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2012年度税務調査に備えるために

概要
税務調査は中国の税務徴収管理においても非常に重要な役割を果たしてい
ます。国家税務総局は年度税務調査の更なる規範化を目的として、1999年
に税務調査の実施に関する統一の規定を整備し始め、国税発[1999]51号
（以下、「51号」）を公布しました。
それ以降、国家税務総局は毎年一部の産業や特定の業種に従事する企業
又は個人を必須調査項目あるいは奨励調査項目として選定してきました。必
須調査項目は下級税務当局によって調査が強制される項目であり、奨励調
査項目は下級税務当局が現地の状況によって調査実施が判断されます。
国家税務総局が主宰する「中国税務報」によれば、2012 年度の税務調査に
関する通達である国税発[2012]17号（以下、「17号」）が国家税務総局より
公布されたと最近報道されました。 しかし、同紙の記事は通達の簡単な紹介
にとどまっており、インターネット上でも通達の公開は行われておりません。
今回の《中国税務及び投資情報》では、当局筋から入手した情報を踏まえ、
2012 年度の税務調査計画に関する重要なポイントを要約し、そこから想定
される影響及び納税者が留意すべきと考えられる分野について解説致しま
す。

2012年度税務調査の主な内容
税務調査
必須調査項目
►

精油に係る増値税専用発票の受領企業

►

資本取引

►

電子製品、アパレル製品、家具製品に係る輸出時の税還付及び免税を受ける企業、輸出業務に
携わる運送代理業者

奨励調査項目
►

不動産、建築据付業

►

地方商業銀行、地方株式制銀行

►

高額所得者の個人所得税

►

金融業を営む非居住者企業

►

各地の状況に応じたその他の項目

地域レベルの調査項目の整理
各地の税務機関は、 農産物加工企業が比較的に集中している地域や税収秩序が混乱している
地域に対しては、地域レべルでの特別な税務管理を実施しなければならない。国家税務総局は重
点地域を選択し、直接的な管理又は監督を行う。
重点的税源企業に対する税務調査
更に、国家税務総局は14社の重点的税源企業に対する税務調査リストを発表し、税源企業への
税務調査の具体的な内容については別途通達にて規定する。
調査対象年度
今回の税務調査は2010年度及び2011年度の納税年度を対象期間としているものの、税法規上
の違法行為が見つかった場合には、過去の期間まで遡及する。
調査期限
2012年度の税務調査は3月末に開始され、10月末までに完了されなければならない。
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2012年度税務調査における重点分野
国家税務総局により制定された各調査項目に関する重点分野は以下の通り：
精油に係る増値税専用発票の受領企業
調査対象
精油に係る増値税専用発
票の受領企業

精油に係る増値税専用発
票の発行企業

調査重点

調査対象の選定条件

►

精油の購入量が合理的な使用量
に一致しているか

►

一度の購入を意図的に複数の小
口での購入に分散しているか

►

同一期間内に複数の給油所から
精油を購入しているか

►

大型車が中心街の給油所で精油
を購入しているか

►

精油の購入状況を証明する自社
の運送車両はあるか

►

他の地域（他の市/省）に所在する
給油所から購入した精油が多量で
あるか

►

通常の運送車の運送路線以外か
ら精油を購入、又は精油に係る増
値税専用発票を入手しているか

►

継続的に多額の又は整数の精油
に係る専用発票はあるか

►

精油の購入量に大きな変動がある
か

►

精油購入の支払金額及び受領発
票が購入者の会計帳簿記録と一
致するか

►

専用発票の発行額が総販売額に
占める比率は合理的であるか

►

給油所の毎日の販売記録が専用
発票発行の日付と一致するか（例：
給油所の毎日の販売記録と発行
の日付とが一致しない）

►

精油の品種を操作して専用発票を
発行した場合はあるか

►

精油購入資金の支払者、貨物の
受領者及び専用発票の取得者が
一致するか

►

専用発票の金額が大きいあるいは
他の地域（市/省）で発行されてい
るか。その場合、精油の購入企業
の決済方法及び運送方法をさらに
調査する必要がある。

►

給油所が発行した専用発票に記
載された車の登録番号及び給油
日が当該企業のものと一致するか
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►

企業の全体的な税務負担
が同省内の同業他社より
小さい

►

企業が取得した精油に係
る増値税専用発票のうち、
一枚の発票の金額が比較
的に大きい

►

企業が取得した精油に係
る増値税専用発票のうち、
他の地域で発行された発
票の割合が大きい

►

企業の全体の仕入増値税
額に占める精油に係る仕
入増値税額の比率が同省
内の同業他社の比率より
高い

►

企業が取得した精油に係
る仕入増値税の合計金額
が比較的に大きい

►

企業の全体的な税務負担
が同省内の同業者より小
さい

►

企業が発行した専用発票
の合計金額が比較的に大
きい

►

企業が発行した精油に係
る増値税専用発票の合計
金額が総販売収入に占め
る比率が同省内の同業他
社の比率より高い

►

企業の一回の発行におけ
る専用発票の金額が著し
く大きい
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資本取引
調査対象
持分譲渡及び金融信託等の資
本取引に参加した企業及び個人
は税務調査の対象になる可能性
がある。

