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注目された経済ニュース（4 月） 

【マクロ経済】 

中部地区で質の高い発展を推進、中央政府が指導意見 

中央政治局会議は 3 月 30 日、「新時代における中部地区の質の高い発展推進に関する指導意見」を審

議した。2006 年の「中部地区の崛起を促進する若干意見」、2012 年の「中部崛起戦略の実施促進に関する

若干意見」、2016 年の「中部地区崛起の促進計画（2016-2025 年）」に続き、中央政府が打ち出した中部地区

発展に関するもう一つの指導文書である。 

会議では、中部地区は全国大市場の重要な構成部分および空間的ハブとして、優位性を発揮し、現代化

インフラ体系と現代流通体系の建設を加速し、長江中流と黄河中下流域の中原エリア都市群の発展を促進

し、農村部の振興を全面的に推進することを表明した。イノベーションを発展の第一原動力として、科学技術

革新によって産業発展を牽引するとともに、クリーン、低炭素路線を堅持し、エネルギーの効率的な利用や生

態環境の保護を重視していくとしている。 

中部地区には山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南 6 省が含まれており、2020 年の名目 GDP は 22 兆

2,246 億元と、全国の 21.9％を占めている。第 14 次 5 カ年計画では、中部地区は先進製造業基地の構築、

重点分野の自主革新能力の向上、内陸地区開放高地の建設、生態クリーン発展構図の強化という方針を示

した。 

2020 年 10 月に、中央政治局会議は「成渝地域の双城経済圏建設計画綱要」を審議し、西部地域の成渝

双城経済圏の発展計画は国家戦略にレベルアップし、京津冀、長江デルタ、グレーターベイエリア（粤港澳

大湾区）と並び第四のけん引役都市圏になると考えられている。これまで、北部・東部・南部と西部にはそれ

ぞれの重要な都市圏戦略が打ち出された。今後、中部地域においては「長江中流都市圏」「中原都市圏」が

潜在的な重要都市圏であり、第五のけん引役都市圏になると期待されている。 

 

気候変動サミット、中国は石炭利用減少を強調、米中結束も 

気候変動サミットは 4 月 22 日にオンラインで開催され、米バイデン大統領は 2030 年までに温室効果ガス

の実質排出量を2005年比で50-52％削減する目標を発表し、2050年までに排出量を実質ゼロにするとした。

中国の習近平国家主席は、石炭に依存した中国のエネルギーシステムの改善とグリーン開発に関する取り組

みについて述べ、2030 年までに石炭消費量を段階的に削減する方針を明らかにした。中国は未だに CO2

排出量の増加が継続し、排出のピークアウト（2030 年）から実質ゼロ（2060）までの期間が先進国よりも短く、

「それを実現するためには大変な努力が必要」との見方を示した。米中両国は 4 月 18 日、気候変動問題を担

当する特使を中国上海市に派遣し、会談を終えて共同声明を発表し、貿易や知的財産権・技術競争を巡り

対立が深まっているものの、気候変動では結束する姿勢を示した。 

 

1～2 月の国有企業経営業績、経済回復と低ベースで大幅増 

中国財政部は 3 月 29 日、2021 年 1～2 月の国有企業経営業績を発表した。それによると、経営総収入は 10

兆 1,929 億元、前年同期比+33.7％となったが、昨年のベースが低かったため大幅プラスに転換した。そのう

ち、国務院国有資産管理委員会と財政部が直轄する中央企業が 5 兆 9,987 億元（同+25.5％）、地方政府が

直轄する地方国有企業が 4 兆 1,942 億元（同+47.5％）と何れも大幅に改善した。 

一方、経営利益では、総額としては 5,489 億元（同+150％）であり、うち、中央企業は 4,077 億元（同+96.9％）

に対して、地方国有企業は 1,412 億元、前年同期比が同+960％と大幅に増加した。 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2021 年 4 月 27 日 第 499 期  
 

