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香港タックスアラート （第3回） 

  

 

 

香港タックス・コンプライアンス最新情報  

     - 納税者に求められる対応とは 
2018/19年度を対象とした申告手続が開始されるこの時期は、これまでの香港税法改正の影
響をしっかりと検討する好機である。改正によっては、納税者はさまざまな税制優遇措置の利用
機会を得られる。一方で、IRDはこれまでよりも多くの情報にアクセスできるようになるため、納税
者は対象となる情報を意識しておく必要がある。主な税制優遇措置として、以下が挙げられる。 

• 二段階の事業所得税率制度 

• 研究開発（research and development、以下R&D）費の税額控除拡大 

• 3種類の知的財産権（intellectual property rights、以下IPR）に対する資本的支出に
関する税額控除 

• 特定の優遇税制への変更 

• 益金不算入規定がオンショアの私募オープンエンド型ファンド企業 (onshore privately 

offered open-ended fund companies、以下OFC) にも拡大適用 

しかし、香港税法における最も重要な改正は、移転価格（transfer pricing、以下TP）原則
及び3層構造のTP文書化規定を正式に税法に盛り込むことになったTP条例の制定である。新し
いTP原則に基づく重要な規定として、一定の香港事業体は、報告対象グループの最終親会社
に該当しない場合であっても、国別（country-by-country 、以下CbC）報告書規定の対
象となることが挙げられる。 

本稿は、それらの改正が香港の法人納税者にもたらす影響及び関連する事務手続を要約した
ものである。
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サマリー 

 
いくつかの税改正により、納税者はさまざ
まな税制優遇措置の利用機会を得た。
一方で、新たな税務情報の提出が要求
されている。 
 
こ れ は 、 香 港 税 務 局 （ Inland 
Revenue Department、以下IRD）
が今までよりも多くの情報にアクセスできる
ことを意味する。 
 
納税者は対象となる情報を意識しておく
必要がある。 
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2018/19年度の新しい税務申告書 

香港税法の各種改正を受けて、香港では2018/19年度における新しい税務申告書及び附属書
類のフォームがIRDより発行された。 

新しい香港の事業所得税申告書（フォームBIR51）には、益金不算入措置及び優遇税制に基
づく（例：再保険専門会社、認可を受けたキャプティブ保険会社、税制適格コーポレート・トレジャリ
ー・センター、税制適格航空機リース会社、税制適格航空機リース管理会社を営む納税者に関す
る) 改正を反映していくつか新しい項目が盛り込まれている。さらに、企業の主要な事業活動を明ら
かにするため、新たに香港標準産業分類（Hong Kong Standard Industrial Classification、以下
HSIC）コードをフォームBIR51の4.4の欄に記入することになった。 
納税者は該当するウェブサイト（ここをクリック）を参照して、自社の主要な事業活動のHSICコードを
確認することができる。 しかし、企業の主要な事業活動が複数ある場合には、企業は適切な判断を行
使してどれが企業の主要な事業活動であるかを決定しなければならない。HSICコードという新たな情
報の入手により、IRDは納税者の収益・費用の発生パターンや売上総利益の水準について同業種と
比較ができるようになる。 
しかし、香港の事業所得税申告書に関する最も重要な変更は、附属書類（フォームS1からS10）が
導入されたことである。当該附属書類は、提出が必要な場合、記入の上、事業所得税申告書と共に
IRDに提出する必要がある。附属書類は、次のように分類される。 

 

附属書類1 提出が必要な場合 

S1 2段階の事業所得税
率を選択する納税者 

関連企業（connected entity）グループのうち1社のみが2
段階の事業所得税率制度を選択することができる。当該制
度では、企業の利益のうち200万香港ドルまでが現在の半分
の税率（8.25%）で課税され、残りの利益は16.5%の税
率で課税される。 

2段階の事業所得税率制度による課税を選択する納税者
は、2018/19年度のフォームBIR51において2.3の欄にチェッ
クマークを記入する必要がある。 

納税者は以下のすべてに該当する場合にS1の附属書類を
提出する必要がある。 

• 課税対象所得が生じている 

• 2段階の事業所得税率制度による課税を選択 

• 香港で貿易、プロフェッショナルサービス又は事業を営む1
つ又は複数の関連企業（connected entity）を有す
る 

さらに、上記に該当する場合、納税者は香港で貿易、プロフ
ェッショナルサービス又は事業を営む関連企業のすべてを記載
する必要がある。しかし、ある企業がグループ企業の一員であ
り、グループ企業のうち1社が香港証券取引所（HKEx）に
上場している場合には、当該企業はフォームS1を提出する必
要はない。 

https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sc30.jsp?productCode=B2XX0005
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S2 移転価格 納税者は以下のいずれかに該当する場合、フォームS2を提
出する必要がある。 

