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事業所得税の優遇措置を特定の保険関連
事業者に拡大 

 

 

概要 

近年、香港政府は、金融サービス業界を支援するための優遇措置を次々に導入している。その一環として、保険業界の更なる発展と、
国際保険ハブ及びリスク管理センターとしての競争力を高める新たな優遇税制が導入された。香港政府は、2021年1月15日に、2020
年改正税務条例（保険関連事業の事業所得税に対する優遇措置）の2つの附属条例を官報にて公表し、新たに3種類の保険事
業を事業所得税の優遇措置の対象に加えることとした。この新たな優遇措置は、2021年3月19日より、特定保険会社及び認可を受け
た保険仲立会社に適用されている。 

 
優遇措置 

以前より、香港では優遇措置により、再保険専門会社、認可を受けたキャプティブ保険会社には、8.25％の事業所得税率（現行の
事業所得税率16.5%の半分）が適用されている。これに加えて、2021年3月19日に施行された新ルールにより、新たに以下の一定
の保険関連事業についても優遇税制が適用されることとなった。 

i. 元受保険会社によるすべての損害再保険事業（特定保険会社1）  

ii. 特定保険会社による一定のタイプの損害保険事業（特定損害保険事業） 

iii. 認可保険仲立会社による一定のタイプの保険仲介事業 
 
 

特定保険会社とは、香港において、または香港から事業を行っている保険会社のうち、以下の分類に属する保険会社をいう。 
i. 保険局が認可した、あらゆる種類の保険事業を行う会社 

ii. ロイズ保険組合 
iii. 保険局による引受会社組合

サマリー 
2021年3月19日より、一定の要件を満たした香港で事業を営む保険関連事業者に対して、8.25%の優遇
事業所得税率が適用されている。 
納税者は、現在の事業内容及び活動を精査し、本優遇税制の適用要件を満たすための事業の見直し及び
それによるビジネス上及び税務上の影響を検討する必要がある。 
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ただし、次の5つのリスク及び賠償責任を対象とする特定損害保険事業は、適用から除外されている。 

(a) 健康リスク 

(b) 住宅ローン担保保証リスク 

(c) 自動車損害リスク 

(d) 労働者災害補償責任 

(e) 不動産所有者の第三者賠償責任 

新ルールには租税回避防止規定（所謂、主要目的テスト）が定められている。元受保険会社が保険または再保険の売買取引を行い、
その取引の主要目的または主要目的の1つが納税義務の回避若しくは先送り、または納税額の引下げの場合、本優遇税制の適用は
認められない（例えば、複数の元受保険会社が、主に税務上の便益を目的として各社が抱えるリスクの一部を割譲するために、再保険
を購入し合う場合）。 

また新ルールには以下に関する規定も含まれている。 

• 現在の事業所得税率16.5％を適用する事業と異なる、8.25％で課税される適格保険事業の課税利益の確定 

• 適格保険事業及びその他の事業から得られる、優遇対象となる営業収入及びその他の営業収入に対応した損失の処理 
 

実質的な事業活動に関する閾値要件 

過度な租税回避行為を防止するための「税源浸食と利益移転（BEPS）」による国際的な基準の要請を満たすために、改正税務
条例には、優遇税制の適用を受けるために必要となる、実質的な事業活動の要件が定められている。具体的には、香港において事業
を営む適格納税者であること、及び、閾値要件の充足かつ主要な所得を生み出す事業活動が香港で行われていることが必要となる。
元受保険会社の損害再保険事業、損害保険事業及び認可保険仲立会社については、当該評価年度の基準期間中に、以下の最
低閾値を充足することが求められている。 

 

適格事業活動 香港における常勤の適格従業員数 香港において発生した営業費用 

相互保険会社である特定保険会社 4名以上 200万香港ドル以上 

相互保険会社以外の特定保険会社 7名以上 400万香港ドル以上 

認可保険仲立会社 3名以上 100万香港ドル以上 

 

航空機リース税制や船舶リース税制などの他の優遇税制と同様に、最低閾値が、優遇税制の適用要件として十分かどうかの判断は、
当局の裁量に委ねられている。この点、実際の適用方法に関する追加指針が香港税務局（IRD）より開示されることが望まれる。 

 
 

KPMGの所見 

保険関連事業に対する新しい優遇税制は歓迎すべきものであり、多くの保険会社及び保険仲介会社による香港での地域拠点設立また
は香港への移転が進むことが期待される。また、この優遇税制により、香港の保険事業者は、「一帯一路」構想や「粤港澳大湾区（グレ
ーターベイエリア）」構想への投資を検討している企業とのビジネス機会を捉えることができ、競争上の優位を確立することができると考えら
れる。 

納税者は、現在の事業内容及び活動を精査し、本優遇税制の適用要件を満たすための事業の見直し及びそれによるビジネス上及び税
務上の影響を検討する必要がある。また、優遇措置を受けるための閾値要件を確実に充足できるすよう、自社の業務内容及び香港の
位置づけを見直すことも必要である。IRDが、新ルールへの移行に関するコメントを含め、本優遇措置の適用に関する指針を適宜発行す
ることを期待する。  
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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。 

 

 

 
 
Naoko Hirasawa 
平澤 尚子 
Co-Head of GJP China Tax  
Tel:+ 86 212212 3098 
naoko.hirasawa@kpmg.com  

 

 
 

Vivian Chen  
ヴィヴィアン チェン 
Co-Head of GJP China Tax  
Tel:+86 755 2547 1198 
vivian.w.chen@kpmg.com 

  
 

Keigo Yoshida 
吉田 圭吾 
Director 
Tel:+ 852 2685 7603 
keigo.yoshida@kpmg.com 

 
 
Hoshiyuki Takahashi 
高橋 星行 
Senior Manager 
Tel:+ 852 2685 7951 
hoshiyuki.takahashi@kpmg.com 

 
 
Yosuke Nakano 
中野 陽介 
Manager 
Tel:+ 852 2143 8656 
yosuke.nakano@kpmg.com 

 
 

Atsushi Ito 
伊藤 篤史 
Manager 
Tel:+ 852 2978 8215 
atsushi.ito@kpmg.com 

 

 
 

Ryuichi Watabe 
渡部 隆一 
Manager 
Tel:+ 852 2826 8015 
ryuichi.watabe@kpmg.com 

 
 
Deborah Leung 
デボラ リョン 
Manager 
Tel:+ 852 2685 7742 
deborah.leung@kpmg.com 
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Contact us 
 

Lewis Y. Lu 
National Head of Tax 
Tel: +86 21 2212 3421 
lewis.lu@kpmg.com 

 
 
 
 
 
 

Matthew Fenwick 
Partner 
Tel: +852 2143 8761 
matthew.fenwick@kpmg.com 

John Timpany 
Head of Tax, Hong Kong 
Tel: +852 2143 8790 
john.timpany@kpmg.com 
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