中国移転価格
最新動向

中国国家税務総局による事前確認(APA)に
関する五度目の年度報告書の発行
中国国家税務総局（以下、「国家税務総局」）は、2014年12月5日に「中国事前確認年度報告書
（2013）」（以下、「2013年度APA報告書」）を発行した。2013年度APA報告書の発行は、事前確認
（以下、「APA」）に対する体系的な管理及びAPAの透明性を向上させる国家税務総局の公約の実
現の一部といえる。また、同報告書には、中国の税務機関がAPAの協議過程で積極的に提唱す
る新概念や新たな情報も見られる。同報告書は前年度（「2012年度APA報告書」）の枠組みに沿い
ながら、2005年度から2013年度までの統計データ及び分析が記載されている。そして、現行の中
国のAPAのメカニズム、プロセス、実施手順及び発展の実情も紹介されている。さらに、付録とし
てAPAにかかわる申請と協議に必要となる書類が添付されている。
2013年度APA報告書では、中国の税務機関がAPA申請を受理する際に重視する要素が改めて
強調され、同時に、2012年度APA報告書には記載がなかったバリューチェーン或いはサプライ
チェーン全体に関る取引状況の情報に注目することが言及された。本ニュースレターの最後に、
2013年度APA報告書のキーポイント及び考察をまとめた。2013年度APA報告書は以下のインター
ネットのリンクで入手することができる。なお、特別な注釈以外、後述するデータは2013年度APA
報告書（比較のために2012年度APA報告書を一部参照）から引用したものである。
►

英語版
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1371141/part/1371156.pdf

►

中国版
http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1371141/part/1371155.pdf

中国におけるAPAの背景の紹介

て記載している。当該期間において、中国は、104件のAPA（ユニ
ラテラルAPAが67件、バイラテラルAPAが37件）を締結した。国

中国の租税管理の体系において、移転価格税制は、租税

家税務総局は、2013年度に11件のユニラテラルAPAと8件の

回避防止管理における最も重要な部分の一つである。APA

バイラテラルAPAを締結した。2012年度に締結した12件と比

は協調の形式により、移転価格の問題及び潜在的な移転価

べると、2013年度は大幅な増加となり、過去の全ての年度に

格に関する争議を解決する。そして、税務機関の管理コスト

おける件数を上回った。2013年度末時点において、未締結の

の減少と企業の移転価格リスクの低減につながる。

APA申請（合意したが未締結である事案を含む）は合計121
件であった。そのうち、ユニラテラルAPA は11件で、その他の

国家税務総局は、中国の租税管理の観点から、相互協調

事案は全てバイラテラルAPA である。

の形式（例えば、バイラテラルAPA）の採用は、移転価格に
係る国際租税の紛争を効果的に解決し、国際的な二重課税

申請受理前の段階（意向にかかる協議と予備会談の段階）

を回避して、租税の徴収と管理の効率を大きく向上させると

と申請受理済みの段階（正式申請受理後の国内審査と協議

考えている。また、国家税務総局は、租税協定国・地域と締

の段階）にあるAPAは118件であった（上記121件から、合意し

結したバイラテラル或いはマルチラテラルAPAは、国際的な

たが未締結である事案を除く）。2012年度の121件と比べると

協調の形式により税収配分の確実性を高める有効なツール

件数は若干減少した。そのうち、ユニラテラルAPAとバイラテ

であることを認めている。

ラルAPAの件数はそれぞれ1件と2件の減少であった。申請受
理前の段階にあるAPAは2012年度と比べると若干増加し、申
請受理済みの段階にあるAPAは若干減少した。総じて見ると、

APAの統計データ

国家税務総局は、APAに対する申請受理前の段階における
審査と申請内容の質を依然として重視していることが分かる。

締結したAPA（2013年12月31日まで）
2013年度APA報告書は、主に、国税発「2004」118号（「関
連企業間業務往来移転価格実施規則（試行）」） 1 と国税発
「2009」2号（「特別納税調整実施弁法（試行）」）第六章に基
づき、 2005年度から2013年度まで2に締結された事案につい

2013年度
類型

締結済み

バイラテラルAPA

8

42%

ユニラテラルAPA

11

58%

合計

19

100%

2005年度 - 2013年度
類型

合計

締結済み

バイラテラルAPA

39

37

36%

ユニラテラルAPA

68

67

合計

107

104

合意したが
未締結
である事案

受理中
合計

申請受理前

申請受
理済み

2

108

77

31

64%

1

10

5

5

100%

3

118

82

36

1 税発[2004]118号は既に廃止された。
2 即ち、2005年1月1日から2013年12月31日までである。
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APA締結までの所要時間

