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摘要 

2020年 1月 31日、OECD/BEPS包摂的枠組み（the Inclusive Framework on BEPS）は「経済のデジタル化に伴う租

税上の課題に対応するための 2 つの柱となる提案に関する声明文書」（以下、「声明」）を公表しました 1。声明では、2020

年末までに合意に基づく解決策を見出すべく、取り組みを続けることが確認されています。声明は、第 1 の柱である「統合

的アプローチ」（unified approach、「統一（的）アプローチ」と訳される場合もあります）を今後の交渉の基礎とすることを明

確にし、「統合的アプローチ」の設計上の枠組みと、さらに検討が必要となる技術的（テクニカル）な要点を提示し、これに対

応して今後の作業計画とスケジュールを修正しています。一部の参加国からは異なった意見が寄せられているため、米国

代表の提案に基づいて「統合的アプローチ」にセーフハーバー条項が盛り込まれるか否かは、今後の動向を見守る必要が

あります。また、声明は、合意に基づく解決策の実行は、各参加国が「一方的租税措置の取消」を承諾することが前提だと

指摘しています。第 2の柱については、まだ実質的な内容が追加されておらず、ミニマム実効税率は確定していません。 

包摂的枠組みについて、2020 年末までにデジタル経済における課税の在り方について合意することが予定されている点

を考慮すると、このアジェンダは今年中に実質的な進展をみるものと予想されます。多国籍企業におかれては、引き続き

デジタル経済における課税問題に注目し、最新案に基づいて企業への潜在的影響を評価し、関連部門の提言を参照し、

早期に適切な対応を実施されるようお奨め致します。 

詳細内容 

背景 

一連の準備作業を経て、包摂的枠組みは、以下の 2つの柱に係る初期提案を確定しました。 

 第 1 の柱となる提案では、利益 A、B、C の 3 層からなる利益配分の仕組み 2が提示されています。この仕組みでは、

一定程度において独立企業原則を破棄し、実体の存在に影響されない新たな課税権が導入されています。 

 第 2 の柱となる提案では、株主への所得帰属ルール及び税源を浸食する支出への課税ルール、並びにその他の関連

規定を主に取り扱っています。 

新たな国際課税体制の中核となる 2 つの柱による提案については、実務上、なお解決すべき技術的な課題が数多く残され

ています。 
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今回公表された声明文書では具体的に、「（1）政治声明」、「（2）第 1 の柱の『統合的アプローチ』の基本的設計の枠組

