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香港税務局、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に
関連する論点についてのガイダンスを公表 

 

 

 

はじめに 

COVID-19により、国境が閉鎖され、世界のビジネスはかつてないほどの影響を受けている。 多くの企業がビジネスのあり方の再考を求め
られ、従業員は通常の勤務地以外の場所で働くことを余儀なくされている。 2021年7月29日、IRDは、COVID-19の世界的感染拡
大に起因する税務論点に関するガイダンスを発行した（以下、IRDガイダンス）。 IRDガイダンスは、企業や個人の税務上の居住地、
恒久的施設（PE）、越境労働者の給与所得、移転価格に関する税務論点に関するIRDの一般的な見解を示している。上記の税
務論点に関するIRDの見解とアプローチは、OECDが2021年1月と2020年12月にそれぞれ発表した「租税条約と新型コロナウイルス
感染症の影響についての更新ガイダンス」と「新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」に概ね沿
った内容となっている。 

 

サマリー 

2021年7月29日、香港税務局（以下、IRD）は、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）拡大に起因す
る税務論点を検討するためのガイダンスを発行した。 このガイダンスでは、企業や個人の税務上の居住地、恒久的施設
（PE）、越境労働者の給与所得及び移転価格税制に関するIRDの一般的な見解が示されている。 

IRDは、租税条約が適用される際、納税者にある程度の確実性を提供するために、経済協力開発機構（以下、
OECD）の見解を概ね採用しているが、香港域内税法が適用される際には、IRDはCOVID-19拡大に起因する税務論
点に対応するための免除や解釈の緩和を認めていない。 香港の域内課税制度を考えると、域内課税の概念は基本的に
納税者に利益の発生場所を決定することを求め、香港域外を源泉とする利益は香港では課税されない。 したがって、香港
域外での利益を主張する納税者は、パンデミック中に従業員が香港で活動を行った結果もたらされた利益が、香港を源泉
とする利益であるとみなされる可能性がある。 同様に、個人が物理的に香港に滞在することで、たとえ国境閉鎖や渡航制
限が原因であっても、香港で課税対象となる可能性がある。 納税者は、自身の税務ポジションを慎重に検討するために、
税務アドバイザーに相談すべきである。 

 

香港タックスアラート 
（香港税務速報） 

第8回 | 2021年8月 

https://www.ird.gov.hk/eng/tax/tia_covid19.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060114-o54bvc1ga2&title=Updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-pandemic
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1060_1060114-o54bvc1ga2&title=Updated-guidance-on-tax-treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-pandemic
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1059_1059931-t94e20hrqo&title=Guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-COVID-19-pandemic
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ただし、IRDガイダンスは法的拘束力を持たず、IRDの一般的な見解を示したものに過ぎないことに留意する必要がある。各ケースは、そ
れぞれの事実と状況に基づいて評価される。 COVID-19の影響に関するOECDの分析に対するコメントの詳細については、香港タックス
アラート-第6回(2020年4月)を参照されたい。 

IRDの見解についてのコメント 

1. 企業の税務上の居住地 
COVID-19により、世界的な渡航制限が継続していることから、経営者が会議やビジネスを行う場所に変化が生じ、その結果として企
業の税務上の居住地が変更になるとの懸念が生じる可能性がある。 IRDは、OECDの見解に従い、パンデミック中に経営者が一時的
に別の場所で業務を行ったり、会議を行ったりすることは、企業の税務上の居住地の決定に影響を与えるべきではないとしている。 ただ
し、会社の居住地を評価する際には、IRDはすべての事実と状況を考慮し、ケースバイケースで評価を行うとしている。 

また、二重居住者となる場合、会社の税務上の居住地を決定するために、関連する香港租税条約に基づくタイブレークルール（tie-
breaker rule）が適用される。 関連する香港の租税条約に基づくタイブレークルールは、会社の経営および意思決定に参加する個人
が、関係する法域の少なくとも1つの政府によって勧告され、または課された公衆衛生措置の結果として渡航できない場合には、影響
を受けないと考えられる。 

 
2. 個人の税務上の居住地 
IRDは、OECDのガイダンスに従い、パンデミック中に他国の管轄区域に一時的に足止めされたとしても、公衆衛生上の制限が解除され
た後もその管轄区域に留まり続けない限り、個人の居住地が変更される可能性は低いとしている。 一般的に、個人が他国の税務上の
居住者になる可能性は低く、仮になった場合であっても関連する香港租税条約のタイブレークルールに基づき、通常は本国の居住者のま
まとなると考えられる。 

 
3. 恒久的施設(PE) 
IRDは、OECDの見解に従い、従業員が通常勤務する国または地区とは異なる国または地区で勤務する場合、通常、その新しい場
所において雇用主にPEの新設に関するリスクを生じさせるべきではないと考えている。 同様に、従業員や代理人が母国で一時的に契
約を締結しても、パンデミック前に既に習慣的に母国で雇用主のために契約を締結していた場合を除き、PEの新設に関するリスクを生
じさせるべきではないと考えている。 

COVID-19の世界感染拡大が一時的で異常な性質のものであることから、IRDは、香港に居住しない企業が香港にPEを持つかどうかを
判断する際に、柔軟なアプローチを採用するとしている。 IRDは、COVID-19に対応して各国政府が実施した公衆衛生措置による国際
的な渡航の混乱を含め、関連するすべての事実と状況を考慮する。 公衆衛生措置が終了した後も個人が自宅で仕事を続けている場
合には、IRDはPEが存在するかどうかを判断するために事実と状況を調査する。 