バイラテラルAPAの区域分布
2013年度APA報告書によると、過去9年間に締結された37件

正式申請の受理から締結までにかかる所要時間の目標につい

のバイラテラルAPAのうち、大部分のAPA（25件）はアジアに

て、国家税務総局は、ユニラテラルAPAは12ヶ月、バイラテラル

所在する国と締結されたものであり、ヨーロッパと北米に所在

APAは24ヶ月と設定している。

する国と締結した事案はそれぞれ7件と5件であった。2013年

2013年度に締結された事案のうち、正式申請の受理から12ヶ月

度に締結された8件のバイラテラルAPAのうち、アジアに所在

以内で締結されたバイラテラルAPAは6件、24ヶ月以内のバイラ

する国と締結された事案は5件、ヨーロッパに所在する国と締

テラルAPAは1件、もう1件は締結までに3年以上を要した。ユニラ

結された事案は2件、北米に所在する国と締結された事案は1

テラルAPAのうち、12ヶ月以内で締結された事案は6件で、24ヶ月

件であった。

以内で締結された事案は2件、もう1件には36ヶ月以上の時間を
要した。

2013年度
正式申請の受理から締結までの所要時間
1年以内

1年～2年

2年～3年

（1年を含む）

（2年を含む）

（3年を含む）

ユニラテラルAPA

6

2

バイラテラルAPA

6

1

類型

3年以上

合計

2

1

11

0

1

8

2005年度 - 2013年度
正式申請の受理から締結までの所要時間
類型

1年以内
（1年を含む）

1年～2年
（2年を含む）

2年～3年
（3年を含む）

3年以上

合計

ユニラテラルAPA

36

27

3

1

67

バイラテラルAPA

23

5

5

4

37

2013年度APA報告書によると、APA締結までの所要時間は多くの要素の影響を受けるとされており、その要素の例として、APAに
係る関連者間取引と関連する問題の複雑さの程度、企業が提出した申請資料の質、税務担当官の審査のスピード、相手国（地
域）の税務担当当局の審査のスピード（バイラテラルAPAの場合）及び企業の協力度合い（関連する資料を適時かつ完全に提供す
るか）等が挙げられている。
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APAに係る業種

2013年度APA報告書における新たな理念と主な注目点

国家税務総局が発表したAPAを締結した業種内訳によると、

APA業務における重要ポイントと理念

2005年度から2013年度までに締結されたAPAは、依然として製
造業が中心であり、合計件数の83%を占め、その他の業種は17%

2013年度APA報告書の序文において、租税の現代化及び国際

のみとなっている。既に締結されたAPAのうち、製造業の事案は

租税のアップグレードの実現が国家税務総局の目標であることが

86件、ビジネスサービス業は5件、卸売・小売業は6件、交通運

記載された。その前提に立つと、APAは将来年度においても引き

輸・倉庫・郵便業は2件、科学研究と技術サービス業は2件、電

続き重要な位置を占めることは間違いない。

力・蒸気・ガス・水の生産と供給業の事案は1件、情報転送・ソフト
ウェアと情報技術サービス業は2件であった。

連、経済協力開発機構（以下、「OECD」）等の国際組織との協力を

2005年度 - 2013年度
業種（APAを締結）

また、同様に序文において、国家税務総局が、近年、絶えず、国

強化していることが記載されている。2013年度APA報告書の序文
件数

%

には、G20の各国・地域が2013年度に正式に始動し、OECDに専門

86

82.69%

ビジネスサービス業

5

4.81%

卸売・小売業

6

5.77%

交通運輸・倉庫・郵便業

2

1.92%

しており、発展途上国の市場の特殊性を重視するよう強調すること

科学研究と技術サービス業

2

1.92%

で、先進国と発展途上国との間での課税権の公平な配分の実現

電力・蒸気・ガス・水の生産と供給業

1

0.96%

を目指していることが記載されている。

情報転送・ソフトウェアと情報技術サービス業

2

1.92%

104

100%

製造業

合計

的な研究を委託した「税源侵食と利益移転」（以下、「BEPS」）の行
動計画において、国家税務総局も、プロジェクトの研究に深く参画

組織構造と担当人員配置

移転価格算定方法

2005年1月1日から2013年12月31日までの間に、国家税務総局

2005年度から2013年度までの期間に締結されたAPAについて
は、売上高営業利益率或いはトータルコストマークアップ率を利
益水準指標とした取引単位営業利益法の使用頻度が最も高
かった。統計によると、2013年度に締結された19件の事案にお
いて、取引単位営業利益法は22回使用され、そのうち、トータル
コストマックアップ率が12回、売上高営業利益率が9回、営業資

