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全面的にBEPSを推進する背景の
下、移転価格通信 – 国家税務総局
が関連申告及び同時文書に関する
重要な新規定を公布。

中華人民共和国国家税務総局（以下、「国税総局」と略する）は2016年6月29
日に正式に国家税務総局公告2016年第42号（以下、「42号公告」と略する）を
公布し た 。42 号公 告は 従 来の「 特 別納 税調 整実 施 弁法（ 試 行） 」 （ 国税 発
〔2009〕2号文、以下、「2号文」と略する）の第2章「関連申告」、第3章「同時文書
管理」、第74条「コストシェアリングの管理」及び第89条「過少資本の管理」、及
び2008年国税総局公布の「中華人民共和国企業年度関連取引報告表」の通
達（国税発〔2008〕114号文）を改定する。
42号公告の関連規定は2016年以降の会計年度に適用される。これにより、
2009年2号文の公布以来、中国における移転価格の関連申告及び同時文書の
管理が新たな時代に突入したと言える。同時に、中国税務機関の納税者に対
する移転価格の情報開示の要求がこれまでになく全面的、且つ詳細となったこ
とを意味する。内容の深さ、広さにおいて、かつてない水準の高い要求となって
いる。このような変化は、納税者への影響が大きい。例えば、情報収集、財務
データの転換、グループの移転価格策定及びグローバルバリューチェーン貢献
の分析等を如何に実施するかを検討しなければならない。
42号公告の解釈による変化と新たな要求の詳細説明前に、まずは、納税者が
留意すべきポイントは下記のとおりである。

観察：
►

►

►

►

►

経済協力開発機構（「OECD」）の税源浸食と利益移転
( 「 BEPS 」 ) プ ロ ジ ェ ク ト の 影 響 : 国 税 総 局 は OECD
BEPSプロジェクト成果物の提案の多くを採用しており、
「国別報告書/マスターファイル/ローカルファイル」の移
転価格同時文書の三層構造を導入した。
バリューチェーン分析:42号公告の新たな要求として、バ
リューチェーンに参加する企業それぞれの貢献及びグ
ループ利益全体のバリューチェーンにおける配分原則
及び結果等が挙げられる。また、同時文書に、バリュー
チェーンの各参加企業の財務諸表の開示が要求される。
これらのグローバルを対象とする情報収集は国別報告
書の要求を超えるものであり、具体的な実務運営にお
いて、実行可能性、企業の機密情報への波及、情報開
示の保護につき、更なる観察が待たれる。
地域性特殊要因の分析:地域性特殊要因の分析は、
2014年「国際連合移転価格マニュアルドラフト」中国の
実務の章においても国税総局が言及している。また、国
税総局は継続して強調しているトピックである。地域性
特殊要因は多くの移転価格調査事案及び事前確認協
議における調整項目の要となっている。地域性特殊要
因の概念は「特別納税調整実施弁法」（パブリックコメン
ト案）においても強調されていた。42号公告では、同時
文書の関連取引の章において、納税者は、地域性特殊
要因に対する描写及び説明を要求される。同時に、42
号公告は、納税者が地域性特殊要因のバリューチェー
ンに対する貢献の定量化と帰属を分析することを要求し
ている。ただし、如何に定量化するかについて詳細な指
導は無いため、納税者にとって課題の一つとなっている。

得すべき利益水準より低い利益しか獲得していない場
合、税務機関の質疑を招き、移転価格調査を導く可能
性もある。
以下に、42号公告による関連取引報告表及び同時文書に
関する重要な変更点をまとめ、弊社の考察と納税者へのア
ドバイスを参考までに提供する。

同時文書の要求：
42号公告は、OECDのBEPS第13項行動計画における提
案を採用し、関連取引報告表の一部としての「国別報告書
表」の開示と、同時文書としてのマスターファイル及びロー
カルファイルを要求する。また、コストシェアリング協議及び
過少資本税制にかかわり、特殊事項ファイルの準備を要求
している。

