2014年11月

中国移転価格最新動向

国家税務総局によるBEPSに関する
納税者向け説明会の開催

2013年7月、経済協力開発機構（OECD）は、税源浸食と所得の移転(Base Erosion and
Profit Shifting、「BEPS」)に対する15項目に及ぶ行動計画を発表した。当該行動計画は2013
年7月のモスクワにおけるG20財務大臣・中央銀行総裁会議、および2013年9月にG20がサン
クトペテルブルグで開催したサミットにおいても全面的に支持されている。

2014年9月16日、OECDはBEPSに対する行動計画のうち7項目に関わる初版（「2014年成果
物」）を発表した。その翌日（2014年9月17日）、国家税務総局は、その公式サイトにより、即座
にBEPSの2014年成果物に関わるプレスリリースを発表し、さらに、OECDと中国の関連動向を
伝えるために25日に納税者に向けて説明会を開催した。

納税者に対する留意点

2014年9月25日、国家税務総局は7項目係るBEPS
の成果物について納税者向けに説明会を実施した。

行動計画8 –無形資産に係る移転価格ガイダンス

►

行動計画1–電子経済の課税上の課題への対処

►

行動計画2–ハイブリッド・ミスマッチ取決めの効果

の特徴に関わる長きに渡る論争についても、2014年成

の無効化

果物に詳述されており、OECD移転価格ガイドラインの

行動計画5–透明性・実質性を考慮した有害税制

第一章から第二章及び第六章の改正の一部を構成す

への対応

ることとなる。国家税務総局は、納税者向けの会議に

►

行動計画6–条約の濫用防止

おいて、次のポイントに言及した。

►

行動計画8–無形資産に係る移転価格ガイダンス

►

行動計画13–移転価格関連の文書化及び国別報

►

►

ロケーションセービングやその他の（中国）市場固有

I.

法的所有のみを以って、無形資産に帰属するリター

告書に係るガイダンス

ンの全額を受け取る権利を有することにはならな

行動計画15–多国間協定の開発

い。無形資産の開発・改良・維持・保護・活用に貢
献した関係者を解明し、損益を配分しなければなら

本ニュースレターにおいては、15項目の行動計画の

ないと考える。

うち、移転価格に関する次の3項目に言及する。

II.

国家税務総局は、2014年成果物の行動計画8にお
ける無形資産の定義を踏まえて、無形資産として分

►

行動計画1–電子経済の課税上の課題への対処

類すべき例を挙げた。たとえば、特許、ノウハウ、企

►

行動計画8–無形資産に係る移転価格ガイダンス

業機密、商標、商号やブランド、のれんなどがある。

►

行動計画13–移転価格関連の文書化及び国別報

さらに、政府の事業免許、複数の従業員の役務を

告書に係るガイダンス

利用可能にする契約、及びその他の制限された無
形資産の権利も、無形資産として分類されなければ

中国はBEPSプロジェクトに積極的に参画しており、

ならないと考える。

さまざまな課題に対し自国の見解やポジションを示し

III. 国家税務総局も、ロケーションセービング、その他

ている。 BEPSの2014年成果物にも、無形資産、経済

の市場固有の特徴、集合労働力、グループシナジ

実体と租税の一致、価値創造などの面において中国

ーなどは無形資産には該当しないと認識している。

が一貫して主張してきた観点の一部が反映されてい

これらの要素については、比較可能性分析で考慮

る。国家税務総局は、BEPSに関わる最新動向を踏ま

されるべきであり、移転価格の算定にあたっては、

えて、これらのいくつかの観点を中国国内の移転価格

比較可能性を適切に調整する必要があると考え

に関する規定にも反映させようとしている。

る。

Tax Alert

2

IV.

