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資産にかかる
にかかる組織再編に係る
増値税の
の優遇措置の統一
2011年3月1日より
より、資産による組織再編は増値税の課税
範囲から除外されます
されます。過去の未処理取引に対しても遡
及適用されます
されます。
国家税務総局は、国家税務総局公告
国家税務総局公告[2011]13号（以下、「13号公告」と略称）を公布し、
組織再編に伴う全部又
全部又は一部の有形資産の移転について増値税の課税範囲に含め
ず、増値税を徴収しない
しない（以下、「増値税優遇」と略称）ことを規定しました。従来の国
税函[2002]420号（以下
以下、「420号通達」と略称）は、営業譲渡の場合にのみ増値税を
非課税としていましたが
としていましたが、13号公告はこの増値税優遇の対象範囲を拡大するもので
す。また国税函[2009]585
[2009]585号（以下、「585号通達」と略称）は、上場企業の営業譲渡に
ついては増値税を徴収
徴収するとしていましたが、この例外規定も13号公告により撤廃さ
れました。当『中国税務及
中国税務及び投資情報』では、13号公告の主要な内容、予想される重
要な影響についてまとめ
についてまとめ、納税者が特に注意すべき点を紹介します。
主要な内容
所定の要件を満たす
たす組織再編における有形資産の移転を増値税の課税対象とみな
さず、増値税の対象となりません
となりません。13号公告の主要な内容をまとめると以下のように
なります。

►

適格組織再編

合併、分割、売却、交換等

►

適格資産移転

債権・債務及び人員の移転を伴う有形資産の全部又は
一部移転

►

実施期日

2011年3月1日より施行。施行日以前の税務上未解決
取引にも対しても遡及適用。

►

通達の廃止

420号通達、585号通達、国税函[2010]350号（中国直播
衛星有限公司の営業譲渡に係る増値税問題に関する
通達。未公開）は廃止。
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弊所の所見
►

過去に営業譲渡に係る税務処理に関して明確にされていなかった
にされていなかった点
資産移転による組織再編に対する流通税の取り扱いは、以前
以前から争いのある分野でした。まず420号通達は、増値税優遇
措置の対象を営業譲渡に限定していました。ここで営業譲渡
営業譲渡とは、企業の有形・無形資産、債権・債務、人員を一体として
譲渡する取引を指します。国税函[2002]165号（以下、「165
165号通達」と略称）は、組織再編取引を営業税の課税対象としな
いと規定していますが、ここでも同様の営業譲渡の概念が
が採用されています（ただし165号通達では条件が一つ加わり、営
業譲渡価額は資産価額のみにより決定せず、負債も考慮すべきとしています
すべきとしています）。
しかし、この従来の増値税及び営業税の優遇措置には不明確
不明確な点が多々あり、税務局によって解釈が異なることになり、
従って当局の対応も地域ごとに異なっていました。増値税優遇
増値税優遇の対象を持分譲渡のみとする税務局が存在する一方で、別
の税務局は合併には増値税優遇の適用を認めるが分割については
については認めない、というような状況にありました。国家税務総
局が、増値税優遇の対象となる営業譲渡の範囲に関する具体的
具体的な指針は発表せず、その一方で営業譲渡に言及する通
達をいくつも公布したことが、この問題に拍車をかけました
をかけました。例えば、ある水力発電所の営業譲渡に対して、国税函
[2005]504号は「全体の資産」（中国語原文では「整体资产
资产」）の売却には増値税と営業税を課税する旨を示しましたが、一
方で「全部の資産」という同様の文言を使っている165号通達
号通達では流通税について優遇措置が適用されています。上記の２
つの通達に適用されるであろう事実関係は異なるかも知れませんが
れませんが、文言のみから判断すると、同様の取引に対して2通
りの異なる税務処理が規定されているといえます。またこの
またこの他にも585号通達が、組織再編に伴って全ての資産を持株会
社に譲渡する上場企業は、その後も上場を維持する場合は
は増値税優遇措置の適用から除されることとしています。

►

13号公告による取り扱いの統一への期待
このような従来の状況からみれば、組織再編を計画している
している納税者にとって、13号公告の公布は朗報であるといえます。
全ての形式の組織再編（合併、分割、売却、交換等）について
について、資産（全部か一部かを問わない）及び関連する債権・債務
を一体として譲渡する場合には、増値税を徴収しないことが
しないことが、13号公告により明確に規定されました。
13号公告が過去の通達と異なるのは、総資産レベルでの完全性
完全性（企業の全ての資産が含まれている）には着目せず、個
々の資産のレベルでの完全性（特定の資産に関連する債権
債権・債務がともに含まれている）を問題としている点です。有形資
産のみを譲渡して、関連する債権・債務は譲渡しない場合
場合、当該譲渡は通常の資産譲渡とみなされ、増値税の納税義務
が生じることとなります。ただし、13号公告は何をもって債権
債権・債務を構成するかは、関連する債権者の債権・債務及び人
員かという例以外詳細には規定していません。この結果、各地
各地の税務局の解釈は納税者の取引の事実関係や、各税務局
の徴収執行方針に基づいて、行われることになります。