マスターファイル及びローカルファイルの準備
義務の基準：
以下に合致する企業は同時文書であるマスターファイル、
ローカルファイルを準備しなければならない。マスターファイ
ル、ローカルファイルの準備義務の基準は以下のとおりで
ある：
►

マスターファイル：年度の関連者間取引の総額が10億
人民元を超える或いは年度に国外関連者との間で取引
を行っており、かつ当該企業が連結される財務諸表の
最終持株会社の所属する企業集団がすでにマスター
ファイルを作成している場合、準備しなければならない。

►

ローカルファイル：年度の関連取引の金額が次のいず
れかの状況に該当する：

グループ内役務:グループ内役務取引は引き続き焦点
の一つである。42号公告は従前の「特別納税調整実施
弁法」（パブリックコメント案）（前回の移転価格通信を参
照）のようにグループ内役務取引に対する特殊事項ファ
イルを要求していないものの、詳細な情報開示を要求し
ている。例えば、これには、サービス費用の具体的な計
算方式及びサービスの受益性テストを含む。
新たに増加された関連取引報告表:関連取引報告表は
9枚から22枚に増加し、開示要求される情報は大きく増
加した。同時に、一定の情報、例えば国内外関連取引
の利益セグメント等、従来の2号文では同時文書の中で
開示が要求されていたものが、42号公告では関連取引
報告表の一つとして要求されている。関連取引報告表
における情報は同時文書と比較して、より容易に税務機
関のデータベースに入力され、納税評価及び税務調査
の基礎データとなる。よって、これらの新たな情報、例え
ば、国内外関連取引の利益セグメントが、低税率の国
家/地域との関連取引によるものであり、中国企業が獲

►

►

有形資産の所有権の譲渡金額（来料加工業務につ
いては年度の輸出入通関価格により計算）が2億人
民元を超える；

►

金融資産の譲渡金額が1億人民元を超える；

►

無形資産の所有権の譲渡金額が1億人民元を超
える；

►

その他関連取引の合計金額が4000万人民元を超え
る（例えば、グループ内役務、無形資産使用権、関連
融資取引等）。

同時文書の免除： 2号公告は、関連取引が国内関連者
のみとの間で生じている場合、マスターファイル、ローカ
ルファイル、特殊事項ファイルの準備を要求しないとして
いる。これは2号文の規定と異なる。従来の2号文規定
によると、外資持分が50%未満及び国内関連者とのみ
取引を行う場合、同時文書の準備を免除するとされてい
る。42号公告は、クロスボーダー取引に対する同時文書
の基準を明確には設置していない。そのため、クロス
ボーダー取引が存在する限りにおいて、取引金額の多

1パブリックコメント案に関する前回の移転価格通信は以下のリンクを参照

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-china-tp-alert-consultation-draft-circular-cn/$FILE/EY-china-tp-alert-consultationdraft-circular-cn.pdf
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寡に関わらず、当該免除規定は適用されない。本部が
海外に所在する多国籍企業からすると、大多数の中
国子会社がクロスボーダー関連取引を回避することは
難しく（本社サービス費等）、よって、当該免除規定は
実質的な効果は低いと考えられる。
►

特殊事項ファイル：特殊事項ファイルには、コストシェ
アリング協議にかかる特殊事項ファイルと過少資本税
制にかかる特殊事項ファイルを含むことが規定され
た。企業がコストシェアリング協議を締結するか、或い
はその関連債務の比率が規定の比率を超える場合、
特殊事項ファイルを準備しなければならない。また、特
殊事項ファイルには、より特別な情報を開示する必要
がある。留意点として、2号文においては特殊事項ファ
イルの概念は無いものの、2号文のフレームワークの
下、企業は上述二つの状況に合致する場合、即ち、コ
ストシェアリング協議の締結或いは関連債務が規定の
比率を超える場合、同様に、別途の同時文書の準備
が必要であった。よって、42号公告は全く新たな要求
を提示したわけではなく、2号文の基礎の下、追加の開
示内容を要求している。
►