国家税務総局は、昨今のより統合されたビジネス

閲覧可能となるであろう「マスターファイル」において、

モデルや複雑なサプライチェーン/事業活動にお

グローバル事業と移転価格ポリシーの概要の開示が

いては、無形資産を分析しグループ内でそのリタ

要求される。現時点において、国別報告書には、多国

ーンを配分することは容易でなく、今後の課題で

籍企業の国ごとの利益、経済活動、税額のグローバル

あると認識している。無形資産に関わる取引の分

な配分を開示することとされている。

析にあたっては、「コントロール」、「重要な機能」、
「資本」、「リスク」などの複数の要素を考慮すべき

中国税務機関は、中国のローカルベースでの移転価

であり、さらに、そのリターンは無形資産と価値を

格文書の閲覧にあたり、ビジネス全体に係る情報が不

創出する活動の双方に合うよう配分すべきである

完全か断片的であることに度々不満を漏らしており、国

と考える。

家税務総局は、追加の情報開示を支持する立場を採っ

V. 一部の流通活動や研究開発活動においては、ロ

ている。適切な移転価格文書は、次の目的に役立つべ

ーカルな無形資産の創出が含まれている可能性

きとされている。

があり、その場合、上述の機能を遂行する中国法
人の位置づけを再検討しなければならない。コスト

►

納税者の自己評価

プラスによる補填のみでは不十分となることがある

►

所轄税務機関によるリスク評価

と考える。

►

効果的な税務調査のための重要な関連者の情報

2008年より施行された「特別納税調整実施弁法（試

国家税務総局は、グローバルベースでのマスターファ

行）」（「2号通達」）は試行版であり、現在改定作業中

イルと国別報告書は、提供される情報の透明性の向上

である。最終版には、行動計画8に係るBEPSの成果

と、納税者のコンプライアンスに必要であると言及した。

物を反映するため、無形資産に関する章が追加され

また、国家税務総局は、サプライチェーンへの中国の

る可能性がある。

貢献につき詳細な説明がなされることを期待するとして
いる。

一方、国家税務総局と各地の税務局は、ロイヤルテ
ィの支払などの無形資産取引に対して検討と調査を

マスターファイルおよび国別報告書の情報を入手す

開始している。ここ数ヶ月において、このような取引に

れば、国家税務総局は、BEPSの疑いに対する調査を

かかわる調査件数が増加しており、ロイヤルティの支

行うための重要な情報を得ることになるであろう。現在

払に関わる類似問題が論点となっている。

改定作業中の新たな2号通達は、国家税務総局が情報
を入手するためのプロトコルと手段を与えることとなる
か、もしくは特定の情報は開示が義務付けられる可能

行動計画13 –移転価格関連の文書化及び国別報告

性がある。

書に係るガイダンス

行動計画13のガイダンスに基づき、移転価格文書に
移転価格関連の文書化に関するガイダンスによる

関する要求は改定される可能性がある。国家税務総局

と、多国籍企業は、関係する全ての国の税務機関が

が移転価格文書に関わるガイダンスを示す目的として、
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グループ企業の経済活動と価値創造のプロセスを開

タソースを提供していると考えている。そして、移転可能

示させ、納税者の情報の透明性を向上させる狙いが

なデータは価値があり、関連者間で適正な価格を付す

挙げられる。

べきであると考えている。

大衆市場のデータと情報は、ビジネス上の重要な価

行動計画1–電子経済の課税上の課題への対処

値ある情報であり、そのような情報が中国法人により収
集されたのであれば、関連する移転価格のアレンジメ
行動計画1の成果物で合意されたように、税務上の

ントの再検討と、源泉地国としての中国の課税権を考

目的で、電子経済をその他の経済から切り離すことは

慮することが重要であると考えられている。このような

困難であり 、そ のビ ジ ネス モ デルや主要な特徴は

根本的な原則は、電子経済のみに留まらず、その他の

BEPSのリスクを一層高めている。他の行動計画から

産業にも影響を及ぼすことが予想される。

も当該リスクに対処することが期待されるが、同時に、
さまざまな特殊な課題も提起されている。例えば、恒
結論

久的施設、無形資産とデータ使用の重要性や電子経
済に対するCFCルールと移転価格規定の適用の可能

上述した論点に関する国家税務総局の最終的な見解

性などが挙げられる。

は、2015年に公布が期待されている2号通達の改正に
より、一層明確化されるであろう。現時点において、多

国家税務総局は、中国は、14億人に近い人口を有し

国籍企業には、来たる変化に備え、グループの現行の

ており、多国籍企業が処理された情報を分析し、商業

移転価格ポジション、関連するポリシーと文書を再確認

的価値のある情報に転換することができる豊富なデー

されるようお勧めする。
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