►

依然として不明確な点
によりかなり明確にされましたが、いまだに明確にされていない点も
以前の通達において曖昧だった点の多くが、13号公告によりかなり
残っています。
譲渡資産に関する債権と債務の証明方法
13号公告は、関連する債権・債務と一体として譲渡する限り
り資産の一部譲渡も対象としています。しかし譲渡に際して、特
に一部の資産の譲渡の場合、税務局にどのような資料を提供
提供し、資産に関連する債権と債務を一体として譲渡したことを
証明するかという点については、いまだ不明確なままです。
。譲渡契約書の作成に当たっては、明細書を添付して、全ての
債権と債務を含む旨を記載することが考えられますが、それだけで
それだけで十分なのかという疑問もあります。ある地方税務局の
非公式な見解によると、一部の資産の全体性の証明は困難
困難であるため、別段の規定がある場合を除き、会計基準に照ら
して、即ち、キャッシュフローを生み出すユニット（現金産出単位
現金産出単位）または資産ユニット（資産組）に基づいて、全体性の範囲
を判断する可能性があります。他と区分できる生産ライン、
、作業場、支店、プロジェクト等、単独で業務を行うことができる
単位がこれに該当します。実務上、一部の資産の譲渡に係
係る増値税優遇の活用には、一定の制限があるといえます。
資産譲渡による増値税仕入税金の控除
13号公告は、有形資産に関連する全ての債権と債務の譲渡
譲渡に言及していますが、固定資産や棚卸資産に係る未控除仕
入税額が、譲渡資産とともに譲受側に移転されるかについては
されるかについては、具体的に規定していません。理論上は、貸借対照表に計
上される未控除仕入税額は、関連する「債権と債務」の一部
一部を構成するため、譲渡対象に含めるのが合理的といえます。し
かし実務上は、未控除仕入税額を複数の資産へ配分するのは
するのは困難である上、税収の帰属に関して税務局間で争いが生じ
ることも考えられ、増値税暫行条例の基本原則を根拠に、
、税務局が未控除仕入税額の譲渡を認めない可能性があります
。同条例第8条は、物品の購入や課税役務の受入により支払
支払う増値税額を仕入税額とし、売上税額より控除可能な仕入税
額は、販売側から取得した増値税専用発票に記載されている
されている増値税額に限る旨を規定しています。13号公告によれば、資
産移転は増値税の課税対象とならず、譲受側は増値税専用発票
増値税専用発票を取得することができません。従って、税務局は、この規
定を根拠として、未控除仕入税額の譲渡を否認することが
することが可能となります。
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複数の地域のさまざまな職階の税務局職員に非公式に問い合
合わせてみた結果、組織再編に関連する未控除仕入税額に
ついて、地方によって取り扱いがそれぞれ大きく異なっていることがわかりました
なっていることがわかりました。国家税務総局が統一見解を表明しない
限り、この問題が解決することはなく、担当税務局との協議が
が必要になってきます。弊社の調査によれば、資産譲渡は原価
で行われるとみなして、当該金額による専用発票の発行（原価
原価のため仕入税額と売上税額は相殺される）を要求する税務
局があれば、仕入税額移転証憑の発行を要求する税務局もあります
もあります。結果として増値税の納税義務が生じないという点は
同じですが、前者の場合は増値税優遇の趣旨が守られていません
られていません。最悪のケースは、資産譲渡は増値税の課税範囲に属
しないため、未控除仕入税額の譲渡を認めないと判断される
される場合です。この場合には、譲渡側は増値税課税対象外資産と
して仕入税額を資産の原価に算入せざるを得ないことになります
ないことになります。
営業税の処理
組織再編における一部の資産の譲渡に係る営業税の扱いについては
いについては、従来の165号通達には規定はなく、13号公告も増
値税の処理を規定するのみです。国家税務総局が同様な資産
資産にかかる再編について同様な営業税にかかる優遇措置を
適用する公告を公表する予定がどうかは現在のところ不明です
です。過去の通達では、営業全体の譲渡に係る増値税及び営
業税の処理は同じ考え方で説明され、またいずれの税目も国家税務総局内
国家税務総局内の「货物和劳务司」という同一の部門により管
理されています。このことから組織再編に係る増値税の取り扱
扱いは、営業税にも援用される可能性があるといえます。
むすび
中国での典型的な組織再編において、企業所得税及び流通税
流通税は主要な税務コストとなっています。企業所得税の面では、
国税発[2009]59号及びその補足規定である4号公告が、免税
免税となる特殊再編を記述していますが、その要件を満たすのは
容易ではありません。13号公告が、流通税の面で、より容易に
に享受できる優遇措置を設けています。とりわけ組織再編を計
画する上場会社にとっては、585号通達が規定していた上場企業
上場企業に対する不利な税務処理が撤廃されたため、13号公告に
よる利益は大きいといえます。さらに税務処理が完了していない
していない取引に対しても、13号公告は遡及適用されるため、流通税
負担は即座に低減することとなります。不明確な点もまだ存在
存在しますが、もし組織再編の計画があるのならば、増値税につ
いて有利な取り扱いを受ける方法を検討してみても損はありません
はありません。
組織再編の実施前には、未控除仕入税額の取扱いについて
いについて理解しておくことが肝要です。税務局によって取り扱いが異な
る可能性（未控除仕入税額の移転を認める税務局があれば、
、これを認めない税務局もある）を考慮して、資産譲渡の方法
案ごとに費用と収益を概算してみることをお勧めします。また、
、増値税を納付しなくてよい方法が、必ずしも最善の方法とは
限りません。たとえば前述の未控除仕入税額の移転が認められないという
められないという最悪のケースに該当し、多額の未控除仕入税額
を残ってしまう場合、通常の課税資産譲渡を選択すれば、当該未控除額
当該未控除額は全て控除することができるため、かえって税務コ
ストを軽減できることもありえます。
各種の税制上の優遇措置を効果的に活用するためには、再編計画
再編計画を段階別に立案し、各段階における税務上の影響を考
慮した後に、優遇措置の適用を適切に申請し、同時に税務局
税務局の執行状況による影響についても把握しておく必要がありま
す。税務上最適な組織再編計画の作成の一助ともなるでしょう
ともなるでしょう。
13号公告が実際にどのように執行されるか、その他の税務処理
税務処理（営業税の取扱い等）は改善されるのか、といった点は今
後注目すべきところです。ここまでに解説してきた問題は単純
単純とはいえませんので、組織再編の早い段階で専門家に相談
されることをお勧めします。
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+86 755 2502 8289
ho-sing.mak@cn.ey.com
sing.mak@cn.ey.com