►

►

コストシェアリング協議特殊事項ファイル（参加者
以外による協議の成果の使用状況、支払金額及
び形式、また支払金額の各参加者間の配分方式、
予測収益の計算、パラメータの選定、計算方法及
び変更理由を含む）
過少資本特殊事項ファイル（融資条件、融資金額
及び利率を非関連者であれば進んで受け入れる
か否か）

事前確認を執行する場合、ローカルファイル及び特殊
事項ファイルの準備を要求されない。また、事前確認
にかかわる関連取引の金額はローカルファイルの準

備基準の範囲に含めない。これは、中国税務機関が企業
の事前確認協議を奨励する姿勢であり、将来、中国の事前
確認が促進されると考えられる。

マスターファイル及びローカルファイルの報告
期限の要求：
►

42号公告は同時文書の準備期限を延長した。現行の2
号文規定では企業は関連取引が発生した年度の翌年5
月31日までに当該年度の同時文書の作成を終了しなけ
ればならない。42号公告は、マスターファイルを企業グ
ループの最終持株会社の財務年度終了の日から12ヶ
月以内に準備しなければならないとし、ローカルファイル
及び特殊事項ファイルについては、関連取引発生年度
の翌年6月30日までに準備しなければならないとした。
つまり、ローカルファイルをマスターファイルより先に準
備しなければならない。マスターファイルは一般的に最
終持株会社が完成させるため、子会社は親会社と積極
的なコミュニケーションを適時に図り、マスターファイルと
ローカルファイルの開示内容の一貫性を確保し、準備要
求の時間差によるデータ開示の差異或いは不備を招か
ないようにすることが要求される。

►

42号公告規定によると、これらの同時文書は、税務機
関の要求があった日から30日以内に提出しなければな
らない。現行の2号文が要求する20日以内と異なる。

42号公告は同時文書準備の期限を延長したものの、同時
文書の基準及び開示内容に対し多くの要求を提示した。こ
れは、納税者により多くの挑戦をもたらすであろう。企業は
なるべく早く自社の関連取引が2016年度の同時文書の基
準に達するか否かを評価し、より多くのコンプライアンス作
業に対応するため、充分な内部リソースを用い、また、適時
に外部の専門家のサポートを受ける必要がある。
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マスターファイル及びローカルファイルの内容要
求：
マスターファイルは主に多国籍グループのグローバル業
務の全体状況を提供するものである。42号公告によるマ
スターファイルの記載要求は、BEPS第13項行動計画の
提案と基本的に一致している。ただし、 42号公告は、これ
らの一定の情報開示に対し、より詳細を求めている。例え
ば、グループの産業構造調整及び主要な研究開発機構

の主な機能、リスク、資産及び従業員等が挙げられる。企
業の税務及び財務人員は適時にグループ本部と連絡を取
り、マスターファイルの準備状況を確認する必要がある。も
しグループとして既に準備が完了している場合、企業はグ
ループレベルのマスターファイルを取得する必要がある。一
般の状況下では、グループレベルで準備されたマスター
ファイルは多くの42号公告の記載要求をカバーしているが、
企業は、42号の要求と比較し、一定の情報に対してより詳
細な描写が必要か否かを決定することになるであろう。

42号公告におけるローカルファイルの要求は2号文を基礎とし、より詳細な記載要求がなされている。主な追加事項には下記
を含む。
新たに追加された記載事項

具体的な影響

バリューチェーン分析：
同時文書における関連情報の開示の中で、詳細なバリューチェーン
分析を実施しなければならない。例えば、バリューチェーンの各段
階の関与者の直近財務年度の財務諸表、グローバルなバリュー
チェーンにおける企業グループの利益の配分原則及び配分結果、
地域性特殊要因の企業の創造価値への貢献の定量化とその帰
属。