み」、「（3）修正後の第 1の柱となる提案に関する検討作業の計画」、「（4）多国籍企業に対する利益 Aの影響の図示」、

「（5）第 2の柱となる提案の検討の進捗報告」の内容が含まれています。全体として声明は、「統合的アプローチ」につい

て次の段階における作業の方向性を明確にしていますが、まだ第 2 の柱については多くの具体的内容が補足されない

ままとなっており、第 2の柱におけるミニマム実効税率についても確定されていません。 

第 1の柱「統合的アプローチ」の最新の枠組み 

声明は、「統合的アプローチ」を基本的な枠組みとして、課税権を如何に新たに決定するかについて、さらなる検討を進

めるべく、包摂的枠組みは支持を強調しています。「統合的アプローチ」は、ユーザーの参加、マーケティング上の無形

資産及び重要な経済的存在という 3つの提案における利益配分及びネクサスルールを取り込むことによって、各参加国

の合意を得るうえで有利なものとなっています。第 1 の柱のもう一つの重要目標は、効果的に課税係争を防止し、また

解決することを通じて、課税の確実性を高めることです。デジタル化の程度が様々である会社間の差異を公平に反映し

つつ、課税係争を防止・解決する仕組みを構築するには、利益 A（所得）の計算方法を如何に設計したらよいのか、また

地域的な差異の処理など、包摂的枠組みはいくつかの重要な問題を解決する必要があります。 

 利益 Aの適用範囲 

「統合的アプローチ」は、利益 A、B、C の 3 層からなる利益配分メカニズムを提起しています。そのうち利益 Aは、新課

税権に基づいて市場国に配分される利益です。声明によると、利益 A の適用対象には主に次の 2 種類の事業が含ま

れます。すなわち、「（1）自動化されたデジタルサービス（オンライン広告・検索エンジン、クラウドコンピューティング、ソー

シャルメディア及び仲介プラットフォーム、ストリーミングメディアサービス等）」、並びに「（2）『消費者向け』ビジネス（すな

わち、最終的に個人消費者に商品・サービスを販売して収益を得るビジネス）」です。以前の第 1の柱の提案との比較で

は、「消費者向け」の定義が少し修正されています。最新の声明における「消費者向け」ビジネスの定義では、消費者に

販売される最終製品に組み込まれる中間製品・部品を事業とするビジネス（すなわち、B2B 事業に従事するビジネス）を

対象外としていますが、フランチャイズ事業に従事するビジネス及び第三者再販売事業者を対象に含むとしています（例

えば、甲社が日用消費財を生産し、かつ独立した第三者である乙社を通じてこれを販売するとき、もし甲乙双方の販売

収入がいずれも「統合的アプローチ」における課税上の閾値に達しているならば、甲乙双方はそれぞれ「統合的アプロー

チ」における A、B 及び C 類の所得を計算する必要があります）。総合的にみると、将来的に影響を受ける業界としては、

パーソナルコンピュータ製品、アパレル、ブランド食品、自動車、及びホテル業やレストラン業といったフランチャイズ等が

含まれる可能性があります。いくつかの特定業界（資源採掘業、コモディティ、非小売金融サービス、航空・船舶運輸等）

は、適用対象から外れることになります。 

また、上記の事業が利益 A のルールに則って利益を配分するには、一定の量的閾値を達成する必要もあります。具体

的には、多国籍企業の年度総収入が一定の金額（国別報告書の総収入閾値 7.5 億ユーロ等）を超えている必要があり、

当該商業活動に係る収入及び新課税権の下で配分される利益も一定の基準額を超えている必要があります。 

 利益 Aのネクサスルール（Nexus rules） 

声明によると、多国籍企業は、一定年数連続して市場国から関連収入を得ていることが、市場国との持続的かつ重要な

関係を判断する主要指標となります。この指標は、市場規模によって決定されます。自動化されたデジタルサービスの

提供がユーザーとの間の積極的かつ持続的な関係（遠隔方式でも達成しうるものですが）に係るものであることを考慮

すると、自動化されたデジタルサービスについては収入金額が唯一の判定基準となります。しかし、その他「消費者向け」

ビジネス（有形商品販売等）については、多国籍企業が市場国消費者に販売を行っても市場国との間で持続的な関係を

構成していない場合、新課税権を市場国に配分してはならないとしています。従って、その他「消費者向け」ビジネスにつ

いては、収入指標のほかにも、その他の追加的要素を勘案して総合的に判断する必要があります。実務上の取り扱い

においては、ネクサスルールによって企業にもたらされる税務申告及びその他コンプライアンス上の負担を減らすため、

将来的にはワンストップ型の登録申告方式が打ち出される可能性があります。 

 利益 Aの配分 

多国籍企業は、定式を用いて利益 A を計算しなければなりません。ただし、残余利益をどのように認定するかについて

は、技術的に解決すべき課題が残されており、例えば、異なる事業部門や地域の間での利益の配分や、デジタル化の

程度の差異をどう処理するのか、及び幾つかの分野における特定収入源に関するルールなど、残された課題は数多く

あります。声明では、税引前利益で利益 A を計算するのが合理的だとし、且つ損失の繰越ルールも併せて考慮しなけ

ればならないと強調しています。 
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利益 Bの計算 

利益 Bに関して、声明は、マーケティング・販売活動及び再販売活動による固定収益率は、独立企業原則に基づいて決

