Mizuno Consultancy Holdings

2013 年 11 月 7 日深圳セミナーQ&A

質問１ 税務・外貨管理
非貿易項目送金に関して、
US$5 万超の送金をする場合、備案審査にはどの程度の時間を要するか。
審査のポイントは何か。

（税務局の回答）
国家税務総局・国家外貨管理局公告 2013 年第 40 号（服務貿易など項目対外送金に関する税務登
記問題の公告）により、US$5 万超の非貿易項目送金を行う場合、所管税務局で備案を行う必要が
ある。
企業より提出された書類、申請書の記載内容に間違いが無ければ、税務局は納税事項の審査をせ
ず、捺印した備案証を交付するので、企業はこれに基づき送金手続を行う事が出来る。
所管税務局は、必要と判断する場合、備案表（申請書）を受領した日から 15 日営業日以内に、追
加資料の提示を要求する事ができる。
追加資料の審査内容は、以下の通りである。
１）送金内容が一致するか。
２）相当の税金を納税しているか。
３）減免税の申請を行っている場合、税法・租税条約の内容と一致しているか。

（MCH 解説）
2013 年 9 月 1 日より、1 件当たり US$5 万超の非貿易項目の送金は、税務局での事前登記（備案）
が必要となっています。
⇒ それ以前は匯発[2008]64 号に基づき、US$3 万超の送金を行う場合は、税務局での税務
証明を取得する必要があった。

税務局の回答は、備案（許可を要する行為ではなく、単なる登録手続）であるため、審査は実施
しないというものですが、実際には、備案時に審査が行われています。
9 月 1 日以降、駐在員の日本払給与の精算送金が認められなくなったのも、備案時の審査が難航
しているのが理由です。
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実務的に見ると、配当の様に税務的に疑義が生じにくい内容であれば、2～3 週間程度で備案が実
施されている様ですが、役務費（コンサルティング費）等、内容・対価の妥当性などに関して疑
義が生じやすい内容の場合（特に高額の場合）は、審査に時間を要する可能性があります。

質問 2

税務・外貨管理

コミッション、ロイヤルティは、最高何％まで支払えるか。

（税務局の回答）
「企業手数料とコミッション支出の税前控除政策に関する通知（財税[2009]29 号）」により、損
金限度額は 5％と規定されており、それを超過する部分は、支払い側で損金否認の対象になる。

（MCH 回答）
コミッションとロイヤルティは、商流（売上等）に応じて、何％という形で支払われる点に類似
点があります。
⇒ ロイヤルティは、定額で支払われる場合と、販売額に応じて支払われる場合の二種類
があり、必ずしも売上高に応じた支払が行われる訳ではありませんが。
但し、コミッションは、中国の外貨管理・税務上は、仲介手数料と位置付けられているのに対し
て、ロイヤルティは無形資産の使用許諾対価（ノウハウ・権利の使用対価）であり、性質の異な
る内容である事に注意する必要があります。

① コミッション
コミッションに関しては、以前は、匯総発[2006]73 号に、10％以下の場合、若しくは、それを超
えても US＄10 万以下の場合は銀行手続のみでの送金が可能とされていましたが、2013 年 9 月 1
日に同通知が失効になった事により、明確な基準が無くなっています。
税務局の回答にある財税[2009]29 号は、対外送金に関する基準ではなく、仲介手数料支払い時の
損金算入限度規定ではありますが、一応、税務局の適正比率判断の根拠と考えてよいと思われま
す。
つまり、対外送金可能なコミッションは、5％以内と考えておくことが現実的と言えます。
尚、対外送金可能なコミッションは、中国からの輸出、若しくは輸入に関連するもののみであり、
中国国内取引に付随するコミッションの対外送金は、認められません。
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尚、国家税務総局・国家外貨管理局公告 2013 年第 40 号では、コミッションの場合は、US$5 万を
超過した場合でも、備案は不要である事が規定されています。
この為、理屈としては、輸出入コミッションの場合は、何％であっても支払いは可能（事後で損
金否認が行われるのみ）という事になりますが、実務上、この様な状況で送金が許可されるか否
かに付いては、送金銀行によっても判断が異なってくると思われ、事前確認が必要と言えます。