 3 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

【図表 1】1～2 月国有企業の経営業績 

実数（億元） 前年同期比（%） 実数（億元） 前年比（%） 実数（億元） 前年比（%）

営業総収入   101,929.2 33.7   632,867.7 2.1   625,520.5 6.9

うち　中央企業      59,987.3 25.5     353,285.6 ▲1.9     358,993.8 6

うち　地方国有企業      41,941.9 47.5     279,582.1 7.5     266,526.7 8.2

営業総費用  未発表  未発表   614,685.2 2.8   609,066.1 7.1

うち　中央企業  未発表  未発表     336,920.8 ▲1.3     344,900.0 5.9

うち　地方国有企業  未発表  未発表     277,764.4 8.3     264,166.1 8.6

経営利益     5,489.4 150.0    34,222.7 ▲4.5    35,961.0 4.7

うち　中央企業       4,077.0 96.9      21,557.3 ▲5.0      22,652.7 8.7

うち　地方国有企業       1,412.4 960.0      12,665.4 ▲3.6      13,308.3 ▲1.5

税引後純利益  未発表  未発表    24,761.7 ▲5.6    26,318.4 5.2

うち　中央企業  未発表  未発表      15,718.0 ▲5.6      16,539.9 10.4

うち　地方国有企業  未発表  未発表       9,043.7 ▲5.5       9,778.5 ▲2.7

所得税     9,273.5 24.0    46,111.3 ▲0.2    46,096.3 ▲0.7

うち　中央企業       6,959.0 22.6      32,088.5 ▲0.8      32,317.1 ▲0.7

うち　地方国有企業       2,314.5 28.5      14,022.8 2.4      13,779.2 ▲0.6

費用利益比率（Ratio of Profits to
Cost）

 未発表  未発表 5.60% ▲0.4Pt 6.00% ▲0.1

うち　中央企業  未発表  未発表 6.50% ▲0.2Pt 6.70% 0.2

うち　地方国有企業  未発表  未発表 4.60% ▲0.6Pt 5.10% ▲0.5

資産負債率（Debt Asset ratio） 64.30% 0.0Pt 64.00% 0.2Pt 63.90% ▲0.2

うち　中央企業 67.00% ▲0.4Pt 66.70% ▲0.3Pt 67.00% ▲0.4

うち　地方国有企業 62.50% 0.4Pt 62.20% 0.6Pt 61.60% 0.1

金融企業除く 2020年 2019年2021年1-2月

 

 

サービス業開放拡大、天津、上海市、海南省、重慶を試行都市に追加 

国務院は 20 日、天津市、上海市、海南省、重慶市の４省・直轄市におけるサービス業の開放拡大の総合

試験実施方案を承認した。試験期間は３年。今後各地から具体策が発表されるとみられる。2015 年 5 月、北

京市でのサービス業の開放拡大の試験実施方案を承認。6 年ぶりに 4 省・市が試験対象に加わるのは、ハイ

レベルの対外開放が新たな段階を迎えたことを意味する。 

新規試験都市の条件について、国務院発展研究センターの研究員は、①サービス業とサービス貿易の発

展基礎、②制度革新と統制力、③模範と牽引作用などを挙げた。4 地域の位置づけとして、上海は国際経済、

金融、貿易、水上運輸センター、天津は北方の産業センター、海南は自由貿易港、重慶は中西部の重要な

代表としている。生産性サービス分野において、4 地域は北京に比べより大きな発展余地があるとみられる。

過去 10 年間、中国の新興生産性サービス貿易収支の年平均伸び率は 8％、うちコンピューターサービスと知

的財産権使用費の伸びは 17％、13％となった。一方、米国、ドイツ、日本の新興生産性サービス貿易収支の

年平均伸び率は 4.6％、5.5％、6.6％だった。 

 

産業の空洞化への警戒感が高まり、地方政府は製造業促進施策で「未富先老」を防止 

2006 年の中国製造業の付加価値の対 GDP 比は 32.45%に達したが、これがピークとなり、その後、同割合

が縮小傾向に転じており、2019 年は 27.17%まで低下した。ほかの先進国と比べて、中国製造業の割合の縮

小ペースは速かった。米国は 27 年間で 8.1 ポイント、日本は 23 年間で 2.8 ポイント下落したのに対し、中国

は 13 年間で 5.3 ポイント下落した。また、経済発展水準を見ると、中国は高所得国になっていないうちに、製

造業の比重は下落段階に入ったという「未富先老」リスクが高まる。 

2012 年以降、人件費、原材料費などのコストが上昇し、製造業企業利益は大幅に減少した。欧米のハイエ

ンド制造業は自国へ還流し、東南アジアの労働集約型制造業の優位性が強くなっている状況下では、中国

制造業の世界市場における競争優勢は徐々に弱まる可能性がある。「十四・五」計画の中で、「製造業の割

合の維持」という目標が盛り込まれている。これを受け、重慶、武漢、西安、東莞、青島、佛山といった多くの

都市が 2021 年の政府活動報告の中で制造業の発展計画を提出し、新技術などと制造業の融合を推進し、
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制造業の比重の下落傾向に歯止めをかけることを図っている。 