バリューチェーン分析は企業のグローバルなバリューチェーンにお
ける利益の帰属の開示を要求する。これは納税者に対し、情報収
集、データ分析、開示方式等の方面において非常に高い要求が提
示されたことを意味する。
ローカルファイルにおいて要求されるバリューチェーン分析は
BEPSの要求を超えており、この要求は企業のグループ全体の業
務のより詳細な分析と理解を要求している。企業は、如何にバ
リューチェーンにおける利益配分状況を収集し、披露するかの策
略について検討し、グループ本部と各関与者の直近財務諸表の
開示方式について討論しなければならない。同時に、企業が情報
を収集する過程において、中国企業がバリューチェーンにおいて
獲得するリターンがその貢献価値と一致しないことが判明した場
合、つまりグループの利益のグローバルバリューチェーンにおける
配分原則或いは配分結果が各子会社の経済貢献と合致しない場
合には、適時、グループ本部と詳細にコミュニケーションを取り、適
当に調整を実施する必要がある。如何に詳細なバリューチェーン
分析を行うかについては、企業は税務コンサルタントに相談するこ
ともできる。

グループ内役務取引の詳細な開示：
役務発生後の各当事者の受益状況、役務のコスト費用の集計方
式、項目、金額、配賦基準、計算過程及び結果等を要求。

ローカルファイルにおけるグループ内役務の詳細な開示要求の考
えは、2015年に公布された「国家税務総局による企業が国外関連
者に支払う費用に関する企業所得税問題の公告」（16号公告）に
おけるグループ内役務費に対する要求と一致している。企業は、
自社のグループ内役務取引の性質、価格原則、及び受益状況等
について詳細に理解しなければならない。本部に対するサービス
費用が存在する場合、サービス費用に関するプラニングと文書の
準備に留意を要する。

対外投資状況の開示：
対外投資プロジェクトの概況及び運営データの具体的な開示を
要求。

対外投資及び関連者との持分譲渡取引の開示要求は、税務機関
が被支配外国企業及び関連者との持分譲渡の関連調査に益々注
目することを示唆している。

関連者間の持分譲渡：
関連者との持分譲渡に関連する情報の同時文書における詳細開
示を要求。持分譲渡価格、背景、支払方式、持分譲渡收益等を含
む。持株譲渡に係るデューディリジェンス報告書または資産評価報
告書など。

42号公告は、持分譲渡を関連取引の範囲に追加した。これは
2009年2号文の関連取引の内容に対する重要な改正である。グ
ループ内の合併、分割持分の譲渡等の関連者との持分取引が存
在する企業は、持分価格の価格政策の問題について充分に考慮
し、取引背景、持分支払方式等の要素にに基づき、価格分析を実
施し、価格が独立企業原則に合致することを確保する必要があ
る。必要に応じて、デューデリジェンス報告書または資産評価報告
書を準備及び保存し、税務機関からの質疑に備えなけれならな
い。
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新たに追加された開示事項

具体的な影響

地域性特殊要因の取引価格への影響：
地域性特殊要因につき、労務コスト、環境コスト、市場規模、市場競
争の程度、消費者の購買力、商品或いは役務の代替可能性、政府
規制など面から分析しなければならない。

42号公告は、国内法規として、取引価格への影響要因の説明に
おいて地域性特殊要因を考慮しなければならないことに言及した。
これは中国税務機関がロケーションセービング及びマーケットプレ
ミアム等の要因が移転価格のアレンジに与える影響が大きいとみ
なしていることを意味する。

他国/地域における事前確認の開示：
企業の関連取引と直接に関連する、中国以外の国家の税務主管当
局と調印済みの事前確認及びその他の租税裁定の開示の要求。

他国/地域における事前確認の開示は中国税務機関が関連取引
にかかる情報開示の透明性に対し、より高い要求を提出したこと
を意味する。中国税務機関は他国/地域における事前確認協議に
おいて中国に不利なアレンジに対し、質疑を提出する可能性があ
る。

関連関係及び関連取引の定義：
42号公告は関連関係の認定に対し、改正と補足を行った。例えば、
自然人の定義及び借入貸付/資本の比率の計算指標の改正があ
る。また、双方に実質的にその他の共同利益が存在する場合も関
連者と認定される。さらに、金融資産譲渡を関連取引に加えた。無
形資産の範囲として、商業機密、秘密、顧客リスト、販売ルート等も
加えられた。

