
   
 
 
 
 

 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

背景 
 
中国国家税務総局が国税発「2009」2号文「特別納税調整実施弁法（試行）」（以下、

「２号文」）を発布してから既に4年経つ。2号文中の同時文書化規定の執行の一部

として、各地の税務機関は企業から同時文書を収集、それらを審査、評価し、その

過程において多くの経験を積んできた。中国国家税務総局は同時文書の総体的な

品質を高める方法の研究を続けており、今後、同時文書の品質向上を図るための

具体的な指導を含む規定を発行する可能性もある。 
 
各地の税務機関は、同時文書の内容の正しさ、および完全さへの要求以外に、同

時文書の個別記載項目である企業組織構造、生産経営状況、関連者取引状況、

比較性分析、あるいは移転価格算定方法等の内容に対しても独自の要求を行う場

合がある。このような地方毎の執行実務の違いは、企業の同時文書準備を難しく

する。 
 
本稿では、各地の税務機関の同時文書に対する最近の注目点、およびそれに関

連したKPMGの所見をまとめる。 
 
各地の税務機関の同時文書に対する注目点 
 
最も注目すべきなのは、国家税務総局の担当官があるセミナーで、同時文書は関

連者取引に対する事後の補足説明、あるいは検証ではなく、移転価格の政策決定

の過程をサポートできる記録であるという考え方を表明したことである。これは、企

業に対して「移転価格決定時」（および取引期間）の背景、考慮および最終的な価

格政策についての説明を求めている。さらに、国家税務総局は、企業の機能・リス

クに対する説明が、その実際の取引、および移転価格算定方法と整合するかどう

かについても注目する。 
 
よって、企業は、その同時文書の中で、移転価格政策の決定者、移転価格設定の

過程、業界の競争状況、産業連鎖上の関係（いわゆる産業の川上、川下など）や、

これらに関連する企業の組織構成、生産経営、関連者取引、機能リスク等に対す

る詳細な説明を行わなければならない。また、上記以外に、移転価格決定原則、そ

の方法、移転価格の構成要素、各年度の結果、その結果と移転価格決定原則や

方法の差異の有無、あればその差異の原因、そして、その移転価格が独立企業間

原則に適合することなどについても説明する必要がある。 
 
各地の税務機関は、2号文の同時文書化規定に対する自らの独自の見解を実務

上取り込むようになった。以下は、私たちが日頃の業務を通じて経験した各地税務

機関の同時文書に対する重要な要求のまとめである。 
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本稿要旨： 
 
• 各地の税務機関は同時文書管理を

強化しており、またその内容に対し

て独特の要求を行う。 

 

• そのような税務機関の要求に対応

するため、企業は同時文書作成上

いくつかの点に留意する必要があ

る。 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

© 2013 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2013 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 



企業組織構造については、持株構成を完全に公開し、かつ各部門の職責に対する

説明が必要。 
 
生産経営状況については、第三者による業界報告書に過度に依存するのではなく、

企業または取引の業界や産業連鎖における位置付け、および今後の動向に対す

る説明が必要。 
 
関連者取引状況については、関連者取引と非関連者取引の実行過程における相

違点と類似点の説明が必要。 
 
比較性分析については、比較企業の選択過程、比較性調整に対する定量分析、

および今後の動向の分析も加えた説明が必要。同時に、企業の異なる年度におい

て、関連者取引の状況、あるいは機能・リスク面で大きな変化が生じた場合には、

その変化を比較して説明することも必要。 
 
また、ある税務機関は、業界をリードする企業の利益獲得能力は同業他社を越え

るべきであるため、その企業は独立企業間利益幅の中位値以上の利益を稼ぐべき

と考える。 
 
移転価格算定方法については、最終的に選択した移転価格算定方法と企業の機

能・リスクとの整合性について説明することが必要。 
 

KPMGの所見 
 
近年、国家税務総局により「管理、サービス、調査」の三位一体の租税回避防止体

制がますます強化される中、「管理」段階の業務がより重要視されるようになってい

る。問題を事後的に解決する「調査」業務に比べ、それを事前に発見、改善するた

めの「管理」業務は、課税リスクに対する企業の認識を高めると共に、税源の確保、

および調査段階における税務機関の人員コストを削減でき、徴税効率を高められ

る。2011年において、「管理」業務、「サービス」業務、および「調査」業務を通じた

税収はそれぞれ、208億人民元、7億人民元、および24億人民元増えた。その内、

「管理」業務による税収は全体の約87％を占め、2010年の約8倍となっている。 
 
「管理」業務は、関連申告書の審査、同時文書の管理、および追跡管理の三つか

ら成る。その内、同時文書管理が最も重要なものである。2号文発布後の4年間、

各地の税務機関において同時文書の審査を担当する組織が新設され、同時文書

は既に各地の税務機関が移転価格案件を分析する際の最初の資料となった。企

業の同時文書に対する審査を通してその移転価格問題を発見した場合、税務機関

は企業に対して自主的な所得調整を要求する、または当該企業に対する移転価

格調査を開始することが多い。よって、同時文書は、企業にとって単なる法令遵守

のための書類でなく、移転価格調査リスクの低減を図り、かつ税務機関の訊問に

対し、自らの移転価格の合理性を証明するための土台と位置づけられるべきであ

る。 
 
私たちは、法定義務のある企業に対しては適切に同時文書を準備すること、また

すでに複数年度にわたって同時文書を準備している企業には、それら文書の間で、

関連者取引や機能・リスク分析、あるいは数値に必要な整合性を保つよう注意を

払うことをお勧めする。各年度の同時文書には、前年度文書を機械的にコピーする

のではなく、各年度における企業の経営状況を個別、具体的に反映する必要があ

る。また、必要に応じて、比較性分析や移転価格方法なども修正する必要がある。 
 

その他、以下のような状況にある企業に対しては、同時文書の準備を特に重視す

るよう推奨する。例えば、過小資本状態にある企業、あるいは関連者との間で費用

分担契約を結ぶ企業は、標準比率を超える支払利息や分担した費用を損金算入

するため、法令に従って特有の同時文書を準備する必要がある。あるいは、国税

函[2009]363号文が定める単一機能企業が損失を計上した場合、同様に法令に従

った特有の同時文書を準備する必要がある。また、利益水準が同業他社を下回る

企業の場合、その負担する機能・リスクと利益水準の関連性、および利益低迷の

原因を合理的に説明できるようにしておかなければならない。さらに、国家税務総

局が公開した移転価格税制執行の重点対象業界（例えば、電子、自動車、大型小

売業、タイヤ、衣料品・靴製造等）に属する企業や、重点取引（来料加工、無形資

産取引など）に従事する企業は、同時文書の準備を通して潜在的な移転価格リス

クを把握し、かつその低減を図るべきである。 
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税務機関の同時文書審査に効果的に対応するため、企業は移転価格リスク管理

の意識を高め、同時文書の準備を重視しなければならない。国家税務総局の意見

に沿って、各地の税務機関は同時文書化ルールを徹底的に執行すると同時に、2
号文が要求する同時文書準備の大枠の中で、独自の具体的な解釈や見解も織り

込むようになっている。同時に、かれらは、同時文書を審査した結果、追加資料の

提出などを要求する可能性がある。企業は管轄税務機関と良好な意思疎通を維

持すると共に、税務機関からの関連照会に対し、適時、的確な対応が求められる。 
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