 

【産業・企業】 

化学大手の中国中化と中国化工、経営統合 

国有資産監督管理委員会（国資委）は 3 月 31 日、化学大手の中国中化集団と中国化工集団が経営統合

すると発表した。国資委が出資する新会社の傘下に 2 社が入る形で経営統合する。再編によって、中央企業

数は 96 社に減少する。 

中化集団はエネルギー、化学工業、農業、不動産、金融といった 5 大事業部を設立。化工集団は化工新

材料と特殊化学品、農用化学品、石油化工と精製製品、ゴムダイヤ、化工装備、科学研究設計など 6 つの事

業セクターを有する。統合後の新会社は生命科学、材料科学、基礎化学工業、環境化学、ダイヤゴム、機械

装備、都市運営、産業金融など 8 分野の事業を展開。2 社傘下の域内外上場会社は中化国際、鲁西化工、

揚農化工、中化化肥、アダマなど 17 社ある。統合後の従業員数は 22 万人規模になるとみられる。 

 

広州、東莞、合肥、東莞、南通と 5 都市は住建部の不動産市場重点調査対象へ 

4月 8日、住宅と都市・農村建設部の副部長は広州、東莞、合肥、東莞、南通の責任者に対談を設け、「政

治的な立場を明白にし、不動産市場の安定かつ健康な発展の重要性を認識すべき」と、都市政府の責任者

に土地価格、住宅価格、予期目標の安定化を維持するよう求めた。 

住建部が都市政府の責任者に対談を設けたことに関する発表はまれであり、前回は 2018 年に遡る。2018

年の対談対象は西安、海口、三亜、長春、ハルピン、昆明、大連、貴陽、徐州、佛山、成都、太原といった 12

都市であった。今回は 3 年ぶりに対談を再開したことになる。 

広州、合肥、寧波は第 1・2 級都市であり、不動産コントロールの対象とされるのは一般的であるが、今回指

名された東莞、南通は珠江デルタ、長江デルタの大都市周辺の中小規模都市として注目を集めた。東莞と南

通も中央政府からの直接的に関与されることは、都市圏の周辺都市においては住宅市場の投機的現象が存

在し、監督管理が強化される必要があるとみられる。 

 

水素エネルギーは地方政府の「十四・五」計画に盛り込まれ、広東・江蘇・山東の企業数が最多 

カーボンニュートラル目標の確立を受けて中国では新エネルギー市場の発展が重視されている。そのうち、

水素エネルギーの発展は重点分野の 1 つである。4 月 10 日時点に、23 の地方政府は「十四・五計画」、2020

年政府工作報告或いは発展計画の中で、水素エネルギー関連の政策目標を掲げ、水素エネルギーの産業

集積地の建設を計画。広東、甘粛、河北、山東、内モンゴル、陝西、吉林、広西といった 10 箇所の地方政府

が水素エネルギー「十四・五」計画に盛り込んでいる。 

国際水素エネルギー委員会の統計によると、2050 年までに、世界で水素エネルギーの割合が 10%に達し、

関連産業チェーンの付加価値は1兆5,000億米ドルに達するという。目下のところ、中国の水素エネルギーは

発展の初期段階にある。啓信宝の調査データによると、主要業務が水素エネルギーに関連する経営中の非

小型零細企業は全国で 3,500 社未満であるが、同じ条件で検索した場合、風力エネルギー企業は 11,000 社

であった。非中小零細の水素エネルギー企業の地域分布から見ると、広東（554 社）、江蘇（286 社）、山東

（266 社）、浙江（191 社）、上海（166 社）、北京（147 社）が上位 5 位となっている。 
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【金融】 

アントに業務改善要求、金融持ち株会社設立へ 

中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会（銀保監会）、中国証券監督管理委員会（証監会）、国家

外貨管理局は 4 月 12 日、アリババグループ傘下の金融会社、螞蟻科技集団（アントグループ）に再度行政

指導を行った。人民銀行の潘功勝副行長は聴取結果について回答し、以下 5項目の業務改善内容を明らか

にした。 

①決済サービスの不当競争行為を是正し、電子決済サービス「支付宝（アリペイ）」と消費者ローン「花唄」

「借唄」などの金融商品の不適切な接続を切断すること、②法に基づき、ライセンスを取得した上で個人信用

調査事業を展開し、個人情報の収集と使用を必要最低限にとどめること、③アントが全体として金融持ち株会

社を設立し、金融活動を行う全ての事業を新会社の傘下に置くこと、④コーポレートガバナンスを改善し、違

法な貸付、保険、理財（財テク）といった金融活動を見直し、高レバレッジとリスク波及をコントロールすること、

⑤ファンド商品の流動性リスクを防止し、「余額宝」の残高を圧縮すること。 

アントも 13 日、当局指導の下で改善案の検討と策定を完了したと発表。金融持ち株会社、個人信用報告

会社を設立する意向を示した。 

 