42号公告は金融資産及び無形資産の関連取引に対し更なる定義
を行った。また、金融資産譲渡取引及び無形資産の所有権譲渡取
引をそれぞれ単独の同時文書準備の基準として加えた。将来、税
務機関は金融資産と無形資産に関連する移転価格アレンジにより
重視することが予想される。企業は金融資産及び無形資産譲渡に
関するアレンジ或いは計画における取引形式及び取引金額により
考慮し、関連者との金融資産及び無形資産の譲渡価格が独立企
業原則に合致することを確保する必要がある。

新たに追加されたローカルファイルの義務基準：
42号公告は、年度の金融資産の譲渡金額が1億人民元を超える場
合或いは関連無形資産の所有権の譲渡金額が1億人民元を超える
場合、ローカルファイルを準備しなければならないとした。

関連取引報告表
42号公告は、国税発〔2008〕114号文に替わり、関連取引報告表に対し大規模な改定を行った。42号公告による関連取引報
告表の追加及び改定の主な内容は以下のとおりである。
新たに追加された開示内容
報告表の枚数の增加：従来9表であった報告表が22表に増加した。新たに追加された内容は次の表である：「報告企業情報表」、「金融
資産取引表」、「権益性投資表」、「コストシェアリング表」、「国外関連者情報表」、「年度関連取引財務状况分析表（報告企業個別財務諸
表の情報）」、「年度関連取引財務状况分析表（報告企業の連結財務諸表の情報）」及び国別報告書の開示表3表。
報告企業の情報に対し、全面的な開示の要求：42号公告における「報告企業情報表」は報告企業の各種基本情報の開示を要求する。
企業内部組織情報（組織の部門名称、部門の職責業務範囲及び履行する職責業務のプロセス、業務プロセス、関連部門の従業員数
等）、企業高級管理者の個人情報（上場会社の董事会秘書、マネージャー、副マネージャー、財務責任者及び会社章程に規定されるそ
の他の従業員）及び企業の上位5名（社）の株主情報。
新たに追加された「金融資産取引表」：当該表は関連金融資産譲渡と受渡取引の開示を要求する。
新たに追加された「権益性投資表」：当該表は権益性投資の状況、権益性投資の配当分配の状況（境内外の関連及び非関連者株主に
対する配当をそれぞれ開示することを要求）及びトップ5名の株主の配当分配状況。
新たに追加された「コストシェアリング協議表」：当該表はコストシェアリング協議の基本情報、参加者の情報、本年度参加者以外による
協議の成果の使用状況が発生したか否か、コストシェアリング協議の变更或いは中止の状況の開示を要求する。
国外関連者の情報開示を要求：42号公告に新たに追加された「国外関連者情報表」は対象年度に報告企業と関連取引を行った主要な
国外関連者企業（各種取引の上位5社の国外関連者企業）の基本情報（登録住所、会社住所、経営範囲、実際の税負担等を含む）の開
示を要求する。
新たに追加された「年度関連取引財務状况分析表（報告企業の個別財務諸表情報）」及び「年度関連取引財務状况分析表（報告企業の
連結財務諸表情報）」：関連取引報告表の記入対象となる納税者は全て本表を記入しなけばならない。

移転価格通信
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新たに追加された開示事項

新たに追加された「国別報告書－営業収入、租税及び経営活動の国別分布表」、「国別報告書－多国籍グループのメンバー実体リスト」
及び「国別報告書－附加説明表」：当該表はOECDのBEPS項目第13項行動計画で公布された国別報告書情報の開示要求と完全に一
致している。下記の状況のいずれかに該当する居住者企業は、国別報告書に記入しなければならない。
►

