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課税対象のロイヤルティの具体的通関
申告手続 — 貿易コンプライアンスの新
規則
PwC中国国際貿易サービス（WMS）ニュースレター

概要
最近、税関総署は「ロイヤルティ申告
納税手続関連問題に関する公告」（税
関総署公告2019年第58号）を公布し、
課税対象のロイヤルティに対する詳
細な申告規定を明確にしました。

税関総署の公告は異なる状況下にお
ける通関書類の必要事項の記入方法
を明確にしただけでなく、同時に課税
対象のロイヤルティの申告期限、租
税徴収要素の適用及び延滞金徴収
等の具体的規定を設けています。多く
の輸入企業はこれから、コンプライア
ンス違反によるマイナス影響を回避す
べく、公告の規定に従い申告を行う必
要があると考えます。

税関総署公告内容の概要
申告プロセス

支払い済みの金額は通
関書類「雑費」欄に記入
し、「総価格」欄への記
入は不要
貨物の輸入申
告時 、課 税対
象の ロ イ ヤル
ティ を既に支
払い済みか?

売手又は関連者に対し、輸
入貨物に関連する課税対
象のロイヤルティを直接的
又は間接的に支払う必 要
がある場合、輸入貨物の実
際支払う価格、支払うべき
未払い価格に含 まれる か
否か を問わ ず 、いずれも
「ロイヤルティ支払の確認」
欄に「是」（Yes）と記入しな
ければならない。

税関は貨物輸入申告を
受領した日に適用す る
税 率、 為 替 レ ー ト に基
づき、ロイヤルティに対
し税金を徴収する

Yes
No

ロ イ ヤ ル
ティの支払

毎回、支払日から
30日以内に税関に
申告し、納税手 続
を行い、「課税対象
のロイ ヤル ティ申
告表」 に必要事項
を記入しなければ
ならない

税関は、納税義務
者がロイ ヤル ティ
納税手続を実施し
た日の貨物に適用
さ れ る 税 率 、 為替
レートに基づき、ロ
イヤルティに対し
税金を徴収する

記入要求
輸入時
支払い
済み

納税義務者は貨物輸入申告時に課税対象のロイヤルティを既に支払っている場
合、支払い済み金額は通関書類の「雑費」欄に記入し、「総価格」欄への記入は
不要

輸入時
未払い

1. 通関書類の「監督管理方式」欄に「ロイヤルティ事後徴収」（監督管理コード
9500）と記入
2. 「商品名称」欄に従来の輸入貨物名称を記入し、「商品コード」欄に従来の輸
入貨物のHSコードを記入
3. 「法定数量」欄に「0.1」と記入
4. 「総価格」欄に毎回支払う課税対象のロイヤルティの金額を記入
5. 「グロスウェイト」と「ネットウェイト」欄には「1」と記入

延滞金
納税義務者が公告の第二条で規定する「ロイヤルティ支払の確認」欄に記入しないことにより
税金の過少納付又は納付漏れが生じた場合は、税関は税金納付又は貨物通貨の日から税
関が違反行為を発見した日までの日数に基づき、一日ごとに過少納付又は納付漏れ税額の
0.05%の延滞金を課す。

納税義務者が公告第二条の規定に基づき記入したが、公告第四条で規定する期限までに税
関に対しロイヤルティの納税手続を行わずに税金の過少納付又は納付漏れが生じた場合、
税関は納税手続期限満了日から納税手続が実施された日若しくは税関が違反行為を発見し
た日までの日数に基づき、一日ごとに過少納付又は納付漏れ税額の0.05%の延滞金を課す。

私どもの分析及び観察

私どもの提案：

•

税関総署2019年第58号公告は、輸入企業の
コンプライアンス遵守の難易度を引き上げるも
ので、ロイヤルティ申告前に大量の書類作成
など業務負担が増すことが考えられます。従っ
•
て、私どもは下記をご提案いたします：