定しなければならないが、地域、分野及び機能の違いによる差異を考慮する必要があるとしています。基本的活動

（baseline activities）の定義には、ルーティンレベルの再販売活動、無リスク（または限定的リスク）の負担、及び重要な

無形資産の不保持といった場合が含まれることになるとみられます。その他、利益率指標及び固定利益比率の決定、ベ

ンチマーク分析の運用及び地域・産業間での取り扱いの差別化なども、さらに検討すべき事項となっています。利益 B

ルールの設計目的は、現行の条約を改正することなく、利益 Bルールの適用を実現可能とすることによって利益 Bルー

ルの導入を簡便化することにあります。 

 ルールの実行及び課税係争の防止と解決 

声明は、「統合的アプローチ」について、課税の確実性を高める必要があるとしています。また、従来の課税係争防止・

解決制度を改善するほか、包摂的枠組みは審査委員会の形で利益 A の確定をサポートすることも検討しています。効

果のある、かつ拘束力のある紛争解決制度を検討することも、包摂的枠組みのコンセンサスとなっています。そのほか

にも包摂的枠組みは、利益 A、B、C間での重複した計算及び重複した課税排除の回避についても検討作業を継続する

としています。 

声明は、「統合的アプローチ」の実務上の運用について検討を続ける必要があるとしています。各国で租税法・租税条約

を改正して相応の過渡的政策を講じる必要も出てくる可能性があります。多国間協定を締結する形で、実行面での困難

を幾つか解決することができるかもしれませんが、これには、高度な政治的支援が必要とされます。声明はまた、第 1の

柱を推進するには、一方的な課税措置を止める必要があると強調しています。 

 セーフハーバー条項 

米国からの要求に基づき、包摂的枠組みは、第1の柱にセーフハーバー条項を盛り込み、「統合的アプローチ」の代替案

として多国籍企業がグローバルレベルでこれを選択できるようすることを検討するとしています。これに関する検討作業

は第1の柱のその他作業と同時に進められ、セーフハーバー条項を導入する場合の利益Aの適用対象に必要となる修

正や、実施細則及び二重課税の回避方法が確定されることになります。 

第2の柱となる提案の進展 

第2の柱となる提案の技術的内容は現在検討が進められており、声明では一部の詳細を提示するにとどめています。財

務諸表の使用、源泉の異なる課税所得の合算（ブレンディング）、適用対象除外（カーブアウト）及びスイッチオーバール

ールについても討議を進める必要があります。ミニマム実効税率もまだ議論されていません。 

次なる作業計画 

次回の包摂的枠組み参加国・地域の全体会議は、7月初に開催されます。包摂的枠組みは、完成した2つの柱について

政治的合意をその時点で得たうえで、11月の会議でOECDからG20首脳陣に対して報告できるよう目指しています。政

治的合意の枠組みの下、各参加国は、さらに数年間を費やして多国間協定の実行や、租税法の改正に取り組む必要が

出てくるかもしれません。 

まとめ 

以前の第1の柱の提案と比較すると、声明は、「統合的アプローチ」の枠組み設計について、より多くの詳細内容を提示

しています。適用対象の閾値の決定に際しては、新課税権のもとで配分できる利益の最低金額を設定するとしています。

海外に進出する中国企業にとって、その事業の多くが市場投入段階にあることを考えると、この閾値の設定は、コンプラ

イアンス上の負担を軽減するうえで有利となる可能性があります。多国籍企業においては、引き続きデジタル経済にお

ける課税問題に注目し、最新の提案に基づいて企業への潜在的な影響を評価し、関連機関を通じて積極的に意見を提

示し、適切な対応策を早期の講じるのがよいでしょう。 

声明では、包摂的枠組みは合意達成に向けて尽力するとしています。当該アジェンダは、今年中に実質的な進展をみる

ことが予想されます。最終的な提案が、2020年末までに合意に達することができれば、各租税管轄地においてデジタル

経済を対象とした一方的な課税措施が回避されることになります。現行のデジタルサービス税も取って代わられる可能

性があります。自動化されたデジタルサービス及び「消費者向け」ビジネスに従事する多国籍企業は、より一層協調性の

ある全く新たな国際租税環境に直面することになります。OECDとG20諸国が牽引するBEPS包摂的枠組みによって、

効果的な、かつ拘束力のある国際租税紛争解決制度が実現すれば、第1の柱の「統合的アプローチ」によって多国籍企

業に生じうる国際二重課税問題を回避し、あるいは迅速に問題を解消する一助となることが期待されます。 
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注記 

1. 経済のデジタル化に伴う租税上の課題に対応するための 2つの柱となる提案に関する OECD/BEPS包摂的枠組みの声明文書（英語） 

http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf 

2. 利益 A - 新課税権に基づいて市場国に配分される利益。利益 B - マーケティング・販売活動及び再販売活動等の基本的活動によって得られる

固定対価。利益 C – 利益 Bにおける基本的活動を超えた部分の利益。 

  

http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf


 

    
 

5  普华永道 

中国税務ニュースフラッシュ  

 

 

