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BEPS 行動計画の金融取引移転価格ポリシー策定へ
の影響
はじめに
2014 年 9 月 16 日 、 経 済 協 力 開 発 機 構
（ Organization for Economic Co-operation and
Development：以下「OECD」）による行動計画 13

金銭貸借保証および契約履行保証などの金融取引
も関連者間取引の対象となっている。また、CbC に
おいてもグループ内資金調達金額の開示が求めら
れている。

（移転価格文書化の再検討）の発表により、OECD

そもそも、何故、通常は簡易事案として扱われてい

移転価格ガイドライン第 5 章の改訂が行われた。そ

た金融取引への開示が求められているのか。その

の中で OECD は以下の 3 層構造による移転価格文

背景としては、過去における支払利子損金算入を目

書化アプローチを発表した。

的とした租税回避行為が原因の一つであると考えら
れる。移転価格文書化における金融取引の開示要

1)

2)

3)

MNE（多国籍企業）の無形資産および金融活

求は、そのような企業の課税所得を圧縮する租税

動に伴うグローバル移転価格ポリシーと共に

回避を防止するために設けられたと考えられる。利

MNE の事業に関するハイレベルな情報を提

子損金算入を通じた税源浸食への制限に関する指

示するマスターファイル

針（行動計画 4）は 2015 年 12 月に発表される予定

現地の企業が国外関連者と行う取引に係る情

であり、今後、金融取引を関連者間で行う企業に

報および移転価格分析結果を提示するローカ

とっては、当該行動計画 4 の動向も注視する必要が

ルファイル

あるであろう。

MNE の各国ごとの財務数値等の集計結果を

1.

提示する CbC（Country by Country）レポート

移転価格文書化の対象となる金融取引

それでは、どのような金融取引が移転価格文書化

各アプローチにおいては、主要取引における事業内

の対象となるのか。取引額の重要性や取引の頻度

容、取引規模等の情報開示もさることながら、随所

を考慮すると、やはり関連者間におけるローンおよ

に金融取引への開示についても言及されている。例

び保証取引が主な金融取引となるであろう。また、

えば、マスターファイルにおいては MNE グループ内

最近では関連者間におけるローン取引もキャッシュ

金融活動について触れており、その中にはグループ

プーリングという形態を通じて増加しているため、

の資金調達方法の概要、MNE グループ内での主

キャッシュ プーリングも移転価格文書化の対象とな

要な金融機能を果たす企業の特定、金融取決めに

るであろう。

係るグループ内の一般的移転価格ポリシーの概要
説明が含まれている。ローカルファイルではローン、

関連者間ローンは、通常、海外の子会社の運転資
金の手助けや、近年では海外の M&A 資金のため
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に貸付けが行われている。移転価格文書化では、こ

ショナル キャッシュ プーリング（以下「ノーショナ

れらのローンに係る金利が独立企業間価格で設定

ル」）が存在する。

されていることをサポートしなければならない。

ゼロバランスにおいて、余剰資金を抱える参加者は

関連者間保証には大きく分けて金銭貸借保証と契

キャッシュ プールを管理するキャッシュ プールリー

約履行保証が存在する。金銭貸借保証は、現地の

ダーに向けて物理的に資金を送金する（貸付ける）。

子会社の銀行からの借入を容易にするために親会

逆に、不足資金を抱える参加者はキャッシュ プー

社が保証を行う。親会社が保証を行うことで、子会

ルリーダーから資金の送金を受ける（借入れる）。そ

社（被保証人）は単独で資金を借りるよりも低金利

のため、プーリングの参加者の口座は終日毎にゼ

で借入を行うことができるため、金利低減効果が生

ロバランスとなる。キャッシュ プールの参加者は

じる。また、言うまでもなく、子会社が債務不履行に

キャッシュ プールリーダーのみと相対し、銀行とは

落ちいった場合には、親会社が銀行に対して債務

直接取引は行わない。

保証を行う。

キャッシュ プーリングのスキーム① ゼロバランス

金銭貸借取引

被保証人

¥

銀行

銀行

保
証

保証料

マスター
口座

保証人

契約履行保証は、納税者の事業形態によって多少
の違いはあるであろうが、一般的には、工事発注に
おいて、工事を受注する子会社に対して顧客が銀
行による保証（例えばボンド）発行を条件とした際に、
銀行は子会社単体の信用力のみではボンド発行を
しないため、親会社による保証を求める。親会社が
保証を行うことで、子会社は工事契約の受注という
事業上のメリットや銀行からの手数料低減効果が
見込まれる。親会社は子会社が契約を履行しな
かった際に銀行に対して金銭で弁償を行う。
移転価格文書化では、保証を受けることにより生じ
るであろう便益に見合う保証料率が独立企業価格
間で設定されていることをサポートしなければならな
い。

