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中国税務及び
投資情報

国税函[2009]601号における受益者の判
定に関する新たなガイドライン

2012年6月29日、国家税務総局は、国税函[2009]601号の執行上の問題を明確に
するため国家税務総局公告[2012]30号（以下、「30号公告」と略称）を公布した。国税
函[2009]601号は非居住者が中国から取得した配当金、利息及び特許権使用料等
の受動的所得に関し、租税条約における特典の享受を申請する場合において、税
務局が当該特典の濫用を防止することを目的とし、その実質的な受益者を判定する
場合に考慮すべき要素を明確にした。30号公告は公布日、即ち2012年6月29日より
発効された。今回の『中国税務及び投資情報』は30号公告の主要内容及びその影
響について検討する。

背景
国税函[2009]601号の主な目的は中国国内を源泉とする配当金、利息及び特許権
使用料を取得した非居住者に対する実質受益者の判定原則を明確にし、租税条約
の濫用（トリーティーショッピング）を防止することである。租税条約の申請者である受
益者の実体性に疑いがあり、当局による最初の評価結果がネガティブな結果となる
場合（即ち、その主な目的が関連する租税の回避、減少または繰延と疑われる場
合）、税務局は更に関連資料を要求し、その受益者の実体確認を行うことができ、ま
たは租税条約における特典の享受を否認できる。
国税函[2009]601号は受益者に関する税総の解釈であり、中国における受益者判
定のガイドラインを示したが、同時に実務上の疑問点を発生させた。国税函
[2009]601号の公布後、国外へ支払う受動的所得が国内に滞留し、国外送金できな
いという状態が散見されることとなった。そのため、国税函[2009]601号に対する解釈
の発展について、例外規定を含むさらなるガイダンスが期待された。

30号公告が明確にした内容

►

30号公告によると、申請者が代理人または指定受取
人等（以下、「代理人等」と総称）を通じて、受動的所得
を受領する場合、代理人等の税務上の居住実体は実
質受益者の判定に影響を与えるべきではないものと
解されるが、代理人等は税務局に自身が実質受益者
ではないことを証明する必要がある（代理人等の証明
様式は30号公告の付属文書を参照）。税務局が租税
条約の情報交換条項または情報交換協議（注1）等の
手段を通じて、その後関連する代理人が実際に所得
を取得した受益者であることを発見した場合、相応す
る税金及び延滞金が徴収される。

30号公告の主な内容は以下の通りである。
►

受益者判定において正当な事業目的のみでは十分な
根拠とされない
30号公告は、税務局が実質的な受益者判定を行う
場合において、「税の回避または減少、利益の移転ま
たは累積」等の目的が存在しないという理由だけで、
肯定的な判断を与えることはできないことを明確にし
た。それと同時に、30号公告は国税函[2009]601号で
述べられている受益者判定における7つの不利要素も
総合的に勘案して判断すべきであり、税務局はある1
つの不利な要素の存在（例えば、人数または売上高）
だけで、否定的な判断をすべきでないことを示した。

►

国家税務総局は30号公告において代理人等の範囲
を定義していない。また、30号公告において「代理契
約または指定受取契約」は提出義務のある資料に含
まれている。法律上の所有者、つまり、直接中国子会
社を保有し、実質的な受益者でない者は、当該配当金
について、自身が代理人等であることを主張すること
が難しい可能性がある。

上場企業に関する受益者判定上の「同一国家免除条
項」
受益者判定に関する同一国家免除条項は、上場企
業及び一定の条件を満たす子会社にのみ適用される。
30号公告に基づき、申請者が中国国内からの配当を
受領した場合において、その申請者が上場企業、また
は、当該上場企業に100％直接または間接に所有され
る同一国に所在する子会社であり、かつ、当該配当金
が上場企業等に帰属する所得である場合は、当該申
請人は租税条約における受益者と認められる。

上場企業が2つの国において税務上の居住者とされ
る場合、例えば、香港で上場した英国領ヴァージン諸
島で設立された法人が、香港税法上における居住者と
してのステータスを取得している場合については、理
論的には、当該法人に対し上述の免除条項が適用さ
れる。ただし、申請者が上場企業に間接的に所有され
る場合には、中間持株会社は、中国居住者または当
該同一国における居住者であるべきとされる点に留意
が必要となる。

代理人及び指定受取人

（注1）2012年7月12日時点、中国は99の租税条約を締
結し、アルゼンチン共和国、バハマ国、バミューダ諸島、
英国領ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ガーンジー島、
マン島、ジャージー島及びサンマリノ共和国の9カ国
（地域）と情報交換協議を締結している。

►

提供資料
30号公告第2条において、受益者判定に必要な資料
を明確にした。提出義務のある資料には、定款、財務
諸表、キャッシュフロー計算書、取締役会議事録、取
締役会決議、商業契約、代理契約または指定受取契
約等（注2）が含まれる。
（注2）定款、財務諸表、キャッシュフロー計算書、取締
役会議事録、取締役会決議、人的および物的資源の
配備状況、関連する費用支出、機能およびリスクの分
析、金銭貸借契約、特許権使用契約、特許登録証明
書、著作権証明書及び代理契約または指定受取契約
等。
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►

税務管理

メリットおよびデメリット

30号公告は、税務局が規定期限（40営業日（国税函
[2009]124号））内に結論に至らない場合、一時的に租
税条約における特典の享受を認めないことができる。
その後、受益者として認められた場合には、当該過払
いの税金については還付請求を行うことができる。