私ども PwC中国税務及びビジネスコンサルティングチームは、中国大陸部 23都市、香港、マカオ、台湾及びシンガポ

ールに事務所を構えております。チームは、約 3,750名にのぼる常勤の税務専門コンサルタント及び 200名を超えるパ

ートナーからなり、クライアントの皆様に全面的な税務コンサルティング及び納税申告サービスを提供しております。

PwCの広大かつ強力な国際ネットワークを生かし、私ども中国税務及びビジネスコンサルティングチームは、税務及び

ビジネス上の問題について、堅実な技術をもって具体的な産業部門に特化した、実用的かつトータルなソリューションを

現地クライアントの皆様にお届けしております。 

 

PwC中国移転価格サービスチーム 
 

お問い合わせ  
 

本稿に関するご質問等は、下記の PwC中国チームまでのお問い合わせください。 

 

PwC中国税務・ビジネスコンサルティングチーム 

 

吳家裕 

+86 (21) 2323 1828 
peter.ng@cn.pwc.com  

莊子男 

+86 (21) 2323 2580 
spencer.chong@cn.pwc.com 

黃富成 

+86 (10) 6533 2100 
edwin.wong@cn.pwc.com 
 

任穎麟 
+86 (21) 2323 2518 
alan.yam@cn.pwc.com 

李尚義 
+86 (755) 8261 8899 
charles.lee@cn.pwc.com 

倪智敏 
+852 2289 5616 
jeremy.cm.ngai@hk.pwc.com 
 

中国大陸部   

原遵華 

+86 (21) 2323 3495 
jeff.yuan@cn.pwc.com 
 

莊子男 

+86 (21) 2323 2580 
spencer.chong@cn.pwc.com 
 

龔梅 

+86 (21) 2323 3667 
mei.gong@cn.pwc.com 

唐恩亮 

+86 (21) 2323 3756 
paul.tang@cn.pwc.com  

陳信克 

+86 (21) 2323 1329 
thinker.x.chen@cn.pwc.com 

殷小麗 

86 (21) 2323 1108 
jessica.yin@cn.pwc.com 

邊疆 

+86 (21) 2323 3149 
john.bian@cn.pwc.com 

鐘司亮 

+86 (21) 2323 3393 
silina.s.zhong@cn.pwc.com 

邸雅君 

+86 (10) 6533 2805 
winnie.di@cn.pwc.com 
 

鬱啟生 

+86 (10) 6533 3117 
qisheng.yu@cn.pwc.com 
 

韓濤 

+86 (10) 6533 3230 
tao.han@cn.pwc.com 

楊鋒 

+86 (10) 6533 3042 
f.yang@cn.pwc.com 

閆明 

+86 (10) 6533 3638 
jason.m.yan@cn.pwc.com 

樂瑩 

+86 (10) 6533 3087 
ying.yue@cn.pwc.com 

蔡淩江 

+86 (20) 3819 2380 
kevin.lk.tsoi@cn.pwc.com 

利浩智 

+86 (20) 3819 2170 
vincent.li@cn.pwc.com 

劉啟源 

+86 (755) 8261 8366 
rhett.k.liu@cn.pwc.com 

項南 

+86 (755) 8261 8701 
alex.xiang@cn.pwc.com 

李瑋嘉 

+86 (755) 8261 8232 
marc.li@cn.pwc.com 

徐聞 

+86 (28) 6291 2018 
william.xu@cn.pwc.com 

朱輝平 

+86 (512) 6273 1917 
henry.hp.zhu@cn.pwc.com 
 

趙鴻 

+86 (29) 8469 2661 
jackie.zhao@cn.pwc.com 
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PwC 中国移転価格サービスチームは、中国における経済、会計、法律及びプロジェクト管理に関する豊富な専門

知識を備え、各業界を熟知した約 290 名の移転価格専門スタッフを擁しております。私どものチームは、移転価格

税制上のコンプライアンス、税務審査時の迅速な対応に向けた早期の準備、税務機関との争いの解決、税務調整

のリスク低減に向けて、クライアントの皆様の効率的な税務フレイムワークの構築をサポートしております。また、

PwC は世界 50 か国以上に 100 名以上のパートナーと 1500 名を超える常勤の移転価格専門スタッフを擁してお

り、クライアントの皆様に、グローバルな移転価格専門サービスをお届けすべく日々取り組んでおります。 
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BEPS包容性框架批准按照双

支柱方案继续推进数字经济

国际税收改革 

 

新知 

中国税务/商务专业服务 

二零二零年二月  

第七期 

 

 