当該居住者企業が多国籍グループの最終持株企業であり、かつ、グループの前会計年度の連結売上高が55億元を上回る場合；或
いは

►

当該居住者企業が企業グループにより国別報告書の提出企業として指定される場合。

調整された開示内容
一部の報告表の合併及び分離。42号公告は有形資産と無形資産の使用権及び所有権を区別し、従来の表3を表5と表6に分けた。
関連取引の詳細開示の基準を調整。従来の総額の10%という開示要求の基準から上位5社の関連者名称及び取引金額に改定。
従来の表9「対外支払金額状況表」における対外支払金額の項目内容の開示を簡素化。従来の17項目の開示内容を8項目の開示内容
に縮小。例えば、「寄贈支出」を追加し、「コミッション」及びその他10項目の具体的な役務費名目を削除した。
削除された開示内容
従来の表8「対外投資状況表」を削除。2
従来の表9「対外支払金額状況表」における既に控除された源泉所得税の金額及び租税協定優遇を削除。
企業関連取引価格政策及び国外非関連者名称及び取引金額の開示要求を削除。

►

国別報告書

多国籍グループは既に他国に国別報告書を提出済
みであり、かつ、国別報告書の受取国と中国との間で
既に国別報告書の自動情報交換体制を構築している

特別に留意が必要なこととして、上述の新しく追加、調整、

が、国別報告書が実際には中国へ交換されるに至っ

及び削除された開示内容以外に、42号公告における非常

ていない。

に重要な変更は国別報告書の具体的な情報開示要求に
対し、具体的に規定したことである。これはOECDの国別

国別報告書において開示が要求される情報は多国籍グ

報告書の要求と基本的に一致している。国別報告書の提

ループのグローバル経営に及び、また多国籍グループ内

出基準に合致する場合、最終持株企業が多国籍企業グ

の異なる租税管轄地の企業は異なる会計准則、基準及

ループの国別報告書を提出する。ただし、多国籍企業が

び決算期等を適用している可能性もあり、企業が情報収

他国の関連規定により国別報告書の準備をしなければな

集及び整合性の面で各種の困難及び問題を抱えることが

らない場合、下記のいずれかの条件に該当する場合、税

予想される。納税者にはなるべく早くグループ本社と関連

務機関は、調査対象企業に直接に提供するよう要求でき

する記入方式に関して討論し、各社のデータ提出の期

る：

限、基準等の統一を図ることをお勧めする。また、国別報
告書により、グローバルなデータ開示に透明性が増すこと

►

►

多国籍グループが全ての国に国別報告書を提出して

になるため、企業は早めに関連データの開示がもたらす

いない。

潜在的なリスクを判断し、予防しなけばならない。

多国籍グループが既に他国に国別報告書を提出済

留意点として、42号公告は国別報告書の免除条件を規定

みであるが、国別報告書の受取国と中国との間で国

した。最終持株企業が中国居民企業である多国籍グルー

別報告書の自動情報交換体制を未だ構築されていな

プは、その情報が国家安全に係る場合、国家の関連規定

い。

に基づき、国別報告書の一部或いは全部の記入を免除さ
れる。

2国家税務総局が2014年6月30日に公布した「居住民企業報告国外投資及び所得情報に関連する問題の公告》（国家税務総局2014年第38号）、2014年9月1日に従来の表8「対外投資状況表」を廃止

。
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下記はその他主要国家及び地域の国別報告書の実施状
況である：
正式に立法化及び実施済み
米国、英国、フランス、オラン
ダ、アイルランド、デンマー
ク、イタリア、ポーランド、ポ
ルトガル、スペイン、EU、イ
ンド、日本、オーストラリア、
メキシコ

まだ正式に立法化されていな
いがドラフト公布済
ドイツ、オーストリア、ベル
ギー、フィンランド、ノルウェー、
ロシア、スロベニア、南アフリ
カ、スウェーデン、スイス、トル
コ

また、実務面から言えば、上述の新たに追加された開示要
求は、報告企業の財務及び税務チームに作業負担をもた
らす。企業の内部部門組織及び履行する職責業務プロセ
スを整理し、国外関連企業の情報を収集し、移転価格アレ
ンジの実態を反映させるため、「年度関連取引財務状况分
析表」を合理的なセグメント方法と基準で作成する等、多く
の時間と努力を要することが予想される。よって、企業には
事前に情報收集の作業を構築するようお勧めする。