•

•

税関総署2019年第58号公告では、輸入
企業が税関に課税対象のロイヤルティを
直接申告するチャネルを提供しており、
ロイヤルティを正確に申告することでコン
プライアンスリスクを有効に低減させるこ
とができます。
税関総署は2019年第20号公告にて「ロ
イヤルティの事後的徴収」の監督管理方
式 （監督管理コード ：9500）を追加 し 、
2019年第58号公告にて課税対象のロイ
ヤルティの申告プロセス及び通関書類
記入要求を明確化し、輸入企業が各輸
入港湾又はグループ会社が国内の各子
会社に対して統一的なロイヤルティ申告
業務のモデルを事前に策定することが
可能になります。

•

•

支払うロイヤルティが課税対象であるか否
かが不確定な企業は、その課税性を迅速
に評価する。

税関とロイヤルティ課税性について合意し
ている、若しくは継続的に追納している企
業は、所轄税関と「9500」貿易方式での申
告手続について協議し、申告間違いを回
避する。
課税対象のロイヤルティを支払う企業の
内部関連部門（例えば、通関、物流、財務、
税務等）が協力と情報交換を強化し、税関
が規定する申告期限を超過することによ
る延滞金、さらには行政処罰を回避する。

PwC国際貿易（WMS）チームは以下の分野において、企業様をサポートいたします：
ロイヤルティ支払の課税性の分析、評価、
並びに評価結果に基づく企業と所轄税関
との協議のサポート。課税性及び計算方
法についての合意形成。

税関総署公告では、関連する課税対象
のロイヤルティの輸入企業のコンプライ
アンス遵守に対しより高い要求を突きつ
けています。公告の要求に基づき申告
ができていない場合、税関により延滞
金、さらには行政処罰を課される可能性
があります。

継続的な税金追納にて使用するロイヤル
ティ課税の配分及び追納計算方法の分析
を行い、税関総署2019年第58号公告の申
告要求のコンプライアンス遵守をサポート。
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申告において予想される課題
1.

2.

3.

税関総署2019年第18号公告では「ロイ
ヤルティ支払の確認」欄の要求につい
て、企業がロイヤルティの支払を確認で
きない場合、「是」（Yes）と記入すべきこ
とが明記されています。一方、税関総署
2019年第58号公告の規定では、課税
対象のロイヤルティの支払を行っている
場合には、「是」と記入すべきとされてい
ます。従って、企業は自社が支払ったロ
イヤルティが課税対象かを判断する必
要が生じ、貨物輸入通関申告時のコン
プライアンス確保が求められます。
貨物輸入時に課税対象のロイヤルティ
を支払い、かつ当該費用が一部の品目
の輸入貨物の課税価格にのみ計上さ
れている場合、企業は貨物輸入時にロ
イヤルティの計上が必要な貨物と不要
な貨物とを分けて申告する必要が生
じ、通関書類の「雑費」欄に記入される
ロイヤルティ金額が正確に対象貨物の
課税価格に配分され、正確に輸入関税
率が適用されることを確保する必要が
生じる可能性があります。
課税対象のロイヤルティに関連する輸
入貨物の種類、規格、HSコードが多数
にわたる輸入企業は、ロイヤルティの
支払後、税関に「9500」貿易方式での
申告時に、ロイヤルティを関連する各種
輸入貨物に配分し、全ての課税対象の
ロ イヤルテ ィに関 連する輸 入貨物 が
「9500」貿易方式の通関書類に網羅さ
れるよう、配分の正確性を確保し、複数
の通関書類への記入の必要が生じる
可能性があります。

「9500」貿易方式でロイヤルティの申告が
必要な企業の事前申告準備作業をサポー
トし、潜在的な問題と申告問題を事前に発
見し、改善案を提起。

企業から所轄税関又は税関総署への、ロ
イヤルティ申告に関する問題のフィード
バック、及び解決方法の協議をサポート。
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