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租税条約の恩典享受に関する新政策の公布 

税務機関への「資料提出」から「事後管理における審査に備える関連資料の保存」に変更 

概要 

国家税務総局は、2019年10月22日付けで「非居住納税者による租税条
約の恩典享受に関する管理弁法」（国家税務総局公告2019年第35号）
を公布し、これに合わせて2015年に公布した60号公告を廃止した。35号
公告は、2020年1月1日から施行される。当該新政策は、租税条約の恩
典享受に係る資料を税務総局への提出から、納税者が事後管理における
審査に備えて保存することに変更し、60号公告で規定された納税者又は
源泉徴収義務者からの資料提出に対する要求を大幅に簡素化した。これ
は、国際租税徴収管理分野における「自己申告、事後管理」モデルの実施
徹底であり、外国投資者にとって中国で獲得した利益の送還や他のクロー
ズボーダー投資に対して更に多くの利便性を提供する。 

非居住納税者が自ら租税条約の恩典を享受 

o 非居住納税者が租税条約の恩典を享受するには、「自己判断、申告
享受、事後管理における審査に備える関連資料を保存する」方法で行
い、かつ税務総局からの事後管理を受ける。 

o 非居住納税者は、「非居住納税者による租税条約の恩典享受に関す
る情報報告表」（以下「情報報告表」）に、偽りなく記入し、申告する
際に添付して提出するか、或いは源泉徴収又は指定源泉徴収する際
に源泉徴収義務者に自主的に提出する。 

本アラートの分析対象法規： 

• 「非居住納税者による租
税条約の恩典享受に関
する管理弁法」（国家税
務総局公告2019年第35
号 、 以 下 「 35 号 公
告」）。同公告は、国家
税務総局が2019年10月
22日付けで公布。 

• 『「非居住納税者による
租税条約の恩典享受に
関する管理弁法」に関す
る国家税務総局の公告』
（国家税務総局公告
[2015]60号、以下「60号
公告」）。同公告は、国
家税務総局が 2015年8
月27日付けで公布。 

第31回 2019年10月 

チャイナタックスアラート 
（中国税務速報） 
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事後管理における審査に備えるために保存する資料 

o 租税条約の締約相手国の税務当局より発行され、非居住納税者が
所得を取得した年度、或いはその前年度の居住者身分を証明できる
居住者身分証明書。租税条約上の国際運輸条項又はその恩典を享
受する場合、居住者身分証明書の代わりに、租税条約に規定された
身分に該当することを証明できる証明書を用いることができる。 

o 関連所得の取得に係る契約書、合意書、董事会又は株主総会の決
議、支払伝票などの証憑書類や証明資料。 

o 配当、利息、ロイヤリティなどの租税条約の恩典を享受する場合、「受
益者」の認定に係る資料を保存する必要がある。 

o 非居住納税者が自身の租税条約の恩典享受条件を満たすことを証
明できると考えられる他の資料。 

源泉徴収義務者の責任 

源泉徴収義務者は源泉徴収申告を行う際、非居住納税者が記入した
「情報報告表」の情報の完全性のみを確認したうえで、それを源泉徴収申
告の付表として税務機関に提出するだけでよい。 

非居住納税者が源泉徴収義務者に自主的に「情報報告表」を提出して
いない、又は記入した情報が不完全である場合、源泉徴収義務者は、中
国国内の租税関連法規定に基づき直接税金を源泉徴収する。 

税務機関の事後管理 

非居住納税者が租税条約の恩典を享受できるものの、享受せずに税金を
過大納付した場合、租税徴収管理法の規定期限内に（税金の決算納
付日から3年以内）自ら又は源泉徴収義務者を通じて過大納付した税
額の還付を申請できるとともに、関連する保存資料を提出することができる。
税務機関は申請の受領日から30日以内に調査・確認を行い、租税条約
の恩典享受条件に適合する場合、過大納付した税額に対して還付手続
を行う。 

主管税務機関は事後管理又は税金還付の審査業務において、非居住
納税者又は源泉徴収義務者に指定した期限までに関連資料の提供や調
査への協力を求めることができる。非居住納税者又は源泉徴収義務者が
主管税務機関からの要求を満たせない場合、非居住納税者は租税条約
の恩典享受条件に該当しないとみなされる。 

非居住納税者が租税条約の恩典享受条件に該当せず、かつ税金を未納
或いは過少納付した場合、非居住納税者は関連法規定に基づき税金申
告・納付を行っていないとみなされる。主管税務機関は、関連法規定に基
づき未払税金を追徴し、かつ非居住納税者の延納責任を追及する。源泉
徴収する場合の延納期限は、源泉徴収申告を行って租税条約の恩典を
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享受する日から起算される。また、主管税務機関は、該当する非居住納
税者の中国国内における他の収益プロジェクトの支払側の未払金からも当
該非居住納税者の未払税金を追徴できる。 

主管税務機関は、事後管理において租税条約の主要目的テスト（PPT）
或いは中国の租税関連法規定における一般的租税回避防止規定
（GAAR）を適用し、一般的租税回避防止の関連規定を適用できる。 

