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2013 年 7 月 9 日、経済協力開発機構（以下、｢OECD｣という）は、税源浸食と利益移転

（以下、｢BEPS｣という) に関する問題について多国間の提携を行うという行動計画を公

表した。OECD は、モスクワで開催された主要 20 カ国の財務大臣・中央銀行総裁会議

(以下、｢G20｣という)に合わせて当該｢BEPS｣に関する行動計画を公表した。これは世界

各国が共同で国際税収体系の現代化への推進に注力し始めることを示している。当該行

動計画は 15 項目の具体行動を提出し、予期効果および時間表を明らかにしている。 

 

我々が予測するように、中国はOECDの重要提携パートナーとしてBEPSの発展動向を

しっかりと注視し、一部の具体的な行動計画に向けて適切な国内税務法規を制定する。

これらの税法の公布および税務の監督重点の変化は中国における多国籍企業の国際

税務と移転価格に重大な影響を与える見込みである。中国の税務審査および調整によ

るリスクを下げるために、国内で運営する多国籍企業はできる限り早く、現行の税務プラ

ンニングに対して適切な健康調査を行い、BEPS 行動計画にある関連する弱い段階を見

つけ、積極的に対応を図り改善すべきであると提案する。 

 
背景 
 

一部の多国籍企業の税収措置に関する過激な議論は昔から今に至るまで長く続いて

いる。1960年代から一部の多国籍企業は常に関連者会社間の価格戦略、特許許可

権の譲渡、国境に跨る利息の支払い、特許権使用料の分担などを人為的に手配する

ことにより、異なる地域での税負担を軽減または除去すると欧米諸国の一部の市民は

考えている。 

 

この数年来、持続的なグローバル経済の衰退により、多くの国々の財政収入の国内総生

産に対する割合は大幅に減少している。財政収入の不足により、BEPS の問題は一部の

国家では最高レベルの政治問題にまで引き上げられ、国家財政部門の解決に差し迫っ

た主要任務となっている。2012 年 6 月 18 日および 19日の両日、ロスカボスで開催され

ていた G20 首脳サミットに合わせて、各参加国の財政部長は、OECD が BEPS の問題

につき調査研究を行い、2013 年 2 月までに報告書を提出することを委託した。 
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2013 年 2 月 12 日、OECD は『税源浸食と利益移転への対応』の報告(以下、｢BEPS 報

告｣という)を公表してその調査研究の結果をまとめた。OECD の研究によると、一部の多

国籍企業は関連するタックスプランの戦略の運用を通じて最後には実際にはなんと 5％

のみの法人税納付、一方、一部の小型企業が納付する法人税は 30％に上るとみられて

いる。また OECD の研究も示しているように、幾つかの小さな地域が経由地として利用さ

れ、一部の大型工業国と比較してその大きさに見合わない大量の直接投資を外国から

受け入れたり、るのと同時に、主要先進国および新興国に対して、その経済規模をはる

かに上回る投資を行っている。当該報告の終わりにあたって、OECD は、国際的な行動

計画を策定して今回の研究で発見された租税回避の問題のために具体的な行動プラン

を提供すると示唆している。新たに公表された行動計画は即ち BEPS 報告で言及された

課題である。 

 

BEPS行動計画 

 

各国が国際税収体系の現代化プロセスに必要な変化および調整について一致した意

見に達成するために、BEPS行動計画は意欲的なタイムフレームを制定した。BEPS報
告提起された問題に対応するために、この計画は15項目の特定な行動プログラムを

明らかにし、今後2年間半かけて展開していくものである。とくに共通認識に依存する

項目については、2015年12月と定めている。 

 

具体的行動の内容は下表のとおりである: 

 

行動 1 – デジタル経済およ
び電子ビジネスによる税務
上の課題への対応 

デジタル経済および電子ビジネスが現行の国際的な

税収法規の実施にもたらす主要な課題を発掘し、これ

らの課題を解決する具体的な方策を策定するもので

ある。また直接税および間接税に関連する税務問題

を全面的に検討する。 

 

行動 2 – ハイブリッド事業
体･商品によるミスマッチア
レンジメントの解消 

ハイブリッド投資ツール･法律実体による影響(例えば

二重不課税、二重控除および長期の課税繰延など)を

解消するために、モデル税収協定の関連する条約を

制定し、国内法規の改訂に関する提案を行う。 

 

行動 3 – タックス・ヘイブン
対策(CFC)税制の強化 
 

支配外国会社の管理規則の制定に対して提案する。 

 

行動 4 - 利子控除または
その他の税務費用の損金
算入による税源浸食を制
限 

利子支払(例えば関連者および第三者の債務の利用

による過度な利子の控除または免税所得、繰延所得

の発生)およびその他の経済的に同等に取り扱われ

る費用などの支払いによる企業の税源浸食に対応す

るために、関連する法規の制定に最良の対処法を提

案する。 

 