② ロイヤルティ
ロイヤルティはノウハウ・技術の輸入と見なされますので、まず、商務主管部門に契約書を提示
し、技術登記を行う必要があり、これに際して、審査が行われます。
支払可能割合に付いては、法律上明確にされていませんが、実務上は、5％超の支払が認められる
可能性は極めて低い状況です。
尚、2013 年 9 月 1 日の非貿易項目送金制度の改定で、制限類以外の技術輸入に付いては、技術登
記証の提示が免除されました（制限類の場合でも、US$5 万以内であれば提示不要）。
但し、商務主管部門での契約書の登記（技術登記証の取得義務）は引き続き義務付けられていま
す。
売上に伴うロイヤルティ（ランニングロイヤルティ）の支払は、コミッションとは異なり、輸出
入に関連するものだけでなく、中国内販売に付随したものでも認められます。
以前は、ランニングロイヤルティの支払に際しては、公認会計士の証明が必要でしたが（匯発
[2002]29 号）、2013 年 9 月 1 日に同弁法が廃止されたため、証明書の提示は不要となりました。
以上を踏まえた送金手続は、以下の通りです。
・ US$ 5 万以内の送金
銀行審査のみ
・ US$ 5 万超～US$ 10 万以内の送金
税務局での事前登記が必要（制限分類技術の場合は技術登記証の提示が必要）

質問 3

税務・外貨管理

日本から派遣されている駐在員の日本払給与の送金（派遣元の会社が立て替えた給与の精算送金）
は可能か。
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（税務局の回答）
企業所得税法第 8 条の規定により、企業の実際に発生した収入に関連する合理的な支出は、費用
として控除する事ができると定められている。
この為、合理的な労務費の支出は、合法的な証明書類を取得できれば、中国外で発生したもので
あっても企業所得税の損金算入が可能である。

（MCH 解説）
税務局の回答は、直接、送金可否に付いての回答とはなっていませんが、これは、「所得に対す
る二重課税の回避及び脱税防止に関する中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の
協定及び議定書の条文解釈（国税発[2010]75 号）」からの引用と解釈されます。
国税発[2010]75 号では、駐在員を派遣しているという事実、派遣元の外国企業経由で給与を支払
っているという理由のみでは PE 認定しない事、更に、間接的に支払った給与を損金算入できる事
が規定されており、これが、上記回答となったものと思われます。
但し、国税発[2010]75 号、及びそれに基づき公布された「非居住者企業の派遣人員が中国域内で
提供する役務に対する企業所得税徴収に係る問題の公告（国家税務総局公告 2013 年第 19 号）」
では、上記に拘らず、一定の要件に該当する場合は、PE 認定の対象となる事も規定されています。

日本払給与の精算送金に付いての実務状況を見ると、2013 年 9 月 1 日以降、備案が実施されてい
ない（受理されていない）ため、送金が滞っている状況が生じています。
今後、備案が実施されるかどうかに付いては、現時点では予測できませんが、備案審査に際して
は、国家税務総局公告 2013 年第 19 号を判断根拠とした審査が行われると想定されます。
備案時には、「雇用・出向契約書、親会社の給与立て替えに関する協議書、給与明細、その他の
資料」が要求されますので、提示資料に、19 号公告に抵触する内容が無いかを確認する必要があ
ります。
具体的には、出向者の派遣条件が、以下に合致する場合は、（出向者に付いて）現地法人の社員
という実態を否定し、派遣元の日本企業に対して PE 認定を行う事が規定されていますので、その
観点より契約書の確認を行う様にして下さい。
① 中国法人が、派遣元の外国企業（以下、派遣企業）に対して、管理費、役務費として
の性格を有する代金を支払っている場合。
② 中国法人が支払う立替金決済が、派遣企業が立て替えた給与、賃金、社会保険料及び
その他の費用を超えている場合。
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③ 派遣企業が、中国法人の支払う関連費用を、全額出向者に支給せず、一定部分を留保
している場合。
④ 派遣企業が負担した出向者の給与・賃金に付いて、中国で個人所得税が納付されてい
ない場合。
⑤ 派遣会社が、出向者の数、就業資格、給与基準、中国内の就業場所を決めている場合。