KPMGの所見 

総じて、新政策の公布は、国際租税分野における徴収管理効率の向上
をサポートする。納税者が自己申告を行う際、又は源泉徴収義務者が源
泉徴収申告を行う際、「情報報告表」を提出するだけでよく、かつ情報報
告表には享受する租税条約の恩典条件の具体的な内容は含まれない。
実質的な租税関連資料は、すべて納税者が税務機関からの事後管理に
おける審査に備えて自ら保存するため、非居住納税者と源泉徴収義務者
の資料提出における負担を大いに軽減した。 

しかし、留意すべきことは、非居住納税者にとって、便利な税務申告方法
に加えて、中国において税務処理の確実性を得ることも重要な要望の1つ
である。一部の租税条約の条項及び政策指導が比較的原則的なもので
あるため、多重持株構造やグループ間取引に係る支払方法の取決めなど
の複雑な事項の処理において、税務機関が要求する処理方法とは異なっ
た方法を用いることがよくある。また、中国は正式に事前照会制度を構築し
ていないため、非居住納税者が税務機関と有効にコミュニケーションを行え
る手段は限られており、事前届出管理の撤廃は別の視点から見れば、納
税者が税務機関と事前にコミュニケーションできる機会を失い、関連租税事
項の不確実性を高めた。なお、各地の税務機関が35号公告の実施に向
けて、どのような措置を講じるかに注目し続ける必要がある。 

35号公告は管理プロセスを立法の要点としているものの、細部の規定は依
然として曖昧さが残るため、非居住納税者が事後管理における審査に備え
て保存する資料の準備には明確なガイドラインに欠けている。例えば、配当、
利息、ロイヤリティなどの租税条約の恩典を享受する場合の「受益者」認定
の具体的な資料、財産収益条項を適用する場合の会社の持分価値に占
める不動産の割合計算に必要な資料、及び一部の恒久的施設（PE）
を構成しないと判定した資料などは、納税者が実体法の関連規定に基づ
き「自己判断」を行わなければならないため、非居住納税者のリスク評価能
力に対する要求が更に高まっている。 

35号公告は源泉徴収義務者に対して、主に源泉徴収義務及び事後管
理への協力義務を規定した。35号公告は源泉徴収義務に対して比較的
明確に規定しており、60号公告で要求した多くの情況報告表をなくし、源
泉徴収義務者は納税者の自主判断が租税条約の恩典享受の基準に該
当するか否かを判断する必要性がなくなり、「情報報告表」のみを提出して
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源泉徴収を行えばよい。しかし、如何に事後管理をサポートするかについて、
35号公告は源泉徴収義務者の具体的な協力義務に関する詳細な規定
が欠如している（例えば、源泉徴収義務者はどの程度税務機関に協力す
ればその責任を果たして協力義務を履行したとみなされるか、源泉徴収義
務者が納税者から資料の原本を入手できない場合に関連責任を負う必
要があるか否か、源泉徴収義務者が非協力的であるため、税務機関は納
税者が租税条約の恩典享受条件に該当するか否かを確認できない場合
に納税者への救済措置があるか否かなど）。留意すべきことは、35号公告
は、税務機関が事後管理又は税金還付の調査・確認業務において、源
泉徴収義務者が税務機関の要求に基づき関連資料を提供しない場合、
主管税務機関は関連規定に基づき源泉徴収義務者の責任を追及するこ
とができることを明確に規定した。この規定は、源泉徴収義務者の協力義
務を一定程度拡大したこととなり、実務上で税務機関と企業間で論争を
引き起こす可能性がある。租税徴収管理法の改定及び事後の法規定の
整備により、越境取引における源泉徴収義務者の責任や義務を更に規定
し、明確なガイドラインを示されるよう期待する。 

35号公告の税金還付規定は、基本的に60号公告の規定を用いたため、こ
れまで実務上の問題点が依然として存在する可能性がある。例えば、納税
者は、明記された事後管理における審査に備えて保存する資料に加えて、ど
のような資料を別途に提出する必要があるか。法規定では30日間の審査
期間を規定したものの、実務上納税者はそれを遥かに上回る時間を費やさ
れる可能性がある。また、税務機関が要求する資料は、源泉徴収義務者に
関する資料であるケースがあるものの、非居住納税者と源泉徴収義務者と
は非関連者である場合、非居住納税者は要求された資料を提供できずに、
事実上税金還付プロセスの停滞に繫がる可能性がある。加えて、35号公告
は税金還付プロセスに対して詳細な規定を制定していない。実務上、税務
機関が源泉徴収義務者に税金還付手続の申請を要求するケースがあるも
のの、しかし、源泉徴収義務者には税金還付事項を担う義務はない。これ
らの問題点は、今後更なる明確化が期待される。 

なお、35号公告に明記されていない事項はほかにも、事後管理における審
査に備えて保存する資料の保存期間がある。租税徴収管理法の関連規定
に基づき、非居住納税者の事後管理の審査に備えて保存する資料の期間
は10年間である。しかし、非居住納税者の所在国における資料の保存期
間が10年以下である場合、納税者はどのように処理すべきか。 
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 共に新たなパワーを呼び込み、 
租税のルートも自ずから広がって行く。 
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