FTSE ラッセルは 2021 年 10 月から中国国債を指数に組み入れ 

FTSE ラッセルは「FTSE 世界国際インデックス」（WGBI）に中国国債を 2021 年 10 月 29 日から 3 年かけて

段階的に組み入れる。最終的な中国国債のウェートは5.25%に達し、英国債を上回って6番目の大きさとなる。

これにより、中国国債はブルームバーグ・バークレイズ指数、JP モルガン・チェース GBI-EM、FTSE ラッセル

WGBI といった世界的に主要な指数に組み入れられることになる。 

スタンダード・チャータード銀行は、中国国債の WGBI への組み入れにより、中国債券市場における海外

資金の流入は 1,300～1,560 億ドルに達すると見込んでいる。2021 年末時点で、外資による中国国債の保有

比率は 2020 年末の 9.1%から 11.5～12%まで上昇するという。 

国家外国為替管理局の王春英副局長兼報道官は、新型コロナが続いている中、中国経済のファンダメン

タルズが率先して回復し、金融政策の安定が維持され、中国債券の収益率が世界主要国の中で比較的に高

いため、人民元資産がリスク回避資産とされる傾向があると表明。多くのパッシブ運用ファンドはすでに中国

国債購入のテンポを速めている。但し、海外資本による中国国債の更なる買い増しを呼び込むため、中国の

国債市場においては、債券指数先物などのリスクヘッジ手段の提供、国債取引市場の流動性の向上等様々

な工夫が必要とされる。 

 

【地方】 

海南自由貿易港に更なる優遇措置を打ち出し、市場参入を大幅に緩和 

4 月 8 日、国家発展改革委員会、商務部は共同で「海南自由貿易港建設を支持するための市場参入緩和

の若干特別措置に関する意見」（以下「意見」と略称）を発表した。「意見」に、医療、文化、教育、宇宙航空、

新エネルギーなどのサービス業とハイエンド製造業を中心に、22 か条の規制緩和措置が盛り込まれた。 

医療分野では、海南自由貿易港が処方薬のネット販売を自由化し、薬品市場へのアクセス並びに医療契

約研究機関（CRO）市場へのアクセスの制限を緩和し、海南のハイエンド美容医療産業の発展を支持し、海

南医療健康産業発展混合改革基金を設立する。 

教育文化分野では、中国国内の有名大学が海南省に国際学部を設立し、基礎科学・応用型理工系学科

を中心に、「一帯一路」沿線から国際留学生を募集する。 
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宇宙航空分野では、海南自由貿易港は商業宇宙航空分野の市場参入を最適化し、衛星リモートセンシン

グ、北斗ナビゲーション、衛星通信、量子衛星、チップ設計、宇宙輸送（ロケット）、宇宙観測制御などの商業

宇宙航空産業チェーンの実行を推進し、海南の文昌市に全国ないしは全世界の商業宇宙航空先進地区を

建設する。 

このほか、海南自由貿易港は民用航空、体育市場等への参入障壁を大幅に緩和し、新エネルギー自動車

の充電・電池交換のインフラを統一的に配置し、全島で統一されたシステムによる運営という目標を掲げた。 

 

上海は国際貿易センターのレベルアッププランを公開、5 年間で国際貿易中枢の建設を完成 

4 月 8 日、上海市は「『十四・五』時期における上海国際貿易センターのレベルアップ計画」を公開し、国際

貿易中枢、アジア・太平洋投資窓口、国際消費中心都市、アジア・太平洋サプライチェーン管理センター、貿

易投資制度のイノベーションパイオニア、国際展示会の都市といった 6 つの具体的目標を 5 年間で達成する

と掲げた。その中、デジタル貿易と消費のデジタル化が多数言及された。 

デジタル化は上海の国際貿易センターの能力向上の重要な手法である。デジタル貿易の面では、上海は

デジタルサービス、技術移転、著作権取引、文化娯楽などの分野に注力し、デジタルサービス輸出基地、文

化輸出基地といったデジタル貿易分野の国家級基地を建設する。消費のデジタル化について、上海は電

子商取引の革新発展を速め、人工知能、ビッグデータ、ブロックチェーンなどの新技術の広範な応用を奨励

する。ライブコマース、ソーシャル電子商などの新モデルの革新の発展、浦東、長寧、青浦などの地区でライ

ブコマース基地を建設する。 

 

