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背景 
 
2017年 10月 27日、IRD（香港税務局）は、解釈・実務指針 54 - 航空機リース税制
（以下、「DIPN 54」http://www.ird.gov.hk/eng/pdf/e_dipn54.pdf）を公表した。 
DIPN 54 は、2017年 7月に導入された航空機リースの新たな優遇措置の適用に関する
様々な税務上の取り扱いを明確にしている。主な税制上の優遇措置は以下の通りである。 
 

• 「適格要件を満たす航空機の貸手」が計上した航空機のリース収入には、その純リース収入
に対して 1.65％の税率で課税される。（純リース収入は、総リース収入から税務上の減価
償却以外の控除可能な費用（資金調達コスト等）を控除した額であり、その 20%相当
額に 8.25％（香港における標準税率の半分）を乗じて算定される。） 

 

• 「適格要件を満たす航空機リース管理取引」には 8.25％の税率が適用される。この取引に
は、航空機の調達及びリースといった通常のリース取引に加えて、航空機取得を目的とした
関連会社への融資、適格要件を満たす貸手から航空機を取得するために航空会社に貸
付を行ったり、残価保証を行う幅広いファイナンス取引も含まれている。  

 

追加ガイダンス 
 

航空機リース事業は複雑であることから、新たな優遇措置が実務上どのように適用されるのか、
明確にすべき事項が山積みであった。 下記の DIPN54 のガイダンスによって、多くの実務上の
取り扱いが明確化された。 
 
• 航空機リース取引とは、企業による航空機オペレーターへの航空機の貸付けと定義される。
特に注意すべきことは、これまでは企業と航空会社の間に仲介会社を介在させた場合、税
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制上の優遇措置が適用されなかった点である。 しかし、DIPN54 によれば、IRDは商業的
慣習により仲介会社を介入させるケース（貸手または借手が所有しているかどうかにかかわ
らず）が多いことを認識しており、これらの場合にも税制上の優遇措置を受けられる可能性
があるとしている。IRD は、航空機リースの税制上の優遇措置の適用を決定する上で、その
取り決めに関連する税制上のメリットを含む、すべての事実と状況を勘案すると述べている。 

 
• 税制上の優遇措置を受けるためには、企業は香港に管理統制部門（Central 

Management and Control, 以下、「CMC」）を設置する必要がある。 DIPN 54 は、
執行役員および上級管理職が香港における企業の戦略、財務及び経営方針の意思決定
に関する日常的な責任を主として負う場合、かつ、香港で当該意思決定に必要な日々の
活動を主に行っている場合、航空機の貸手又は航空機リースの管理者は香港に CMC を
有していると判断されることを明示している。  

 
• 特別目的事業会社（Special Purpose Vehicles, 以下、「SPVs」）が、リース航空機
を所有するために組み込まれることがよくある。これらの SPVs には、香港居住者証明
（Hong Kong Tax Residency Certificate, 以下、「TRC」）を取得するための十分
な取引履歴がない場合がある。 DIPN 54 では、そのような SPVsの TRC申請を IRD が
処理する際に考慮する事項のガイダンスを提供している。特に、申請者は、5年間の事業
計画や将来予想される香港の税金明細等の書類を提出する必要があるとしている。IRD
は、SPVs が TRC の要件充足の有無を評価する際に、SPVs の予測データを検討すること
を予定している。これは、IRD の実務上の実質的な変更点である。 

 
• 航空機を資金調達リースに利用している貸手は、税制上の優遇措置の対象外となる。これ
は、所有権移転もしくは航空機を購入するオプションが含まれるリースは、税制上の優遇措
置を受けられないことを意味する。ただし、DIPN54 は、借手がリース終了時に公正市場価
値で航空機を購入することを可能にする別個のオプション契約がある場合、リースに関連しな
い別個の取引として扱い、貸手が税制上の優遇措置を受けることができると明示している。 

 
• 他の要件においても触れたとおり、企業が税制上の優遇措置を受けるのは、当該企業が航
空機を所有する場合に限られる。 DIPN54 によれば、IRDは SPVs を介在させることによ
り法的および経済的所有権を分離する実務上の必要性（例えば、財務リスクの分離、航
空機の移転許可など）があることを認識している。SPVs の構造が適切である場合、IRD
は「所有権」の要件を満たしていると判断する場合がある。 

 
• DIPN 54 は、航空機リースに対する外国源泉所得税を借手が負担している場合には、航
空機の貸手には外国源泉所得税額控除が適用されないとしている。 

 

コメント 
 

DIPN54は関係者により提起された多くの不明確な事項を解決している。全体として、当該優
遇措置の適用は歓迎すべき変更であり、香港を世界有数の金融中心都市として発展させてい
くための政府の更なる取り組みにつながるだろう。KPMGは、これらの取り組みを歓迎し、香港を
新しいビジネスを創設する魅力的な場所にしていくために、引き続き香港の税法に関する更なる
改革を期待している。 
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