質問 4

税務・外貨管理

国家税務総局公告 2013 年第 19 号に基づき PE 認定が行われる場合、どの様な課税が行われるのか。
また、この様な調査実例はあるか。

（税務局の回答）
国家税務総局公告 2013 年第 19 号に基づき PE 認定が行われる場合、国税発[1994]148 号に基づき
183 日ルールの適用が認められず、短期出張でも個人所得税が課税される。
PE 認定された外国企業は、税務登記を行い、申告納税する必要があるが、実質所得の算定ができ
ない場合は、見做し課税が行われる。
該当する税目は、企業所得税と営業税となる。
尚、企業に対する PE 認定事例の統計は無いが、この様な事例はあり得る。

（MCH 解説）
PE 認定というのは、外国企業の営業拠点が中国内にあると、税務上見なされる事です。
本件の場合、駐在員が現地法人社員の実態が無く、外国企業の派遣員であると見なされる訳です
ので、外国企業のコンサルティング支店（現地法人に対してコンサルティングを提供する支店）
が有るに準じた課税が行われるリスクが生じます。
2009 年にも、一度、精算送金を禁止する、若しくは、PE 認定につなげる議論が有りましたが、こ
の際は、日本払給与の精算送金をコンサルティング費の送金と見なし、企業所得税・増値税・付
加税を源泉徴収課税する。更には、6 ヶ月超継続している事を理由に、PE 認定が試みられました。
また、中国の PE 認定は、個人所得税課税を目的として行うという特殊性があります。
⇒ 国税発[1994]148 号により、みなし課税適用対象組織（外国企業の拠点）に関連する人
件費は、当該組織が負担していると見なされるため、183 日ルールが使えなくなる。
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それを踏まえると、PE 認定により生じる可能性は、以下の通りと想定されます。

＜可能性１＞
日本払給与の精算送金が、コンサルティング費の送金と見なされ、企業所得税・増値税・付加税
の源泉徴収課税対象となる事ですが、実務的には、この可能性が一番高いと思われます。
尚、企業所得税率は、本来は 10％ですが、国税発[2010]19 号の見做し規定により、15～50％の見
做し利益率（25％の企業所得税率を乗じるため、税率は 3.75～12.5％）となります。
また、増値税は 6％、付加税は、増値税額の 11～13％となります。

＜可能性２＞
可能性１に加えて、親会社からの出張者が、183 日ルールの適用を認められなくなる事が想定さ
れます。
可能性は無いとは言えませんが、日中租税条約では、帰属主義が謳われている事から、親会社か
らの出張者という理由だけで、案件如何を問わず、無制限な課税対象の拡大が行われる可能性は
低いと思われます。
但し、出張対価の支払いが個別に行われている等、税務局として出張者の特定が容易な場合は、
従来以上に、183 日ルールの制限が行われるリスクがあります。

＜可能性３＞
PE 認定の原則に基づき、日本の親会社から中国に対する輸出などに関する事業所得が、中国で課
税対象となる事です。
税務理論上はあり得る話ですが、中国の PE 課税実務を見る限りでは、この可能性は極めて低いと
思われます。
最悪の可能性として、この様な課税が行われた場合でも、日中租税条約第 7 条では、帰属主義が
謳われており、PE に関連する事業所得のみが課税対象となるため、無制限の課税ではなく、帰属
判定がまず行われるべきです。