調査重点
►

収入総額の調査（例:企業の収入総額の中に投資収益が含
まれているか）

►

控除項目（例:企業は被投資企業が負担すべき費用を損金
処理しているか）

►

企業再編（債務再編、株式・資産の取得、合併及び分割を含
む）

►

17号は、当該税務調査において国税発[2011]126号により税
務局と工商局の間で持分譲渡に関する情報共有することに
協力すべきであることを特に強調している。

►

特殊再編に係る税務処理を採用している企業は必要書類を
担当税務機関に提出しているか。

►

資産保有期間中の価値の増減

►

海外投資の控除や免税の検査

電子製品、アパレル製品、家具製品に係る輸出時の税還付及び免税を受ける企業
調査対象
電子製品、アパレル製品、家具
製品に係る自営あるいは代理の
輸出企業（以下、「輸出企業」）

電子製品、アパレル製品、家具
製品に係る自営あるいは委託の
輸出自営生産型企業（以下、「自
営生産輸出企業」）

電子製品、アパレル製品、家具
製品輸出向けの生産企業（以下、
「輸出サプライヤー企業」）

調査重点
►

輸出時の税還付の詐欺行為が存在しないか

►

輸出時の税還付の過剰申告が存在しないか

►

みなし国内販売として扱われるべき貨物輸出に関して申告納
税をしているか

►

課税輸出売上高の正確性

►

輸送費、保険料及びコミッションの真実性

►

輸入時の保税材料の計算の正確性

►

輸出商品の統計品目番号の正確性

►

購入した輸出貨物の税還付及び免税の申告は規定に一致す
るか

►

輸出サプライヤー企業にその販売品を生産する能力があっ
たか（例:生産した製品及び産量は、所有する生産工場や生
産設備の能力に見合っているか）

►

生産に必要な費用（例:賃金、光熱費、事務費、出張手当）は
発生したか

►

購入した免税農産品（例:綿花）に係る税務機関発行の仕入
増値税発票を取得しているか

►

委託加工契約が存在するか
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所見
17号は、入念かつ継続的な租税徴収の強化、税抜け穴防止並びに2012年度の税収拡大目標の達成の観点から国家
税務総局から公表された。2012年度税務調査も毎年全国的に実施される調査の延長である。今年度における「必須」
調査項目は資本取引、特定の輸出企業及び今回初めて調査項目に指定された精油に係る増値税専用発票の受領す
る、あるいは発行を行う企業である。この点で、各税務機関は当該指定項目の調査を行わなければならない。また、国
家税務総局は下級の税務機関が特定の業界や高額所得者の税収調査を行うことを強く奨励している。各税務機関は
2012年10月末までに関連調査を完了し、その結果を国家税務総局に報告することになっている。
17号は精油に係る増値税専用発票を受領又は発行する企業及び電子製品、アパレル製品、家具製品に係る輸出時の
税還付及び免税を受ける企業に対して、下級税務機関が採用することができる詳細な調査方法を提示している。その中
で注目すべき点は以下のとおりである：
►

適格な調査対象を選定するために税務局内部の税収管理システムにより納税者の生産状況、事業プロセス、状況
を識別する。

►

調査対象取引の合理性及び真実性を判断するために調査対象の会計記録、証憑及び関連資料の検討、照合及び
分析を行う。

►

調査対象企業の実際の生産や運営の規模及び状況を確認するために、現場調査を実施する。

►

提起された問題を明確にするために調査対象企業の管理層及び関連人員に質問を行う。

►

調査対象企業又は取引に関連する証憑を収集するために外部調査（例:他の税務機関、企業あるいは機関の調
査）を実施する。

►

証憑を正しく保管するために調査中に取得した証憑の保管方法を構築する。

►

税務調査の円滑な遂行のために、調査中に明らかになった税に係る違法行為の犯罪事件の捜査において公安当
局と協力する。

17号通達は未だウェブサイト上でも完全な公開は行われていないものの、「中国税務報」の報道は2012年度税務調査
の方向性について納税者にとっての良い情報を提供している。すでに一部の地域では地方通達が公布され、当通達に
準拠した税務調査が開始されていることが明らかになっている。
このことから、 納税者はできるだけ早く自社の税務コンプライアンス体制を見直し、問題が発見された場合の是正措置
を検討することが強く推奨される。特に17号にある調査重点に特別な注意が必要である。例として、内部の人員あるい
は税務の専門家による税務コンプライアンス・チェックの実施は良いスタートとなるであろう。
今回の税務調査対象の範囲に含まれる企業の財務及び税務の責任者は、今後の税務調査に対する十分な準備を行う
必要がある。 特に重要なことは、企業が税務当局に対して取引の性質を説明する場合又は不明確な税務申告ポジショ
ンが存在する場合に、それらを説明する証拠文書を準備することである。
17号は納税者にとって良い参考資料であることから、今回の税務調査対象企業に該当しない納税者も、17号の内容を
参考にし、税務機関が調査において注目するであろう分野に十分留意することが勧められる。

17号公告の内容については以下のリンクをご参照ください：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_62a6573d01013ol0.html
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