと思われます。
企業は特殊再編を活用することにより、追加的な税務リスクを
リスクを回避することができるか考慮する必要があります。但し、特殊
再編の条件を満たすことができず、税務当局による価額修正
価額修正に直面した場合、税務当局の価額修正の根拠を理解すること
が必要です。特に、変数の設定が合理的であるかについて、
、更なる合理的な根拠について税務当局と交渉することをお勧
めいたします。必要な場合、専門チームの関与が交渉にて有利
有利な役割を果たす可能性があります。
企業の持分譲渡価額が修正された場合、その持分の投資簿価
投資簿価が持分譲渡価額修正後の価額ステップアップ（簿価切り上
げ）することができるように、企業は専門家の協力の下で税務機関
税務機関と交渉することをお勧めいたします。
最後に、今回ケースは企業内部の再編に焦点をあてたものですが
をあてたものですが、納税者は非関連者取引にも留意すべきで、特にターゲ
ット企業が内部再編を行っているような場合、異なるタイプの資産
資産（例えば、持分と無形資産の移転）の価額の決定方法に
ついては慎重に対処する必要があることをアドバイスします。
。
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