2016年6月時点

関連取引報告表に対する観察
42号公告はBEPS第13項行動計画（移転価格文書及び
国別報告書）を基礎として、関連取引報告表に大きな変更
を施した。報告企業自身の状況、多国籍企業の国外関連
者の情報に対する透明性及び明瞭さの要求に具体性と
詳細さが増した。42号公告が納税者にもたらす影響及び
提案する対応措置は下記のとおりである。
►

中国税務機関は国外関連企業の情報収集を強調し
た。例えば、報告企業と重大な関連取引が存在する国
外企業の基本情報及び実際の税負担状況。実務操作
の面からは、報告企業がマスターファイル及び国別報
告書を準備する義務があるか否かに関わらず、42号
公告は既に中国税務機関が関連取引及び多国籍企
業の国外状況を把握するための開示要求を強化して
いる。

►

新たに追加された報告企業自身の情報の全面的な開
示（例えば、部門名称、部門職責範囲及び履行する業
務のフロー、関連部門の従業員数）は中国税務機関
が企業のバリューチェーン及び中国国内企業のグロー
バルなバリューチェーンにおける貢献等の情報に対す
る重視を体現している。

►

当該表を記入する義務がある企業は全て「年度関連
取引財務状况分析表」を開示しなければならない。税
務機関からすると、報告企業の関連取引の結果及び
財務状況を速やかにある程度把握することができる。
企業の関連者及び非関連者の財務結果の差異が大
きい場合、主管税務機関の関心と質疑を招く可能性が
ある。

よって、戦略面から言えば、多国籍企業はなるべく早急に
対応措施を検討し、グローバルな税務フレームワーク、中
国ビジネスに関わるバリューチェーン、及び関連者価格の
アレンジが合理的か否か等を評価する必要がある。これ
らの作業は多国籍グループの最終持株会社及び各構成
事業体（中国国内企業を含む）による協力を要し、早急に
対応する必要がある。報告企業は、マスターファイルの義
務があるか或いは国別報告書の対象となる場合、国外関
連会社と適時にコミュニケーションを行い、各ルートから提
出される情報の一致性を確保するよう強くお勧めする。

转让定价通讯
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安永中国移転価格パートナー
まとめ
2号文が施行されたこの8年間において、中国税務機関の移
転価格に対する関心度合いはより高まった。近年、中国税務
機関は積極的にOECDが主導するBEPS行動計画に参与し、
2014年から、呼応して、税総弁発[2014]146号「国家税務総
局弁公庁による対外支払多額費用反租税回避調査に関する
通知」、国家税務総局公告2015年第16号「企業の国外関連
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支払費用に関する企業所得税問題の公告」を公布した。今回
の42号公告は2号文及び国税発〔2008〕114号文の内容に対
し、大幅な改正を行った。また、移転価格に関連する調査及び
調整手段も同様に日増しに成熟さを増し、事案数及び関連す
る取引金額も年々増加している。
42号公告による、関連取引報告表にて新たに追加された報告
企業情報、国外関連者情報及び年度関連取引財務状况の開
示要求、及び国別報告書の開示要求（適用される場合）、ロー
カルファイルにおけるグローバルバリューチェーンの分析によ
るグローバルな利益配分の分析、地域性特殊要因分析及び
役務取引の開示、及びマスターファイルにおける開示（適用さ
れる場合）は、中国税務機関が問題のある企業を効率的かつ
適時に識別し、相応する措置を講じるのに有利となる可能性
がある。
グローバルのグループサプライチェーン及びバリューチェーン
の価値創造の観点から、企業は十分なリスク評価及び情報収
集を事前に行い、適時、問題点に対しコミュニケーションを通じ
た準備作業を行う必要がある。また、より厳格さと透明性を増
した関連取引の開示要求に対応しなければならない。そのた

広州

め、企業には、専門家の税務コンサルティングと相談を受けら

Carter Li
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れることをお勧めする。
企業は、来年の同時文書の準備期限の前までに、42号公告
において規定されたより厳格な同時文書の要求に対し、十分
な準備を行う必要がある。
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