行動 5 – 税務プランニング
上の透明性の向上とその
実態に注目することを通じ
た脱税･租税回避の行為に
対する効果的な対応 

脱税･租税回避に係る税務条約を改正する際に、多

国籍企業の税務プランニングの透明性の向上を考慮

することが優先されるべきである。例えば強制性の規

定について、多国籍企業が享受する優遇税制に係る

ルーリングは、情報交換により自発的に一国の税務

部門から別の国家税務部門に伝達されるべきであ

る。また例えば、多国籍企業は一国で、ある優遇税制

を享受したいならば、ある｢実質性の経営活動｣という

要求を満たさなければならない。 
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行動 6 – 租税条約協定の
濫用の防止 

不適切な税収協定の恩典利用を防止するために、モ

デル税収協定に係る条約の制定と国内法規の改正

に関する提案を行う。 

 

行動 7 –  

恒久的施設（PE）としての
地位の意図的回避の防止 
 

法律根拠がない場合に、PE ステータス行為(匿名代

理行為およびその他の特定行為を含む)の回避を防

止するために、PE の定義の改定を行う。 

 

行動 8 - 移転価格の結果
と価値創出(無形資産)との
整合性の確保 

多国籍企業のグループメンバー間での無形資産移転

による税源浸食･利益移転を防止するために、関連す

る規定を策定する。具体的なルールとして、より包括

的かつ明確な無形資産の定義を導入したり、無形資

産の移転に伴う利益と価値創出との整合性を確保す

る。さらに評価が困難な無形資産に係る特別規定を

策定する。原価分担協議に係る法律方針を細分化す

る。 

 

行動 9 – 移転価格の結果
と価値創出(リスクと資本)
との整合性を確保する 

多国籍企業のグループメンバー間でのリスク移転ま

たは特定のグループメンバーへの過度な資本の配分

による税源浸食･利益移転を防止するために、関連す

る規定を策定する。具体的なルールは以下のとおり

である。資本を付与するまたは契約上のリスクを負担

するという理由だけで不合理的な利益を得ることを防

止するために、関連する措置を策定する。 

 

行動 10 – 移転価格の結果
と価値創出(その他の高リ
スク取引)との整合性を確
保する 

納税者の独立企業間での起こりえない、または起こる

ことが稀である取引による税源浸食･利益移転を防止

するために、関連する規定を策定する。具体的なルー

ルは以下のとおりである。経済的実質により関連者取

引の性質を改めて明確にする。グローバル･バリュー

チェーンにおける移転価格の算定方法の応用を明確

化する。税源浸食を目的としての管理費用および本

部経費の支払いを制限する。 

 

行動 11 –  

BEPS及びBEPSへの対処
行為に関するデータの収
集・分析手法の策定 
 

BEPS の規模と経済的な影響を評価し、それに対応

する提案を行う。これらの対応措置の効果を評価する

ツールを確保する。 

 

行動 12 -  

アグレッシブ・タックス・プラ
ンニング・アレンジメントの
報告の義務化 
 

税収管理およびビジネス運営によるコストを考慮し、

関連する国家の経験に学んで、企業に対して濫用的

な取引、アレンジメントおよびストラクチャーの開示を

定める。 

 

行動 13 -  

移転価格の文書化規定の
見直し 
 

移転価格アレンジメントの透明性を向上させるための

移転価格の同時文書に係る法規を策定する。多国籍

企業に対して、共通のテンプレートにまとめられたグ

ローバル収入配分、経済活動および各国での支払税

額に係る情報を、関連する地域の政府に提出するこ

とを要求する。 
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行動 14 -  

紛争解決メカニズムの改
善 
 

相互協議を結ぶ国家による紛争解決の障害問題に

取り組むために、解決法を策定する。仲裁条約の欠

けることや場合によって、相互協議が否定されること

を含む。 

 

行動 15 -  

多国間の取極めの策定 
 

各税区が BEPS 計画を実施し、現行の二国間の税収

協定を改正し、多国間メカニズムを構築するために、

関連する税収および公共国際法律に係る問題点への

分析を行う。 

 

 

KPMG の所見 

 

BEPS 行動計画は中国の国際税収および移転価格に深遠な影響を与える。中国国家税

務総局は今、BEPS プログラムの進展に密接に注目し、BEPS の研究を手本として現行

の税収政策を適切に改正している。それ以外にも、BEPS に係る新規定が公表される以

前に、中国の地方税務当局も現有の中国税務政策を執行する際に、BEPS 報告および

行動計画を非公式の方針としてクロスボーダー取引における税務および移転価格の問

題を評価するだろう。そのため、多国籍企業がクロスボーダー取引を行う際に、BEPS の

影響を考慮することは極めて重要である。 

 

我々の経験および国家税務総局との交流によると、BEPS 報告および行動計画は中国

で以下の税務分野に影響を与えるだろう: 

 

1. 多くの多国籍企業は海外でグループ内部の融資プラットフォーム、無形資産保有会

社あるいは中国外にシェアード・サービス・センターを設立し、中国に設立された関

連者企業に費用を請求している。例えは、利子、特許権使用料およびサービス料等

の費用は損金算入の方式を通じて中国の企業所得税の税源を減少する。これらの

費用を受け入れる会社は海外で比較的低い税率あるいは免税を享受することがで

きる。BEPS 報告は中国の税務当局に、二重不課税を享受する対外支払いをさらに

厳しく調査させる切欠となる。これは上述のアレンジメントがある多国籍企業に税務

およびキャッシュフロー面で不利な影響を与える。 

 