は、バイラテラルAPAの書面による意向書又は正式申請を合計
147件（うち37件を締結）受けており、将来の業務量の増加が予測
されている。2013年度APA報告書によると、国家税務総局レベル
で移転価格とこれに関する相互協議を担当する人員数は2012年
の8名から2013年度に6名に減少した。なお、具体的な担当の枠組
みは2012年度と一致している。

産収益率は1回使用された。また、独立価格比準法は1回使用さ
れた3。

このような状況下では、企業の申請につき優先的な受理を考慮
するとして国家税務総局が掲げる要素はより一層重要となる。こ
れらは、企業のAPA申請の受理に対する税務機関の見解と進捗

2013年度
類型

回数

に直接に影響を及ぼす。

1

独立価格比準法
取引単位営業利益法‐トータルコストマックアップ率

12

取引単位営業利益法‐営業資産収益率

1

取引単位営業利益法‐売上高営業利益率

9

2005年度 - 2013年度
類型

回数

独立価格比準法

5

再販売価格基準法

1

原価基準法

17

取引単位営業利益法‐トータルコストマックアップ率

43

取引単位営業利益法‐営業資産収益率
取引単位営業利益法‐売上高営業利益率

2

3

一部のAPAには二種類若しくは二種類以上の関連者間取引が含まれるため、二種類若しくは二種類以上の移転価
格算定方法が使用される可能性がある。

41

利益分割法

3

その他方法（未公開）
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税務機関が優先的な受理を考慮する要素

EYの考察

2013年度APA報告書において、国家税務総局は、企業

2013年度APA報告書では、APA申請の優先的な受理を考慮

の申請を優先的に受理するかどうかの税務機関の判断に

する要素が改めて強調されたと同時に、バリューチェーン或い

あたっては、主に次の四つの要素を考慮するとしている。

はサプライチェーン全体に関る取引の状況を証明することがで
きる充分な資料の提供の可否が始めてその要素として含まれ

1.

企業の申請提出のタイミング。

2.

提出された申請の質。例えば、資料が整っているかど
うか、バリューチェーン或いはサプライチェーン全体に
関る取引の状況を明確に証明することができる充分な
資料を提供することができるかどうか、APAで採用す
る予定の価格設定原則と算定方法が適切であるか否
か等。要求を満たしていない申請に対しては、企業に
補足及び改善を要求する。

3.

事案が業種と地域等の面で特殊性があるかどうか。

た。これは、APA申請の受理にあたり、企業の提出する申請の
技術面と情報開示の面での質に対する国家税務総局の要求が
より一層高度になったことを表している。つまり、移転価格分析
及び情報開示が完全で、全面的であり、革新的な移転価格算
定方法を適用する申請は、国家税務局から奨励されることとな
る。
なお、グローバルなBEPS行動計画の背景の下、国家税務総
局が特に注目している地域的優勢性、バリューチェーン分析、
ローカル無形資産等のホットトピックは、将来のAPA事案におい
ても反映されることが予想される。そのため、企業がAPAによっ

4.

バイラテラルAPA申請については、事案に関わる相手

て租税の確実性を獲得しようとする場合、中国税務機関から優

国の締結意欲と事案に対する重視の程度も考慮に入

先的に申請が受理されるためには、適時に専門家に相談、或

れなければならない。

いは専門機関を採用して、企業及び関連者間取引の具体的な
状況に対する総合的な評価を行い、適切な作業計画と申請資

国家税務総局は、2013年度APA報告書において、初め

料を作成されることをお勧めする。

て、バリューチェーン或いはサプライチェーン全体に関る取
引の状況を証明することができる充分な資料の提供の可

さらに、国家税務総局は2013年度APA報告書において、国外

否を主な要素に含めた。これは、BEPS行動計画の一部の

で事業を行う中国企業に対してもAPAという税務サービスを提

トピックの影響をある程度受けたものと考えられる。さらに、

供する用意があることを表明している。そのため、中国企業に

国家税務総局は、革新的な方法、無形資産やコストセービ

対しても、OECD、投資対象国・地域及び中国移転価格税制の

ングまたはマーケットプレミアムの高品質な定量化分析を

関連分野における発展と変化により一層注目し、対応する税務

含む申請については、優先的に処理するとしている。

上の影響を評価することにより、税務コンプライアンスリスクを
効果的に管理、低減されるようお勧めする。国外に進出してい
る中国企業も、リスク管理の強化にあたり、中国及び国外の税
務機関と積極的なコミュニケーションを図り協調し、APA等の国
際的な手段によって、クロスボーダー取引に関わる租税の確実
性の向上を検討することができる。
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