＜その他の可能性＞
税務局の回答には、査定利益方式で企業所得税と営業税が課税されるという内容でしたが、これ
は、駐在員事務所の経費課税をイメージした発言と言えます。
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駐在員の人件費などの経費額に対して、15％のグロスアップで想定粗利益を算定した上で企業所
得税と営業税を課税する方法ですが、これも一つの可能性と言えます。

何れにしても、可能性は以上の通りですが、何が起こるかわからないのが PE 課税の怖さであり、
リスク回避の為に、慎重な対応が必要です。
今回の制度変更を機に、全給与を中国内で駐在員に支払、個人で日本に送金する様、社内制度を
変更する企業も出てきています。

質問 5

税務・外貨管理

国家税務総局公告 2013 年第 30 号では、輸出に関して、クレームなどにより貨物代金の全額が受
領できない場合、税務局の確認を受ける事が義務付けられている。
この審査にはどの程度の時間を要するか。
また、例えば 100 輸出してやむを得ない理由で 50 しか入金できない場合、税務局の確認を受ける
事ができれば、増値税還付は全額受ける事ができるのか。

（税務局の回答）
国家税務総局公告 2013 年第 30 号・付属書類 3 には、輸出貨物代金を受け取る事が出来ない原因
に応じて、証明資料を規定している。
税務局の審査機関は同公告には明記されていないが、企業が完全な書類を提示した場合、当局は
速やかに審査を行う。
尚、増値税還付方式は、生産型企業・販売会社では方式が異なるが、何れにしても、通関単デー
タに基づき実施されるため、やむを得ない事情で回収不能額が有った場合でも、増値税の輸出還
付額には影響を与えない。

（MCH 解説）
国家税務総局公告 2013 年第 30 号では、輸出企業が合理的な理由が無いにも拘らず、期限内に外
貨を受領しない場合、増値税の輸出還付は受けられない事を規定しています（免税措置の適用）。
一方、増値税輸出還付申告期限内に、外貨が回収できないやむを得ない事情がある場合（回収期
限の問題、クレームの発生など）、企業は、「輸出外貨受取不能申告書」を、証憑書類と共に所
管税務局に提出し、確認を受ける事ができれば、輸出代金の受領と見なして増値税輸出還付を受
ける事が出来ると規定しています。
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その為、クレームが生じ、全額、若しくは、一部の回収不能が生じた場合、以下の書類を税務局
に提示して、確認を受ける必要があります。
この手続を行わないと、増値税の輸出還付が受けられないだけでなく、結果として、年度の輸出
外貨回収率が 70％未満となると、輸出還付の重点管理対象となってしまいます。
① 国外商品市場市況の変動による場合
関連する組織、取引所が発行する資料・見積書等。
② 輸出商品の品質による場合
外国企業（輸入者）のレター、及び輸入国の商品検査機関の証明書。
客観的な原因で輸入国の商品検査機関の証明書を提出できない場合、輸入業者の検査
報告・関連証明書類、及び輸出単位の書面による保証状。
③ 動物及び生鮮品の変質・腐乱・非正常な死亡もしくは損耗による場合
輸入業者の関連文書、及び、輸入国の商品検査機関の証明書。
客観的な原因で輸入国の商品検査機関の証明書を提出できない場合、輸入業者の検査
報告・関連証明書類、及び輸出単位の書面による保証状。
④ 自然災害・戦争など不可抗力要素による場合
新聞・雑誌などの報道資料、もしくは中国の輸入国駐在大使館・領事館商務処が発行
した証明書。
⑤ 輸入業者の破産・閉鎖・解散による場合
新聞・雑誌などの報道資料、もしくは中国の輸入国駐在大使館・領事館商務処が発行
した証明書。
⑥ 輸入国の為替相場の変動による場合
新聞・雑誌などに掲載された、もしくは外貨管理局が公表した資料。
⑦ 商品の過不足による場合
船荷証券（B/L）、もしくはその他の貨物運輸証憑など。