• 関連者（related entity）と取引を行っている 

• 事前確認制度（advance pricing arrangement）を
締結している 

• CbC報告書の提出義務を負う多国籍企業（MNE）グ
ループ（すなわち、直前会計年度における連結グループ総
収益が68億香港ドル以上の報告対象グループ）に属して
いる 

フォームS2を提出したからといって、CbC報告に関する通知書
（notification）の提出が完了したことにはならないことに留
意されたい。 
香港で初めてCbC報告書が報告される期間は2018年12
月31日に終了する年度であるため、当該年度に関する最初
の通知書の提出期限は2019年3月31日となる。 

CbC報告に関する通知書の規定については下記を参照。 

S3 R&Dに対する支出 納税者は以下のいずれかに該当する場合、フォームS3を提
出する必要がある。 

• R&D費に関する損金算入を申告 

• エネルギー効率の高い建物設備への支出に関する損金算
入を申告 

S4 エネルギー効率の高い建
物設備(energy efficient 
building 
installations：EEBI)へ
の支出 

納税者は、エネルギー効率の高い建物設備への資本的支出
の100％について税額控除を申告できる要件を満たす場合、
フォーム4を提出する必要がある。エネルギー効率の高い建物
設備は、香港機電工程署（Electrical and Mechanical 
Services Department）の管轄する建物に関するエネルギ
ー効率登録制度（Hong Kong Energy Efficiency 
Registration Scheme for Buildings）に従い、当該設備
への支出が発生した年度に登録が行われている必要がある。 

S5 IROの第23B条に基づく
船舶所有者 

各 フ ォ ー ムは 、香港税務条例（ Inland Revenue 
Ordinance、以下IRO）の特定条文に基づく優遇税制の
適用を選択する納税者にそれぞれ関係する。 

 
フォームS5は、船舶所有者が香港内での船舶事業又は香
港海域から出発する航海から収益をまったく稼得していない
場合であっても提出する必要がある。 

 

S6 第14B条(1)(a)に基づ
く再保険専門会社 

S7 第14B条(1)(b)に基づ
く認可を受けたキャプティブ保
険会社 
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S8 第14D条(1)に基づく税
制適格コーポレート・トレジャ
リー・センター 

フォームS5からS10は、適格な納税者が所定の年度に優遇
税制の適用を受けるかどうかに関わらず、IRDに提出する必
要がある。 

 
これらの情報が提供されることで、IRDは納税者がそれぞれの
優遇税制に基づき実質的な活動要件を満たしているかどうか
を評価することができる。 

S9 第14H条(1)に基づく税
制適格航空機リース会社 

S10 第14J条(1)に基づく税
制適格航空機リース管理会
社 

 

CbC報告の通知書に関する規定 – どのような場合に規定が適用されるか? 

CbC報告の通知書は、報告対象グループに属する香港事業体が提出する必要がある。MNEグル
ープは、同グループの最終親会社（ultimate parent entity、以下UPE）が香港居住者の場合、 
直前会計年度における連結グループ総収益が68億香港ドル以上であれば報告対象グループに該当
する。UPEが香港非居住者であるMNEグループについては、報告義務が課される基準値は、UPEの
税務管轄区域によって指定される基準値を参照するか、又は2015年1月時点の7億5千万ユーロ
相当の金額となる。 

報告対象グループに所属する香港事業体は、以下の場合を除き、CbC報告書の提出義務を負う
UPE又は構成事業体（constituent  entity）を特定するために文書による通知をIRDに提出しな
ければならない。 

• 当該事業体が、当該グループの香港UPEでも、税務居住地が香港である当該グループの代理親
会社（surrogate parent entity、以下SPE）でも、当該グループのCbC報告書の提出を行
うことを承認された事業体でもない場合で、かつ 

• 通知書の提出期限までに、当該グループ内の別の香港事業体が通知書を提出している場合 

CbC報告に関する通知書は、報告対象グループの会計年度末から3カ月以内にCbC報告ポータル
サイトを通じて電子的にIRDに提出しなければならない。当該制度は、2018年1月1日以降に開始
する会計年度から適用される。報告企業は通知書をIRDへ電子的に提出する前に、CbC報告に
関するアカウントを当該ポータルサイトにおいて登録しなければならない。 