 

 

リサーチ＆アドバイザリー部 

中国調査室 
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プロフェッショナル解説（税務会計）PwC 日本企業部統括
代表パートナー/高橋忠利 

ユニラテラル事前確認（APA）簡易手続の適用に関する公告（意見募集稿）Q&A 

 【要旨】 

中国国家税務総局（以下「STA」）は、2021年3月19日公式サイトにおいて「ユニラテラル事前確認（APA）

簡易手続の適用に関する公告（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」）を発表した 1。本稿では問答形式によ

り「意見募集稿」の主な内容がまとめられている。 

 

 意見募集稿の Q&A について 

1. 「意見募集稿」はどのような背景で発表されたのか？ 

今回の「意見募集稿」は、今年の STA の“春風行動”の一環として発表された。去る 2021 年 2 月の公告 2

においても、STA は、「納税者のクロスボーダー投資事業活動に税務上の確実性をもたらす取り組みの効率

を高める」ことを目的として、今年中にユニラテラル APA 簡易手続の立法化を完了させる必要性について言

及をしている。 

STAは、公式ウェブサイトにおける政策説明の中で、「納税者である企業に対して、ユニラテラルAPAの交

渉・締結の効率性の向上、移転価格税制上の確実性を確保するための利便性を図り、中国におけるビジネス

の継続をサポートするため、STA はユニラテラル APA に簡易手続を適用することの実行可能性について検

討を進め、かつ広東・深圳での試行で収めた良好な成果をベースとして、本公告を起草した」と述べている。 

 

2. ユニラテラル APA の簡易手続を申請できる企業とは？ 

「意見募集稿」第三条の規定によれば、主管税務当局が申請を受理する旨の「税務事項通知書」を企業に

発行した日の属する事業年度からの直近 3事業年度の関連者間取引の取引金額が、各年 4,000万元超であ

り、かつ以下の条件のいずれかに該当する 3種類の企業（独資・合弁・合作）は、簡易手続の適用を申請する

ことができる。 

条件 1：  

簡易手続の適用を申請する3か月前までに、税務当局に直近3事業年度の移転価格同時文書ローカルフ

ァイルを提出すること、かつ、マスターファイルの作成義務が生じている場合には、マスターファイルも提出す

ること。「意見募集稿」の文脈を踏まえると、この条件1に該当する場合が、簡易手続申請の最も基本的なパタ

ーンになると考えられる。換言すると、条件 1 に該当するためには、（1） 企業の関連者間取引の取引金額が

ローカルファイルの作成義務を生じる基準金額に達していること、（2）3 年以上にわたって実際の事業活動に

従事していること（つまり、新規設立企業によるユニラテラル APA 簡易手続の申請可能性は受理されない）、

という 2 つの条件を満たしている必要がある。 

条件 2：  

直近 10 事業年度内に APA 執行の実績があり、かつ執行の結果が APA の締結内容を充足していること。 

条件 3：  

直近 10 事業年度内に税務当局から特別納税調査・調整を受けたことがあり、かつその事案が結了してい

ること。この場合もユニラテラル APA 簡易手続を申請することができる。 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2021 年 4 月 27 日 第 499 期  
 

 8 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

特筆すべき点としては、「意見募集稿」第四条第二項の規定によれば、ユニラテラル APA の適用期間にお

ける企業の関連者間取引、経営環境、および機能・リスクに過年度と比較して実質的に変更が生じた場合に

は、税務当局は、企業からの申請を受理しないことができるとしている点である。つまり、簡易手続は、過年度

と比較して、ユニラテラル APA の適用期間における企業の関連者間取引、経営環境、および機能・リスクに

実質的な変更が生じていない場合にのみ適用されることになる。上記の実質的な変更が生じた場合には、企

業は、国家税務総局公告［2016］64 号（以下、「64 号公告」）3 に基づき、ユニラテラル又はバイラテラル APA

の通常プロセスを申請する必要がある。 

 