摘要 

2020 年 1 月 31 日，OECD/BEPS 包容性框架（the Inclusive Framework on BEPS）发布了关于双支柱方案应对经

济数字化税收挑战的声明文件（以下简称“声明”）1。声明中，BEPS 包容性框架确认了将继续在 2020 年底前达成基

于共识的解决方案的承诺。为此，声明肯定了支柱一“统一方法”作为下一步谈判的基础，提出了“统一方法”的设计框

架以及需要进一步研究的技术要点，并相应修订了下一步工作计划和时间表。由于某些成员国提出的不同意见，“统

一方法”是否会根据美国代表的建议引入安全港条款还有待观察。此外，声明也指出，基于共识的解决方案的实施应

以各成员国承诺“取消单边税收措施”为前提。声明尚未对支柱二补充实质性内容，也未确定最低有效税率。 

考虑到包容性框架计划在 2020 年底前就数字经济征税方案达成一致意见，我们预计该议题将在今年取得实质性进

展。我们建议跨国企业持续关注数字经济征税问题，依据最新的方案评估对企业的潜在影响，积极通过相关部门反

馈建议，并提前部署合适的应对方案。 

详细内容 

背景 

在开展了一系列准备工作后，包容性框架确定了以下双支柱的初步方案： 

 支柱一方案提出了 A、B、C 类金额三层利润分配机制 2。该机制一定程度上扬弃了独立交易原则，并引入了不受

实体存在影响的新征税权； 

 支柱二方案主要涵盖收入归入股东规则和对税基侵蚀支出征税规则，以及其他支持性规定。 

作为国际新征税体系中的核心，双支柱方案显然还有诸多实操方面的技术细节需要解决。关于双支柱方案的具体内容，

可参见往期中国税务/商务新知 3。 

此次发布的声明文件具体包括 1）政治声明；2）支柱一“统一方法”的基本设计框架；3）修订后的支柱一方案研究工

作计划；4）A 类金额对跨国公司影响的图示；5）支柱二方案的研究进展汇报。总体而言，声明明确了“统一方法”下

一阶段的工作方向，但尚未对支柱二补充更多细节内容，也未确定支柱二下的最低有效税率。 
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支柱一“统一方法”的最新框架 