MNEグループに属する香港事業体は、通知制度を順守しない場合には罰則が課せられるため、自
らがCbC報告の通知書の提出義務を負うかどうかを判断すべきである。 

以下の表は、CbC報告に関する通知書とCbC報告書に関する提出期限をまとめたものである。 

会計年度の末日 CbC通知書の提出期限 CbC報告書の提出期限 
2018年12月31日 2019年3月31日 2019年12月31日 
2019年3月31日 2019年6月30日 2020年3月31日 
2019年6月30日 2019年9月30日 2020年6月30日 
2019年9月30日 2019年12月31日 2020年9月30日 

CbC通知書とCbC報告書に関する提出義務についての詳細は、香港タックスアラート2019年 – 第2
回をご参照ください。 

会計上の変更 

さまざまな会計上の変更も生じており、これらによっても重要な税務上の影響が生じる可能性がある。

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2019/01/tax-alert-2-hk-cbc-notification-and-reporting-requirements.html
https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2019/01/tax-alert-2-hk-cbc-notification-and-reporting-requirements.html
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2018/19年度の査定から、HKFRS第9号「金融商品」及びHKFRS第15号「顧客との契約から生
じる収益」が適用される（早期適用も認められている）。そのため、HKFRS第9号及び第15号に伴
う会計上の変更は、企業や金融機関が2018/19年度の査定のために提出する税務申告書に影
響を及ぼす可能性がある。したがって、納税者は特定の資産及び負債の会計処理方法に税金が及
ぼす影響、及び税務上と会計上のずれから生じる税務上の影響について検討する必要がある。 

さまざまな会計上の変更に伴う香港の税務上の影響についての詳細は、香港タックスアラート2018
年 – 第9回をご参照ください。 

IRDの重点分野 

明らかに、IRDは新しい様式や集計表を導入して納税者から多くの情報を得ようとしている。IRDは、関
連当事者取引、オフショア所得の申告、キャピタルゲインの申告、貸倒控除といった分野について審査
を厳格化するとともに、さまざまな会計上の変更を考慮した場合の収益及び費用項目の分類や認
識時期に関する課題に着目している。したがって、納税者は、IRDから問合せがあった場合に対応で
きるように申告内容の正当性を立証するのに必要な書類を保持することが引き続き重要である。 

税務に係る事務作業の負担増加は、すべての香港納税者に影響を及ぼす。したがって、納税者は
間もなく始まる納税手続に向けた自らの税務ポジション及び報告義務について評価及びレビューする
ため、専門家の支援を受けることを考えるべきである。 

 
 

1 2019年4月1日から施行。 電子申告可能な附属文書はダウンロード可能（ここをクリック) 

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2018/06/tax-alert-09-hk-tax-implications-of-recent-accounting-changes.html
https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2018/06/tax-alert-09-hk-tax-implications-of-recent-accounting-changes.html
https://www.ird.gov.hk/eng/tax/taxrep.htm
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KPMGの所見 

香港税法のさまざまな改正及び新しい開示規定を考慮すると、いくつ
か課題が生じると考えられる。香港納税者はそうした課題を認識する
とともに、香港税法改正などによって、以下をはじめ、事務作業の観点
からどのような影響を受けるかを理解する必要がある。   

• 納税目的で税額計算をする際、香港納税者はIRDと意見相違
が発生する可能性がある分野を検討し、必要な立証書類を入
手する必要がある。 

• 香港事業体が報告対象グループに属している場合、CbC報告のポ
ータルサイトを通じてIRDへの通知を要求される場合がある。納税
者は、移転価格の文書化規定（CbC報告書など）に備え、香港
事業所得税申告書と附属文書を正確に完成させるために、自社
の親会社から情報を入手することを開始すべきである。 

 

• 収益及び費用項目の形式や認識時期の変更によって生じてしまう
可能性がある課税所得及び（又は）控除可能支出の二重計上
を回避するために、会計上の変更に伴う経過措置は慎重に会計
処理するよう心掛けるべきである。 

 

お問い合わせ及びサポートは、貴社の税務アドバイザーまたはKPMG
の税務アドバイザーまでご連絡ください。なお、日本語でのお問い合わ
せは、下記担当者までご連絡ください。 
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