2. 非定型の価値創造の機能（たとえば R&D 機能、ブランド構築または市場開拓）を営

むが、リスク回避を目的として契約（関係会社委託生産、配送、R&D）によって定額

の収入を得ている中国企業は、BEPS 環境下において移転価格の問題に直面する

であろう。中国税務当局は全体のバリューチェーンの中での残存利益を得るべくして

中国での実際の機能により注目するであろう。事業活動が中国において無形価値を

創造している可能性がある納税者は、さらに必要な調査を受けるだろう。 

 

3. 中国の税務当局は中国企業とオフショア企業との取引における営利的実態が基本

的に備わっているかに注目する。中国税務当局は、すでに営利的実態に関して強調

している受益権者および間接譲渡に係る租税回避行為に関する規定をさらに強化

するであろう。移転価格関連でも、国家税務総局は、約定のリスク分担方法のみに

頼って利益配分を行うという対処法を否定しており、営利的実態を考慮して利益配

分を行うことを強調するだろう。例えば、ある中国企業がオフショアの関連者会社に

サービスを提供し、コスト･プラスによって費用を回収し、サービスを享受したオフショ

ア企業が別の契約を介して、営利的実態として機能していないにも拘わらず、差額

の利益を得る場合がある。このような取引は実質が形式より重要だという観点に基

づけば、中国の税務当局は調査の際に、非常に問題視されるであろう。これは多く

の現存の税務構造およびサプライチェーン･プランニングに大きなリスクを存在させ

る。 

 

4. BEPS 行動計画における、価値創造に係る描写｢措置を取る際に独立企業原則に従

う必要がある｣は、納税者が移転価格を決定する上で必ずしも明確なものではない。

納税者と関連者との間で行われる不定常の関連者取引または商流、無形資産に関

連した取引、あるいは比類なく高額な取引は、税務当局の監査の際により高いリス

クにさらされ、または税務当局に従来と異なる調整方法を実施される余地を残す。

BEPS行動計画の価値創造を理由として、中国の税務当局は本部経費配賦にさらに

注目し、中国の企業所得税税法の実施条例にある｢管理費用｣については損金算入

を認めないかもしれない。さらに中国税務当局は中国により多くの利益が配分され

るようにロケーションセービングやマーケットプレミアムのような「立地上固有の有利
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性（LSAｓ：location-specific advantages）」を含めて｢価値創造｣を広義に解釈す動

きに出るだろう。 

 

5. 中国の税務当局は非居住企業の中国における機構場所(即ち、税収協定の中のPE
ステータス)への税務調査を強化する。その内、現行の税務申告および登記要求を

より厳しく執行することが含まれるかもしれない。例えば国家税務総局令第 19 号お

よび国税発[2009]124号である。それ以外、中国の税務当局は、非独立の代理人か

ら構成される代理PEステータスを利用して、中国で大量の生産および販売場所を建

設せず、主に中国の代理機構を招聘することを通じて中国に高利益の製品を輸入

する多国籍企業を調査するだろう。なお、中国の税務当局は、デジタル経済および

電子ビジネスの環境におけるクロスボーダー取引がPEステータスを生じるかに注目

しており、執行する際に OECD のモデル協定における最新の解釈公文を応用する

であろう。 

 

6. 中国の税務官員が把握する情報量を増加させ、彼らが調査対象を確定し、税収調

査を実施することに集中するために、中国の税務当局は税務記録及び情報開示に

係るより多くの要求を出して多国籍企業の税収プランニングの透明度を高めさせ、

同時に、納税者に税務申告によるより多いプレッシャーをかけタックスポジションを説

明させたり、結果としてペナルティを課すだろう。国際上、不適正な税収プランニング

の行為を防止するために、国家税務総局は税収協定を締結した国家との情報交流

を強化するだろう。 

 

上述のように、BEPS 報告の公表は中国の税務当局が中国の国際税務管理面で改

革を推進することに対して理論的な依拠を提供している。国家税務総局は今後の数

ヵ月間に、反租税回避、移転価格、PEステータスの判定、実際管理機構の判定およ

びタックスヘイブンなどを含んだ一連の法規を公布する予定である。これらの措置は

概ね BEPS 行動計画と一致する。 

 

対策として、多国籍企業は直ちに現行の税務プランニングに対して現状調査を行い、

BEPS行動計画に基づき、潜在的な弱点を識別し、改善措置を取ることを提案する。

これらの措置は、グループ内における機能、資産および人員への調整、支持として

の法律、税収および移転価格同時文書の準備、中国の税務リスクを下げるための

内部統制および作業ガイドラインの制定または改正などが含まれる。BEPS の出現

は一つの新たな国際税務時代の到来を表してる。十分な準備を整えてこそ、多国籍

企業はビジネス運営に影響なく、過度の税務コストを負担せず、安定した環境を実

現できる。 
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