3. ユニラテラル APA 簡易手続で何が「簡易」になるのか？ 

簡易手続は、主に「手続の簡便化」と「迅速な処理」がポイントとなる。 

「手続の簡便化」について：  

通常の APA の締結と執行手続は 64 号公告に基づき、（1）予備会談、（2）締結意向書の提出、（3）分析・

評価、（4）正式申請、（5）協議・締結、 （6）執行・監督、という 6 つのステップからなる。一方で、ユニラテラル

APA 簡易手続は、（1）申請・評価、（2）交渉・締結、（3）執行・監督の計 3 ステップからなる。通常の APA 手

続と比較して、簡易手続ではまず予備会談のステップが不要となり、かつ、締結意向書の提出、分析・評価、

正式申請という 3 つのステップが、申請・評価という 1 つのステップに集約され、ユニラテラル APA 申請の効

率が高められている。 

「迅速な処理」について：  

「意見募集稿」では、企業からユニラテラル APA 簡易手続の申請を受けた税務当局は 90 日以内に分析・

評価と機能・リスクに係るインタビューを実施した上で、申請を受理するか否かを通知する「税務事項通知書」

を企業に発行しなければならないと規定している。申請を受理した場合には、企業のユニラテラル APA の正

式申請を受け入れたことになる。申請を受理しない場合には、不受理の理由を企業に通知する。また、「意見

募集稿」よると、税務当局は、企業の申請を受理してから 6 か月以内に、企業（申請者）の関連者間取引が独

立企業原則に準拠しているかを分析・評価し、かつ企業と協議して合意を達成するものとされている。6 か月

以内に双方が合意に至らなかった場合、簡易手続はその時点で終了する。このように、税務当局は、ユニラ

テラル APA 簡易手続を短期間で処理することが求められるので、簡易手続の申請要件を満たす企業にとっ

ては大きなメリットとなると考える。 

ユニラテラルAPAの申請において、企業が過去に特別納税調査を受けたことがある又はAPAを締結した

ことがある場合、税務当局は実務を通じて豊富な経験を蓄積しているので、より迅速かつ良好な税務サービ

スが企業に提供されることになると考えられる。例えば、STAが公布した「2019中国APAアニュアルレポート」

の統計データによると、2005 年から 2019 年までに中国が締結したユニラテラルAPA の件数は合計 101 件に

のぼり、そのうち 1 年以内に締結され案件の割合は約 52％、1～2 年での締結は 37％、締結までに 2 年以上

かかった案件は 11％にとどまっている。 

 

4. 今回の「意見募集稿」の現実的意義は何か？ 

今回のユニラテラル APA 簡易手続および特別規定の制定には、ビジネス・経済環境に不確実性が伴う時

期においてユニラテラルAPA制度を推進することにより、企業への税務サービスを向上させようとするSTAの

決意があらわれているといえる。中国は 1998 年の時点で国税発［1998］59 号 4 により APA 制度を導入して

おり、以降 20 年以上にわたる取り組みを通じて、APA は企業による税務上の確実性の確保、二重課税の回

避、秩序あるクロスボーダー投資・貿易の促進、調和性と安定性のある租税関係の構築をサポートする上で、

大きな役割を果たしてきた。 

しかしその一方で、移転価格税制の複雑さ、税務当局内部のリソース不足などが要因となり、客観的にみ
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て APA 締結・合意件数は、企業の期待値をはるかに下回る状況であると言っても過言ない。したがって、ユ

ニラテラル APA 簡易手続が正式に導入されることにより、主管税務当局は企業からのユニラテラル APA 申

請の処理件数を増やすことが可能となり、企業にとっては、ビジネス・経済環境に不確実性を伴う時期にあり

ながらも二重課税を適切に回避し、移転価格の取り決めに企業所得税面での確実性をもたらし、企業の安定

した事業運営の一助となると考える。 

 