声明强调，包容性框架支持以“统一方法”为基本框架进一步讨论如何重新确定征税权。“统一方法”吸收了用户参与、

营销型无形资产和显著经济存在三个方案的利润分配及联结度规则，从而有利于取得各成员国的共识。支柱一的

另一项关键目标是通过有效预防及解决税收争议的机制来提高税收确定性。包容性框架必须解决一些关键问题，

包括如何有效设计 A 类金额（所得）的计算方法以公平体现不同数字化程度公司间的差别、建立预防及解决税收

争议机制，以及处理地区性差异等。 

 A 类金额的适用范围 

“统一方法”提出了 A、B、C 类金额三层利润分配机制。其中 A 类金额是根据新征税权而分配给市场国的利润。根

据声明，A 类金额的适用范围主要涵盖两类企业：1）自动化数字服务企业（包括在线广告与搜索引擎、云计算、

社交媒体和中间融通平台、流媒体服务等）；2）“面向消费者”的企业（即通过最终销售给个人消费者商品或服务

来获取收入的企业）。相比之前的支柱一提案，“面向消费者”这一定义有所修改。最新声明中的定义排除了仅从事

作为最终消费品组成部分的中间品和零部件业务的企业（即从事 B2B 业务的企业），但指出“面向消费者”的企业

将涵盖从事特许经营业务的企业以及第三方再销售商（比如，甲企业生产快速消费品，并通过作为独立第三方的

乙企业销售，如果甲乙双方的销售收入均达到了统一方案的征税门槛，则甲乙双方需要分别计算统一方法下的 A、

B 及 C 类所得）。综合来看，未来会受到影响的行业可能包括：个人计算机产品、服饰、品牌食品、汽车，以及

特许经营权许可安排（如酒店业或餐厅业）等。一些特定行业（如采掘行业、大宗商品行业、非零售金融服务业、

航空海运业等）将被排除在适用范围之外。 

与此同时，上述企业还需要达到一定的量化门槛才需要按 A 类金额的规则来分配利润。具体而言，跨国企业的年

度总收入应超过一定的金额（如国别报告总收入门槛 7.5 亿欧元），涉及相关商业活动的收入以及可归集到新征

税权分配的利润也应超过一定的标准金额。 

 A 类金额的联结度规则（Nexus rules） 

根据声明，跨国公司连续数年从市场国取得的相关收入是判断其是否与市场国产生持续且显著联系的主要标准。

这一标准将根据市场规模来确定。考虑到提供自动化数字服务涉及到与用户之间积极且持续性的联系（虽然可能

通过远程方式完成），对自动化数字服务企业而言收入金额将作为唯一的判定标准；但对其他“面向消费者”的企业

（如销售有形商品），跨国公司仅将商品销售给市场国消费者但并未与市场国构成持续性关联的情况下，不应将

新征税权分配给市场国。因此，对其他“面向消费者”的企业，除收入标准外还需要结合其他的附加因素来进行综合

判断。实操方面，为了减少联结度规则给企业带来的税务申报及其他合规义务的负担，未来有可能会推行一站式

登记申报的方式。 

 A 类金额的利润分配 

跨国企业应使用公式法来进行计算 A 类金额，但如何认定剩余利润仍然有诸多技术问题需要解决，包括不同业务

部门和地区之间利润拆分，数字化程度差异的处理，以及某些行业的特定收入来源规则等。声明认为用税前利润

计算 A 类金额较为合理，并且强调了亏损结转规则也应一并进行考虑。 

 B 类金额的计算 

关于 B 类金额，声明提及市场营销及分销活动的固定回报率应根据独立交易原则来确定，但需要考虑地区、行业

及所履行功能不同所导致的差异。常规活动（baseline activities）的范畴很可能包括常规功能水平的分销活动、不

承担风险（或承担有限风险）和不持有重大无形资产的情况。其他方面如利润率指标和固定利润比例的确定、可

比分析方法的运用及地区行业差异性处理等还需再作研究。B 类金额规则设计的目标是，无需修订现有协定也能

够实现 B 类金额规则的应用，从而简化 B 类金额规则的推行。 

 落实执行与税收争议的预防及解决 

声明认为“统一方法”需要提升税收确定性。此外，除了改进传统预防及解决税收争议的机制外，包容性框架也在考

虑采用审查委员会的方式来协助 A 类金额的确定。研究有效且具有约束力的争议解决机制也成为包容性框架的共

识。此外，包容性框架也将继续开展关于避免 A、B、C 类金额之间重复计算以及重复征税抵免的研究工作。 

声明指出还需要继续研究“统一方法”在实务操作中的运用。各国的税收法律和税收协定也可能需要修改并辅以相应

的过渡政策。签订多边公约的方式或许可以解决一些执行方面的困难，但这需要取得政治上的高度支持。声明还

强调了推行支柱一需要取消相关单边税收措施。 
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 安全港条款 