 
4. 給与所得 
IRDは、給与所得の適用についてもOECDの見解に従っている。 

租税条約が適用される場合においては、ある国の居住者である従業員がパンデミックのために香港に足止めされ、就業した場合、その従
業員が香港で過ごした追加の日数は183日テストルールでは除外される。 IRDガイダンスでは、検疫要件、COVID-19による認定病、政
府による渡航制限、政府の公衆衛生対策で必要となるフライトキャンセルなどの理由で従業員が渡航できない状況を想定している。 しか
し、IRDは、従業員が単に必要のない渡航を避けるように促されているだけの場合には、IRDのガイダンスは適用しないと明示している。 

IRDの見解によれば、租税条約が適用されない場合、60日免除ルールの日数計算の際、物理的に香港に滞在した日数を除外する余地
はないと述べている。 この点、租税条約が適用されない国の居住者が評価年度に60日以上香港に滞在する場合、COVID-19関連の渡
航制限や国境閉鎖、病気などが原因で香港に滞在している場合でも、IRDはその従業員の税務ポジションを決定するために香港での物
理的滞在日数を含めることになる。 

 

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/04/hk-tax-alert-06-j.html
https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/04/hk-tax-alert-06-j.html
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5. 移転価格税制 

比較可能性分析 

IRDは、パンデミック中の支配下取引の移転価格を評価するために、独立企業間価格の原則を維持するOECDの「新型コロナウイルス感
染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス」にほぼ従っている。 新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大している状況
においては、経済状況が例年とは異なることが多く、比較可能性分析を行う際に過去のデータを単純に利用できない可能性がある。 その
ため、IRDは、比較可能性分析を行う際に、パンデミックの期間中は別のテスト期間を設けたり、赤字の比較対象を含めることが適切であ
ると考えている。 また、独立企業間で損失が発生したことが判明した場合には、「限定的リスク」を担う企業が損失を被ったと認められる可
能性がある。 

また、IRDは、政府援助の受領も支配下の取引の価格に影響を与える可能性があるというOECDの見解に従っている。   

事前確認制度 

COVID-19は、予想外の経済状況の重大な変化をもたらし、納税者の事業は、事前確認制度（APA）に基づく条件を満たすことがで
きないほどの重大な影響を受ける可能性がある。 IRDはOECDの見解に従い、APAの取り消し、キャンセル、修正につながる条件（重要
な前提条件の違反など）が発生した場合を除き、既存の事前確認制度を支持している。 なお、納税者は、違反が発生してから1ヶ月
以内にIRDに通知する必要がある。 

 

KPMGの所見 
18ヶ月以上にわたるCOVID-19のパンデミックの影響により、世界中の政府が国外への渡航を制限している。 今回のIRDガ
イダンスは、これらの規制により一時的に国外に留まり続ける必要のある従業員を持つ納税者に安心感を与えるものであり、
多くの企業にとって歓迎すべきものである。 
 
IRDがOECDの見解に概ね従っていることは歓迎すべきことであるが、IRDガイダンスは、パンデミック中に企業が余儀なくされ
た業務の変化や管理・統制面の制限で、香港域内税法上の潜在的な納税義務が発生するような状況には対応していな
い。 これは特に、雇用主に代わってサービスを提供したり契約を締結したりするために国外に渡航することが習慣となっている
越境労働者が、渡航制限のために香港で働くことを余儀なくされている場合に関連している。 このような状況に、多くの企業
が直面しており、そのような納税者は、利益の一部または全部を香港域外源泉の非課税として処理していた可能性がある。 
香港の域内課税制度では、納税者は基本的に利益が発生した場所を特定する必要があり、香港域外を源泉とする利益
は一般的に香港では課税されない。 したがって、香港域外での利益を主張する納税者は、従業員が香港で活動を行った
結果もたらされた利益が、香港を源泉とする利益であるとみなされる可能性がある。 この点については、IRDによる更なる説
明が望まれる。 
 
しかしながら、IRDのガイダンスは、租税条約を適用できる場合には、パンデミック中の税務ポジションを決定する上で、納税
者に一定の安心感を与えるものとなっている。 また、租税条約が適用できない場合は、IRDによる免除や緩和が認められな
いことを確認する意味で、このガイダンスは役に立つことになる。 
 
ガイダンスの有無にかかわらず、従業員が一時的に勤務地を変更している場合、雇用主はその状況と政府の渡航規則を引
き続き注意深く監視し、それが本当にCOVID-19の結果として一時的に変更しているのか、それとも選択の問題なのかを見
極める必要がある。 特に、IRDによるこのガイダンスは、租税条約の解釈と移転価格の原則の適用にのみ適用されることに
注意する必要がある。 このガイダンスは、香港域内法の解釈には適用されず、また、従業員の勤務地変更が外部要因によ
る制限ではなく、自らの選択によるものである場合には適用されない。 納税者は、パンデミック中の税務ポジションを慎重に検
討するために、税務アドバイザーと緊密に連携し、慎重に対応する必要がある。 
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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。 
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Contact us 
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Head of Tax, China 
Tel: +86 21 2212 3421 
lewis.lu@kpmg.com 

 
 
 
 
 
 

Murray Sarelius 
National Head of People Services 
Tel: +852 3927 5671 
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