質問６ 通関
通関のペーパーレス化の手続と、普及状況に付いて教えてほしい。

（税関の回答）
ペーパーレス通関の適用条件を満たす会社は、電子口岸より申告を行う。
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申告の際、或いは、10 日以内に電子データを送付する必要があるが、税関はそれを審査した上で
税金納付通知書を発行する。
計画では、2014 年に全面的なペーパーレス化を実施する予定である。

（MCH 解説）
通関のペーパーレス化は、税関総署公告 2012 年第 38 号により開始されましたが、2013 年 5 月 1
日に「通関作業の電子化（ペーパーレス）改革試行作業の深化に関する事項の公告（税関総署公
告 2013 年第 19 号）」が施行され、適用対象地域、対象企業が拡大されています。

① 通関の電子化（ペーパーレス化）とは
通関に際して、書類の提示を不要とし、電子口岸システムによるデータの送付のみで通関を認め
る事を言います。

② 2012 年の制度開始
税関総署公告 2012 年第 38 号で、電子化の対象となった地域（税関）、企業は以下の通りです。
１）試行措置対象地域
北京税関（空運輸入貨物）、天津税関（海運輸入貨物）、上海税関（海運輸出入貨物）、
南京税関（税関特殊監督管理区域の輸出入貨物）、杭州・寧波税関間の保税運送輸出
入貨物、福州税関（台湾向け貿易の輸出入貨物）、青島税関（海運輸出貨物）、広州
税関（空運輸出貨物）、深圳税関（陸運港輸出貨物）、拱北税関（陸運港輸入貨物）、
黄埔税関（陸運保税運送輸出入貨物）
２）適用対象企業
税関分類がAA類・A類の貿易権を有する企業

③ 2013年の規制緩和
１）適用対象地域
適用対象地域（税関）が、中国全土に拡大。
第一期（2012 年の試行措置対象）の対象税関以外に付いては、まず、一部の業務・現場を選択し
て規制緩和を実施し、状況を見て範囲を拡大する方法が採用されています。
２）適用対象企業
B 類以上の企業が対象となっています（AA 類、A 類、B 類）。
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尚、税関が認可した試行企業は紙ベース、電子ベースの通関方式を自ら選択する事ができ、電子
化を選択する企業は、通関申告時に、電子口岸の入力端末で「通関作業電子化」方式を選択する
事になります。
３）電送データ
・ 通関電子化方式を選択した企業が AA 類企業、若しくは、A 類の生産型企業の場合、申告時
には、関連する証憑の電子データの送信は免除されます。
その上で、証憑の暫定保管要件（税関総署公告 2010 年第 59 号）に合致する企業の場
合は、証憑の自社保管が認められ、それ以外の企業の場合は、税関の求めがある場合、
若しくは（申告時に税関の求めが無い場合は）、通関日から 10 日以内に税関に証憑デ
ータを提出する事になります。
・ 通関電子化方式を選択した企業が A 類の非生産型企業、若しくは、B 類企業の場合、
貨物の申告時に、通関申告書と関連証憑の電子データを送信する必要があります。

質問 7

通関

皇崗税関は 24 時間通関が可能と了解しているが、通関が 4 組に分かれていると聞いている。
例えば、A 組の検査が終わらない場合、明後日の A 組の番まで待たなければいけないという話も
聞いたが本当か。

（税関回答）
一般的に、通関担当者は検査終了後に退勤するため、次の番に回す事はない。
検査待ちの車両が極めて多い場合や、重要な検査を要する場合などは、当日中に終わらない場合
もあるが、明後日の番に回す事はない。

質問 8

通関

複数の通関単対象貨物を一台の運搬車に載せた場合、反対に、一つの通関単貨物を複数の運搬車
に積載する場合、オペレーションに問題が生じた場合の対処方法に付いて説明してほしい。