5. 「意見募集稿」によるその他の影響は？ 

「意見募集稿」第四条第二項第三号では、関連規定に従って「年度関連業務取引報告表」を作成していな

い場合、又は「年度関連業務取引報告表」の記入に誤りがある場合、税務当局は企業からの申請を受理しな

いことができると明記している。このように、ユニラテラル APA の簡易手続では、移転価格の算定方法や関連

者間取引の報告について、より一層高いコンプライアンスが企業に求められている。 

また、二重課税の回避や税務上の確実性を確保するといった通常のメリットのほかにも、ユニラテラル APA

簡易手続の施行によって、企業には、ビジネス・経済環境に不確実性が伴う時期にありながらも、さらなる確

実性と利便性がもたらされることになると考えられる。 

APA によって企業は、過年度移転価格調査による調整リスクを、より良好に管理することができるようになる。

国家税務総局公告［2017］ 6 号 5 第二十五条第二項によると、企業の関連者間取引に関する特別納税調整

の調査において税務当局は、調査対象企業の関連者間取引を各年度ごとに検証・調整しなければならない

としている。しかし APA の場合、税務当局は複数年度のデータをより柔軟に活用して評価を行い、過年度の

問題に対処することができるので、移転価格調整の方法と金額にさらなる公正性・合理性を持たせることが可

能となる。 

さらに、企業は税務当局との間でユニラテラルAPAを締結することにより、年度末の移転価格調整をより円

滑に進めることができるようになる。国家外貨管理局が最近発表した「サービス取引の外貨管理政策に関する

Q&A」6 によると、銀行が企業の「多国籍企業の移転価格調整に係る外貨受払取引」を取り扱う際には、審査

書類に「税務当局または税関当局が発行する関連文書、利益調整契約書、発票」等を含めなければならな

いとしている。現行の中国移転価格税制によると、税務当局が関連者間取引の移転価格調整に関する「書面

文書」を発行するケースは非常に限られており、そのような文書としては主に、APA 文書（ユニラテラル APA

の締結文書、バイラテラル APA の合意文書）や、税務当局から移転価格調査調整について企業に発行され

た「特別納税調査・調整通知書」などが挙げられる。つまり、企業は、簡易手続を通じて主管税務当局との間

で迅速にユニラテラルAPAを締結することができれば、APA文書を提示して銀行での「移転価格による利益

補償」の審査に資することが可能になる。 

 

6. 「意見募集稿」に対する意見提出の締切日及び手続は？ 

今回の STA の意見公募に対する意見提出の締切日は 2021 年 4 月 18 日で、企業は STA の公式ウェブ

サイト、又は書簡により、意見をすることができる。PwC としても、企業や業界からの意見を積極的に取りまと

め、税務総局にフィードバックする予定である。STA の「春風行動」のスケジュールに基づき、ユニラテラル

APA 簡易手続の立法化作業は、2021 年 5 月 1 日に完了が見込まれていたので、今後新たな情報が公表さ

れ次第、PwC としても情報共有していく予定である。 

 

 

 

 

 



MUFG バンク（中国）経済週報 

2021 年 4 月 27 日 第 499 期  
 

 10 MUFG Bank (China) 
A member of MUFG, a global financial group 

 

注記 

 

1. 国家税務総局ウェブサイトを参照：http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810356/n810961/c5162455/content.html 

2. 国家税務総局：2021 年「納税者の利便性に貢献するための便民弁税春風行動」の実施に関する意見（税総発 [2021] 14 号） 

3. 国家税務総局：移転価格事前確認管理関連事項の整備に関する公告（国家税務総局公告［2016］ 64 号） 

4. 国家税務総局：「関連企業間業務取引税務管理規程」の発行に関する通知（国税発 ［1998］59 号、廃止） 

5. 国家税務総局：「特別納税調査調整及び相互協議手続管理弁法」の公布に関する公告（国家税務総局公告［2017］ 6 号） 

6. 国家外貨管理局 2021 年 1 月 19 日公布「サービス貿易外貨管理政策 Q&A（二）」の詳細は、「国家外貨管理局発行：サービス取

引の外貨管理政策に関する Q&A」を参照。具体的な内容については、既刊「【日本企業部：中国移転価格税制への対策ナビゲーシ

ョン】―移転価格調整に係る外貨受払業務の管理について国家外貨管理局（SAFE）が政策 Q&A を発表」を参照。 

 

 

 

 

 

 

高橋 忠利| Japanese Business Markets Leader | 日系企业事业开发部（JBD） 

 
PwC はロンドンを本拠地とし、世界 150 国以上に約 750 拠点を擁する世界最大級のプロフェッショナルサー

ビスファームである。高橋忠利は PwC オーストラリア在任中、メルボルンおよびアデレード地区日本人責任者

として日系および非日系企業へコンサルティング業務を提供した経験を有する。2009 年より PwC中国上海オ

フィスに赴任し、華中地区の日本企業部統括代表パートナーに就任。その後 2011 年より、華中・華北地区の

日本企業部統括代表パートナーに専任（現任）。中国に進出している日系企業に対し、会計、内部管理、税

務実務を中心とした中国事業再構築にかかるアドバイスを提供。さらに2011年以降は、日本ビジネスマーケッ

トリーダーとして新たに華北地域（北京、天津、大連、青島など）も担当する。中国で事業を拡大する日系企業

に対して、監査、内部監査、税務に関するコンサルテーション業務を提供している。 

2017 年 7 月から中国本土並びに香港の日本企業部統括代表パートナーに就任。台湾事務所と日本企業部

のコラボレーションリーダーにも任命されている。 

現在、中国市場の持続的な拡大や、一帯一路政策に代表される中国政府による対外投資の積極的な促進

等、中国経済のダイナミックな発展が急速に進む中、日本企業部統括代表パートナーとして、将来のリーダー

となる人材の育成サポート（You Plus）や、中国成長戦略の策定・実行サポート（Path to Profit）、更には中国

政府による重点成長戦略と企業・人材の連携サポート（Integrated Urban Strategy）等、One Firm Service

（OFS）の推進に精力的に取り組んでいる。 
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米バイデン新政権の外交・通商政策とアジア諸国の見方 