根据美国方面的要求，包容性框架将探讨在支柱一中引入安全港条款，作为“统一方法”的替代方案以供跨国企业在

全球范围内选择执行。这方面的研究工作会与支柱一其他工作同时开展，以确定引入安全港条款时A类金额适用范

围所需要的修订、实施细则及如何避免重复征税问题。 

支柱二方案的进展 

支柱二方案的技术内容正在研究中，声明仅提供了一部分细节。关于财务报表的使用、境外收入和境外税款的混

合、例外情况及两个规则间的协同都还需要讨论。最低有效税率也尚未讨论。 

下一步工作计划 

下一次全体包容性框架成员会议将在7月初举行。包容性框架希望届时可以签订一份完整的双支柱政治协议，使得

OECD能在11月的会议上向20国集团领导人提交报告。在政治协议的框架下，各成员国可能还需要数年时间来落

实多边公约或修订税收法律。 

注意要点 

相比之前的支柱一提案，声明对“统一方法”的框架设计提供了更多细节。在确定适用对象门槛时，提出将设置新征

税权下可分配利润的最低金额门槛。考虑到中国“走出去”企业多处在市场投入阶段，这一门槛的设置可能有利于

“走出去”企业减轻其合规负担。我们建议跨国企业持续关注数字经济征税问题，依据最新的方案评估对企业的潜在

影响，积极通过相关部门反馈建议，并提前部署合适的应对方案。 

根据声明，包容性框架将致力于达成一致意见，我们预计该议题将在今年取得实质性进展。如果最终方案能够在

2020年底之前达成一致，将避免各税务管辖地针对数字经济采取单边征税措施，现有的数字服务税也可能被取代。

从事自动化数字服务和消费业务的跨国企业将面临全新但更为协调的国际税收环境。尽管如此，我们希望由

OECD和20国集团领导的BEPS包容性框架能够达成有效且具有约束力的国际税收争端解决机制，帮助跨国企业避

免或快速消除由支柱一“统一方法”所可能带来的国际重复征税问题。 

注释 

4. OECD/BEPS 包容性框架关于双支柱方案应对经济数字化税收挑战的声明文件 

http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf 

5. A 类金额 - 根据新征税权而分配给市场国的利润；B 类金额 - 通过市场营销及分销活动等常规活动取得的固定回报；C 类金额 – 超过 B

类金额中常规活动部分的利润。 

6. 具体请参见普华永道中国税务/商务新知 2019 年第 10 期、第 31 期及第 37 期。  

http://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf
https://www.pwccn.com/zh/china-tax-news/2019q1/chinatax-news-mar2019-10.pdf
https://www.pwccn.com/zh/china-tax-news/2019q4/chinatax-news-oct2019-31.pdf
https://www.pwccn.com/zh/china-tax-news/2019q4/chinatax-news-nov2019-37.pdf
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peter.ng@cn.pwc.com  

庄子男 
+86 (21) 2323 2580 
spencer.chong@cn.pwc.com 

黄富成 
+86 (10) 6533 2100 
edwin.wong@cn.pwc.com 
 

任颖麟 
+86 (21) 2323 2518 
alan.yam@cn.pwc.com 

李尚义 
+86 (755) 8261 8899 
charles.lee@cn.pwc.com 

倪智敏 
+852 2289 5616 
jeremy.cm.ngai@hk.pwc.com 
 

mailto:jeff.yuan@cn.pwc.com
mailto:spencer.chong@cn.pwc.com
mailto:winnie.di@cn.pwc.com
mailto:qisheng.yu@cn.pwc.com
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新知—中国税务/商务专业服务  

香港   

李筱筠 

+852 2289 5690 
cecilia.sk.lee@hk.pwc.com 

吴慕荷 

+852 2289 3662 
tiffany.m.wu@hk.pwc.com 
 

潘咏之 

+852 2289 5675 
wengee.w.poon@hk.pwc.com 

麦浩麟   

+852 2289 3503 
phillip.mak@hk.pwc.com 
 
 

Peter Brewin 
+852 2289 3650 
p.brewin@hk.pwc.com 
 

谢文宪 

+852 2289 3508 
ali.mh.tse@hk.pwc.com 
 

普华永道中国转让定价服务团队在中国约有 290 位全职的对经济、会计、法律及项目管理有丰富专业知识，

及对各行业有充分了解的转让定价专业人员。我们的团队致力协助客户建立有效率的税务架构，以符合转让定

价的合规要求、预备在税务审查时作出迅速应对、解决与税务机关的争议、并减低税务调整的风险。同时普华

永道在全球的 50 多个国家拥有 100 多位合伙人及超过 1500 名全职的转让定价专业人员，致力于为客户提供

全球性转让定价专业服务。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.brewin@hk.pwc.com
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新知—中国税务/商务专业服务  

 

 

 

 

文中所称的中国指中国内地，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 

本刊物中的信息仅供一般参考之用，而不可视为详尽的说明。相关法律的适用和影响可能因个案所涉的具体事实而有所不同。在有所举措前，请确

保向您的普华永道客户服务团队或其他税务顾问获取针对您具体情况的专业意见。本刊物中的内容是根据当日有效的法律及可获得的资料于 2020 年

2 月 14 日编制而成的。 

这份中国税务/商务新知由普华永道中国税收政策服务编制。普华永道中国税收政策服务是由富经验的税务专家所组成的团队。团队致力搜集、研究

并分析中国内地、香港地区和新加坡现有和演变中的税务及相关商务政策，目的是协助普华永道税务部专业人员提供更优质的服务，并通过与有关

的税务和其它政策机关、学院、工商业界、专业团体、及对我们的专业知识感兴趣的人士分享交流，以保持我们在税务专业知识领域的领导地位。 

如欲了解更多信息请联系： 

马龙 

电话: +86 (10) 6533 3103 

long.ma@cn.pwc.com 

有关最新商业问题的解决方案，欢迎浏览普华永道／罗兵咸永道之网页：http://www.pwccn.com 或 http://www.pwchk.com 

 

http://www.pwc.com/structure
http://www.pwccn.com/