（税関回答）
単一通関を複数車両で運搬する場合、税関は通常、物理的な検査（実際検査）を要求する。
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これにより問題が発生した場合、口岸税関に連絡し、会社が提出した資料と現物の録画を比較し
た上で、通関を受けるかどうか決定する。
複数通関単貨物を 1 台の運搬車に積載する場合、実際の入出境前に問題が発見した場合は、直接
間違いを訂正する。
入出境後に問題が発見された場合、税関は、会社が提出した資料を検査した上で、修正を指示す
る。

質問 9

通関

輸入通関申告手続きの制限期間を教えてほしい。

（税関回答）
通関申告価格に疑義がある場合、納税義務者は、税関からの通知を受けてから 5 営業日以内に、
関連資料を提示しなくてはならない。
紙ベースでの申告を行う場合、税関が電子データの審査を終了させ、納税者（荷受人、若しくは
その代理人）に通知（現場交単、放行交単）を行ってから 10 日以内に、紙の報関単を印刷し、証
憑書類をそろえた上で、申告を行う必要がある。

質問 10

通関

保税区域に入った貨物を出区する時の価格の原則はあるか。

（税関回答）
「価格審査弁法」・第 30 条には、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税物流中心等の区域・
場所から国内に入り、課税すべき貨物に関しては、税関は本弁法第二章に従い、上述区域・場所
から国内に搬出された販売価格に基づき、申告価額を決定すべきである事が規定されている。
もし、販売価格の中に、保税区域内で発生した倉庫費用、輸送費用、その他の関連費用が含まれ
ていない場合、これらを含めなければならない。
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（MCH 解説）
外国（若しくは、中国本土）から保税区域を経由して、中国本土で輸入される貨物に付いては、
税関の回答の通り、実際取引価格に応じて通関価額を決定する事が規定されています。
では、保税区域での保管中に、相場の下落等の要因が生じた場合、保税区域に入境した価格より
低い価格で搬出（中国内で輸入通関）する事は認められるか、というご質問を良く受けます。
この点に付いては、法律上明確にされておらず、税関は公式の場では、「合理的・客観的な事情
が有るのであれば可能」と回答するのが通常です。
但し、実務上は、入境価格と出境価格は備案が必要となりますが、出境価格（保税区域から搬出
される価格）≧入境価格（保税区域に搬入される価格）でないと、税関処理は通常受理されませ
ん。

質問 11

前海湾投資制度

上海自由貿易区では、外資企業の設立が許可制から備案制になったが、前海湾ではどの様な規制
緩和となっているか。

（前海湾回答）
前海湾では、まだ備案制に関する政策はないが、深圳はすでに商事制度改革が実施されたため、
外資企業の設立がより簡単になっている。

（MCH 解説）
上海自由貿易区では、ネガティブリスト（注）以外の外資企業の設立や登記内容の変更は、許可
制から備案制に変更されています（2013 年 10 月 1 日より 3 年間の暫定措置）。
許可制から備案制への変更とは、商務主管部門（対外経済貿易部門）の審査を免除する事を指し
ており、内資企業の設立により近いイメージとなります。
注：
ネガティブリストは、「中国（上海）自由貿易試験区における外商投資参入に係る特別措置（滬
府発[2013]75 号）」として公布されていますが、外商投資産業指導目録の制限・禁止分類と概ね
一致した内容となっています。
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更に、資本金に付いても、会社法に基づく最低資本金の廃止、資本金払込み期限の自由化（会社
法では 2 年以内）、初回最低払込み割合の廃止（会社法では 20％以上）、現金出資割合の廃止（会
社法では最低 30％以上）等が実施されています。