30号公告は、国税函[2009]601号の更なる解釈として長
い間期待されていた情報を広くカバーし、諸問題を明確に
したが、同時に相対的に不利な要素ももたらした。30号公
告にかかわる主要問題に付随するメリットおよびデメリット
は以下の通りである。

また、国家税務総局が自ら受益者の判定に、より関
与することが期待されていたが、30号公告は省級税務
局が受益者判定の最終決定機関であることを明確に
する一方、審査目的でなく管理目的として処理結果を
国家税務総局に報告すべきであることを定めた。30号
公告は、中国国内における複数の地域から受動的所
得を受領する場合において、判断の統一性の観点か
ら、異なる地域に所在する税務局同士で協力を行い、
協議を通じて意見の一致を行う執行制度を要求してい
る。
メリット

デメリット

同一国家免除条項

上場企業に適用

厳密な条件：100％所有権テストおよび
「同一国家」の所在（同等の租税条約の
特典を有する国を含まない）

総合的判断

税務局はある1つの要素の存在だけで、
実質的受益者を否定することができない

租税回避の動機を備えていないという条
件だけでは実質的受益者として肯定する
根拠に足りない

租税回避の動機を備え
ていないという条件だ
けでは実質的受益者と
して肯定する根拠に足
りない

所得の90％がまず外国に送金されること
から、海外送金のスピードを速める

外貨管理規制等により、還付手続につい
て時間を要し、またはより煩雑となる可
能性がある

書類資料

所轄税務局が不利な要素を評価する時に、 範囲が広大、かつ一般的すぎるため、必
審査すべき書類資料を明確にした
要のない資料まで提供する可能性があ
る

税収管理

最終判定機関

省級税務局が最終判定
機関となることから、審査
期間を削減することが可
能

国家税務総局による判定に対する関与
が減ることとなるため、国内における統
一した執行が行われにくい

地方機関同士
の協力システ
ム

中国国内における異なる
地域から受領する受動的
所得について統一的な取
扱いが行われる

具体的な方法が公布されていないため、
執行の効率性が低下する。税務局に対
する強制義務ではない
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我々の所見

おわりに

30号公告は税務処理の方法、手続等を明確にした。
同時に、受益者の認定に関しては、依然として不確
実性及び煩雑性が存在している。公告発効後、他に
生じる可能性がある問題は以下の通りである。

30号公告は、受益者の判定に関する問題を明確にする
と同時に中国が他国と共同で一般的租税回避防止およ
び租税条約の濫用防止を推進することを表明した。
納税者が注意すべき点として、税務局がどの程度「経営
実体」に着目するかはまだ明確なガイダンスがないが、総
合的な判断に基づき実体判定が行われる。

不確実性
►

そのため、30号公告は人為的な判断に基づき執行され
る可能性が大きい。従って、受益者判定を企業にとって優
位に進めるためには、納税者は国税函[2009]601号を参
考にし、様々な要素及び観点から考えるべきである。

書類の有効性と時効
30号公告は公布日即ち2012年6月29日から発効した。
つまり、同日前に行われた事案については調整を要し
ないことを意味している。しかし、まだ未処理の事案に
対して30号公告の規定を適用されるか否かということ
は、現在まだ不明確である。30号公告によって、租税
条約の特典を享受できる可能性のある申請者は、30
号公告が規定した処理方法を利用するために、積極
的に所轄税務局と協議することを提案する。

►

付属資料：中国が締結した情報交換協議のまとめ

実質受益者としての主張
30号公告は、上場企業以外に受益者の認定に対し
ては、その効果が限定的である。長期にわたり存在す
る「実質受益者としての主張」ができるか、すなわち、
実際の受益者が租税条約における特典を申請するか
否かにかかわらず、直接所得を取得した受益者の実
体が否定された後で、受益者としての実体を有するも
のとして、実質受益者としてのステータスを主張できる
可能性について、30号公告は明確な回答を示してい
ない。

►

我々の見解では、30号公告は国税函[2009]601号の補
足解釈の先駆けであり、今後、透明性および統一性を高
めるために、更なるガイダンスが公布されることとなるで
あろう。我々アーンスト・アンド・ヤングは当該テーマに関
する今後の動向に留意し、更なる発展があれば共有致し
ます。

外国為替管制問題
30号公告に基づき、外国への送金を速めるために、
各地の税務局は一時的に租税条約における特典のを
享受を認めない処理ができる。その後、租税条約の特
典が承認された場合には、相応する過払い税金の還
付を行う。しかし、中国は外貨管理が厳しいため、非
居住者である納税者は上述した過払い税金について
（源泉徴収義務者が当該税金を源泉徴収する可能性
が高い）、直接還付できない可能性がある。その場合
には、更なる書類資料の説明が必要である。

国家

締結日

条約有効日

1

バハマ国

1/12/2009

1/1/2011

2

英国領ヴァージ
ン諸島

7/12/2009

30/12/2010

3

マン島

26/10/2010

14/8/2011

4

ジャージー島

29/10/2010

10/11/2011

5

ガーンジー島

27/11/2010

17/8/2011

6

バミューダ諸島

3/12/2010

3/11/2011

7

アルゼンチン共
和国

13/12/2010

16/9/2011

8

ケイマン諸島

26/9/2011

未発効

9

サンマリノ共和国

9/7/2012

未発効
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