https://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/121040101.pdf 

 国際業務部 
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「深圳経済特区グリーンファイナンス条例」正式施行 

https://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/1327_ext_02_0.pdf 

アジア法人営業統括部 アドバイザリー室 

本報告書は、情報提供のみを目的として、MUFG バンク（中国）有限公司(以下「当行」)が作成したものであり、その使用又は配布が法律や法規への

違反に該当するあらゆる管轄又は国における個人又は組織への使用又は配布を意図したものではありません。本報告書をお客様に公表する前にお

いて、当行及び/又は当行関係者/組織は、本報告書に含まれる情報を利用、又はそれに基づいて行動することができます。 

 

本報告書に記載されている情報及び意見のいずれも、預金、証券、先物、オプション、又はその他の金融商品若しくは投資商品の購入若しくは売却

の申出、勧誘、アドバイス若しくは推奨をするものではなく、またそのように解釈されるものでもありません。 

 

本報告書は、情報提供のみを目的として作成されており、特定の受領者の具体的な需要、財務状況、又は投資目的への対応を意図するものではあ

りません。 

 

本報告書は、信頼しうるとみなされる情報源から入手した情報に基づいて作成したものですが、正確性を保証するものではなく、受領者自身の判断

に代わるものとみなされるべきではありません。受領者においては、適切に、独立した専門的、法律、財務、税務、投資、又はその他のアドバイスを別

途取得する必要があります。 

 

本報告書は、アナリスト自身の見解に基づいているため、当行の公式な見解を示すものではありません。本報告書に含まれる全ての見解(あらゆる声

明及び予測を含む)は、通知なしに変更される可能性があり、その正確性は保証いたしかねます。本報告書は、不完全又は要約の場合もあり、本報

告書に言及される組織に関する重要な情報を全て網羅していない可能性もあります。当行（含む本店、支店）及び関連会社のいずれも、本報告書を

更新する義務を負いません。 

 

過去の実績は将来の業績を保証するものではありません。本報告書において言及されるいかなる商品の業績予測も、必ずしも将来実現する又は実

現しうる業績を示すものではありません。 

 

当行及び/又はその取締役、役員並びに従業員は、当該取引への関与に当たり、随時、本報告書に言及された関連証券又は関連金融商品におい

て、利益を有すること及び/又は引受を承諾すること、及び/又は当該証券若しくは関連金融商品を保留若しくは保有することがあります。さらに、当

行は、本報告書に言及されたいずれかの会社と関係を有する（例えば関連会社、戦略パートナー等）こと、若しくは有していたこと、又はコーポレート・

ファイナンス若しくはその他のサービスを提供すること、若しくは提供していたことの可能性があります。 

 

本報告書に含まれる情報は当行が信頼しうると判断した情報源から入手したものでありますが、当行は、その適切性、適時性、適合性、完全性又は

正確性について、いかなる表明又は保証をするものではなく、一切の責任又は義務も負いません。したがって、本報告書に記載されている評価、意

見、見積り、予測、格付け若しくはリスク評価は、当行による表明及び/又は保証に依拠するものではありません。当行（含む本店、支店）及び関連会

社並びに情報提供者は、本報告書の全部又は一部の使用に起因するいかなる直接的、間接的及び/又は結果的な損失若しくは損害について、い

かなる責任も負いません。 

 

当行は、本報告書の著作権を保有しており、当行の書面による同意なしに本報告書の一部又は全部を複製又は再配布することは禁止されていま

す。当行（含む本店、支店）又は関連会社は、当該複製又は再配布によって生じる、いかなる第三者に対する責任も一切負いません。 

 

 

MUFG バンク（中国）有限公司 リサーチ＆アドバイザリー部 中国調査室 

北京市朝陽区東三環北路 5 号北京発展大厦 4 階 照会先：石洪 TEL 010-6590-8888ext. 214 

 

https://rmb.bk.mufg.jp/files/topics/1327_ext_02_0.pdf