前海湾では、備案制への変更は行われていないため、引き続き商務主管部門の審査は必要になり
ます。
但し、深圳市では2013年3月1日に商事登記制度改革が実施されており（深圳経済特区の商事登記
に関する若干の規定、深圳市第5期人民代表大会常務委員会公告2013年第108号）、資本金払込み
期限が10年以内となる（108号公告では、出資者が定款に自由に取り決め可能と規定されているが
実務上の制限が行われている）、会社設立時の不動産賃貸借契約提示が不要となる（不動産を賃
借・購入せずに設立可能）、不動産権利証発行単位1つに付き2法人まで登記可能となる、といっ
た様な規制緩和が先行して実施されています。

質問 12

前海湾投資制度

前海湾の優遇政策を教えてほしい。

（前海湾回答）
産業優遇目録に該当する企業（認定が必要）に付いては、15％の企業所得税が適用される。
ハイレベルの外国人社員（認定が必要）に付いては、15％の個人所得税率が適用される。

（MCH 回答）
上海自由貿易区と前海湾は、比較されるケースが多いのですが、双方、以下の様な特徴が有りま
す。

１．立地
① 前海湾
保税区域（前海湾保税港区）と非保税区域より構成されている。
② 上海自由貿易区
４つの保税区域（外高橋保税区、外高橋保税物流園区、洋山保税港区、浦東空港総合保税区）が
グレードアップしたものであり、全区域が保税区域で構成されている。
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２．誘致対象
① 前海湾
金融、IT、現代物流、科学技術、専門機関（会計士、弁護士、仲裁機関など）が誘致対象となっ
ている。
特に、香港との一体化（オフショア人民元の国内外還流）を意識しており、以下の様な金融政策
を実施している。
・ 香港の銀行が前海湾企業に人民元融資可能。
・ 前海湾銀行が海外プロジェクトに人民元融資可能。
・ 香港の銀行（CEPA 条件適用）の支店開設の規制緩和。
・ 前海湾企業、銀行（条件あり）が、香港で人民元債発行可能。
② 上海自由貿易区
金融・物流・貿易・専門サービス等の誘致、更には、自由貿易区から国外への投資や、オフショ
ア貿易の拡大、資本項目の自由兌換の実現を方向付けている。
また、以下の様な優遇方針を発表している。
・ 条件を満たした区内中資銀行のオフショア業務展開認可。
・ 取扱い品目を限定したファイナンスリース会社の最低資本金制限撤廃。
・ 独資形態での増値電信（通信、インターネット等）会社設立許可
・ 外商投資信用調査会社の設立許可
・ 中外合弁形態の国際船舶運輸会社の外資出資比率制限の緩和
・ 外資人材紹介会社の外国出資比率制限を 70%以内、最低資本金を US$12.5 万に。
・ 上海市向けの業務のみを受けおう独資建築設計会社の出資者に対する、初回の実績要
求免除
・ 独資医療機関の設立許可

３．優遇税制
① 前海湾
１）企業所得税
「深圳前海深港現代服務業合作区産業准入目録」に規定される 122 業種（金融、IT、現代物流、
科学技術、専門サービス）に該当する企業に付いては、15％の企業所得税率を適用。
２）個人所得税
「前海国外ハイレベル・不足人材個人所得税補助弁法」に基づき、高級人材と認定された外国籍
社員は、個人所得税 15％を超過する部分に付き、財政補助を受ける事ができる。
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② 上海自由貿易区
現段階では、税務優遇は明確にはされていない。
但し、当該地域（旧上海総合保税区）では、「上海総合保税区管理委員会の十二五期間における
財政補助・経済発展に関する若干意見（滬綜保管[2010]78 号）」による財政補助が実施されてお
り、物流、貿易、文化、加工、補修分野の企業は、企業所得税、増値税、営業税、個人所得税の
一部の還付（財政補助）が受けられる。

４．自由兌換
① 前海湾
該当なし。
② 上海自由貿易区
資本項目の自由兌換実現が謳われているが、現時点では法制度が整備されていない。

以上
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