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WCO公布の関税評価及び移転価格ガイドライン 

世界税関機構（WCO）は、このたび関税評価及び移転価格に関する新たなガイドラインを公布した。新ガイドラインでは、関税評価と移

転価格との関係及び税関当局が、関税評価のために移転価格情報を用いて関連者取引を審査する可能性について 言及している。ま

た、WCOは、企業が関連資料を準備するにあたり、税関当局の要求を考慮することを奨励している。 

一部日用品の輸入関税に対する調整 

税関総署は、2015年 5月 29日付で第 21号公告を公布した。同公告によると、2015年 6月 1日より、スキンケア用品、スーツ、ブー

ツ、紙おむつ等の日用品の輸入関税の税率が引き下げられる。このうち、スキンケア用品及び紙おむつの税率は 2%にまで引き下げら

れることから、これら輸入日用品の中国国内消費を更に促すことになると期待されている。 

香港・マカオとの CEPAに基づく 

ゼロ関税の対象品目に関する原産地基準（新規）を公布 

税関総署は、2015年 6月 1日付で 7月 1日から香港・マカオとの経済貿易緊密化協定（CEPA）に基づくゼロ関税の対象品目に関する

原産地基準（新規）を執行すると発表した。原産地に関する税制上の優遇措置を引き続き享受できるよう、関連する輸出入業務を行う

企業は当該基準に留意する必要がある。 

初の商品分類に関する行政裁定を公布 

税関総署は、2015年 6月 3日付で初の商品分類に関する行政裁定を公布した。当該裁定では「偏光フィルム（偏光板）」についての商

品分類と税則番号 9001.2000が裁定された。 

外国人観光客の購入物品に係る出国時税還付に対する 

税関総署の監督管理の規範化 

税関総署は、2015年 5月 8日付で「外国人観光客の購入物品に係る出国時税還付の税関監督管理規定に関する公告」を公布した。

同公告により、外国人観光客が出国時に税還付を希望する場合、税関に自主的に申告を行い、税還付の対象となる商品、税還付申請

書、税還付対象商品の販売インボイス（発票）、本人の有効な身分証明書を提出することが明らかとなった。 

延滞金の減免に係る事項の明確化 

税関総署は、2015年 6月 5日付で「税額延滞金の減免に係る事項の明確化に関する公告」を公布し、延滞金の減免条件及び申請プ

ロセスを明確にした。なお、延滞金の減免手続きは徴税所在地を管轄する税関関税部門が取り扱うことになる。 

2015年 5月 - 6月 

 カスタムポリシーアップデート 
   (税関の重要政策と最新動向) 



商品分類決定の公布 

税関総署は、2015年 6月 25日付で 2015年商品分類決定（Ⅱ）を公布した。当該決定は、磁心を装置した設備等 10種の商品に及ん

でおり、関連商品の分類を明確にした。 

各地の税関政策の最新動向 

深圳市・前海自由貿易区で外商投資参入特別管理措置を正式に実施 

前海管理局は、2015年 5月 8日付で前海自由貿易区が同日から正式に外商投資参入特別管理措置を実施すると通知公布した。 

広東省及び天津市自由貿易区の輸入税収政策を公布 

財政部、税関総署、国家税務総局は、5月に共同で、広東省及び天津市の自由貿易区における輸入税収政策を公布した。そのうち、

関税の選択制徴収政策は広東省及び天津市の自由貿易区において試行される見込みである。当該政策は、自由貿易試験区の税関

特殊監督管理区域内に設立された企業により生産、加工され、かつ、自由貿易試験区を経由して中国国内で販売される商品につい

て、企業の申請に基づき、当該商品の生産、加工工程において使用された輸入原材料又は実際の輸出入申告の進捗に応じて関税を

徴収するものである。 

上海自由貿易試験区の発展促進に向け、上海税関が一連の公告を公布 

上海自由貿易試験区の発展をさらに促進するため、上海税関は 6月に一連の公告を打ち出した。公告の内容は、中国（上海）自由貿

易試験区における第 2回「銀行担保口座」の試行、「オフショアサービスアウトソーシングの全過程保税監督管理制度」の実施、商品の

現物市場保税取引の展開、「一区登録、四区経営」制度の推進などである。関連措置の目的は上海自由貿易試験区の改革を一層促

進することである。 

Contact us お問合せ先 

Northern China 華北地域 

Eric Zhou  周重山 

Partner  パートナー 

Email: ec.zhou@kpmg.com 

Tel: +86 (10) 8508 7610 

Helen Han  韓瀅 

Director  ディレクター 

Email: h.han@kpmg.com 

Tel:  +86 (10) 8508 7627 

Central and Eastern China  華中・華東地域 

Anthony Chau  周咏雄 

Partner  パートナー 

Email: anthony.chau@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 3206 

Dong Cheng  董誠 

Director  ディレクター 

Email: cheng.dong@kpmg.com 

Tel: +86 (21) 2212 3410 

Sothern China 華南地域 

Lilly Li  李一源 

Partner  パートナー 

Email: lilly.li@kpmg.com 

Tel: +86 (20) 3813 8609 

Philip Xia  夏穎 

Senior Manager  シニアマネージャー 

Email: philip.xia@kpmg.com 

Tel: +86 (20) 3813 8674 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. 

© 2015 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. © 2015 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. The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

kpmg.com/cn

tel:+86%20(10)%208508%207610
tel:+86%20(10)%208508%207627
tel:+86%20(21)%202212%203206
tel:+86%20(21)%202212%203410
tel:+86%20(20)%203813%208609
tel:+86%20(20)%203813%208674
mailto:ec.zhou@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
mailto:h.han@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
mailto:anthony.chau@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
mailto:cheng.dong@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
mailto:lilly.li@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
mailto:philip.xia@kpmg.com?cc=enquiries.hk@kpmg.com&subject=Web:[Customs-Policy-Update]
http://www.kpmg.com/cn