Chris Finnerty（国际税务咨询服务）
+852 2629 3868
chris.finnerty@hk.ey.com

张柏宁 （转让定价服务
转让定价服务）
+852 2846 9905
patrick.cheung@hk.ey.com

Christian Pellone（国际税务咨询服务）
+852 2629 3308
christine.pellone@hk.ey.com

温志光 （人力资本服务
人力资本服务）
+852 2629 3876
paul.wen@hk.ey.com

袁泰良 （公司税服务）
+852 2629 3355
clement.yuen@hk.ey.com

陈建荣 （公司税服务）
）
+86 20 2881 2878
rio.chan@cn.ey.com

陈子恒 （企业交易税务服务）
+852 2629 3228
david.chan@hk.ey.com

彭绍龙 （人力资本服务
人力资本服务）
+86 755 2502 8160
sam.pang@cn.ey.com

赵大卫 （公司税服务）
+86 755 2502 8180
david.chiu@cn.ey.com

王思敏 （公司税服务）
）
+86 20 2881 2822
simon-sm.wang@cn.ey.com
sm.wang@cn.ey.com

陈耀东 （公司税服务）
+86 20 2881 2738
enoch-yt.chan@cn.ey.com

曾慧明（企业交易税务服务
企业交易税务服务）
+852 2849 9417
tami.tsang@hk.ey.com

アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、保証、税務、トラ
ンズアクション、及び各種類アドバイザリーサ
ービスの分野における、世界的なリーディング
ファームです。全世界で141,000人のメンバー
が共通の価値観と品質に対するコミットメント
を通じ、一体となってサービスを提供していま
す。私共は、顧客、職員、及びより広い地域社
会がその潜在力を発揮する助けとなることが
業界他社との差別化を図るところです。

アーンスト・アンド・ヤングとは、アーンスト・ア
ンド・ヤンググローバルリミテッドのメンバーフ
ァームにより構成された国際組織を指し、各メ
ンバーファームはそれぞれ独立した法人組織
です。アーンスト・アンド・ヤンググローバルリミ
テッドはイギリスにおける担保有限会社で、ク
ライアントへのサービス提供は行っておりませ
ん。より詳細な情報は、当事務所ウェブサイト
をご覧ください。www.ey.com
中国におけるアーンスト・アンド・ヤングの税
務サービス
中国におけるアーンスト・アンド・ヤングの930
名の税務スタッフは、国内外にわたる豊かな
関連専門知識や商業及び業界実務経験を有
しています。私どもの税務専門スタッフは統一
された手法と質の高いサービスの提供に対す
る変わらぬ責任意識をもって、安定的かつ準
拠性を備える申告体制及び持続可能な税務
戦略の構築において、貴社に協力し、貴社の
目標実現のために、全力を尽くします。これは
アーンスト・アンド・ヤングが業界他社との差別
化を図るところです。
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