子会社A
銀行口座

子会社B
銀行口座

子会社C
銀行口座

子会社D
銀行口座

後述する、ノーショナルと比べて、ゼロバランスは、
物理的にグループ資金が一拠点に集中するため、
その資金をその他のグループ会社のために有効活
用できる。ただ、日々、物理的な貸し借りが行われ
るため、ノーショナルに比べて管理が難しくはなる。
グループにおける移転価格文書化では、関連者間
における現金の貸借に係る金利が独立企業価格間
で設定されていることをサポートしなければならな
い。
ノーショナルにおいては、参加者の口座にある余剰
資金や不足資金は銀行によって各参加者の仮想口
座を経由して概念的に合算または相殺され、銀行と

被保証人
保証料

保証

保証人

工事履行契約
銀行保証
発行依頼
親保証

の金銭貸借においてグループとして優遇金利の恩
第三者顧客
銀行保証
（工事履行）
銀行

恵を受けることを目的としている。参加者の口座か
らキャッシュ プールリーダーへの物理的な資金の
動きはなく、参加者は仮想口座を管理する地元の
銀行のみと相対する。

キャッシュ プーリングとは、一般的にグループ内に
おける余剰資金を有効活用し、資金不足を抱える
他の参加者に余剰資金を補填するシステムである。
キャッシュ プーリングには通常、ゼロバランス
キャッシュ プーリング（以下「ゼロバランス」）とノー
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キャッシュ プーリングのスキーム② ノーショナル

¥
銀行

ネッティングベネフィット

銀行は仮想的に各プールメンバーの資金の余剰と不足の相殺
を行い、差額分について利息の支払または利息の徴収を行う。

マスター
口座
子会社A
仮想口座

子会社A
銀行口座

子会社B
仮想口座

子会社B
銀行口座

シングル アカウント

相殺後のネットの資金の借入あるい
は運用、並びにそれらの取引に伴う
金利および運用益の授受を銀行と
行っている
相殺
過剰 ＋
不足 －

子会社C
仮想口座

子会社C
銀行口座

銀行

銀行間市場 3%

受取利息: +9
支払利息: -2
総利益: +7

受取利息: +3
支払利息: -1
総利益: +2

銀行
1%

子会社D
仮想口座

子会社D
銀行口座

キャッシュ プール

銀行間市場 3%

6%

1%

実際の資金・
金利・運用益の
やり取り

Cash pool
+100

A
貸方勘定
+200

B
借方勘定
-100

受取利息: +2

支払利息: -6

グループ支払利息: -4

A
貸方勘定
+200

B
借方勘定
-100

グループ（キャッシュプール）支払利息: +1

利子の配分

ネッティングベネフィット
+1-(-4)=5

ノーショナルは、前述のゼロバランスよりも仕組みは
簡単であり管理もし易い。ただし、ノーショナルの目

クレジット リスク ディフレンシャルとは、単体企業と

的は銀行からの優遇金利を受け取ることであるため、

キャッシュ プールリーダーの信用リスクの差および

仮想的に合算された資金を他の用途には使えな

各々の借入金利差により、グループ全体として支払

い。

利息の負担を軽減する。

移転価格文書化では、これらのキャッシュ プール

例えば、各グループ企業が各自のクレジット スプ

に参加することでグループ内において優遇金利に

レッドを使って利息を支払う場合、A 社は 3（100×

係る恩恵の配分が適正に行われていることをサ

3％）の利息を支払、B 社は 8（200×4％）の利息を

ポートしなければならない。

支払うことになる。その結果、グループ全体として、
銀行に 11（3 + 8）の利息を支払うことになる。

それでは、ノーショナルプールに参加することで発
生する恩恵とは具体的にどのようなものが存在する

キャッシュ プールリーダの下で各企業の借入活動

のか。以下に挙げるネッティング ベネフィットとクレ

を一元管理する場合に、リーダーのクレジット スプ

ジット リスク ディフレンシャルはノーショナル プー

レッドに基づきグループ全体として、6（300×2％）

ルにおける代表的な恩恵の例である。

の利息を支払うことになるので、キャッシュプールを
運営することで 5（11 – 6）の支払利息を軽減できる

ネッティング ベネフィットとは、銀行との個別の金銭

効果がある。これにより、グループ全体の資金管理

貸借をグループの帳簿上で相殺することで、実際の

上の利益の向上を実現できる。

銀行との貸借取引残高を減額することで、銀行に対
する余分な支払利息を低減する効果がある。

クレジット リスク ディフレンシャル
シングル アカウント

例えば、キャッシュプールに参加していないグルー

銀行

キャッシュ プール
銀行

LIBOR@1%

プ企業が個別に銀行と利息の清算をする場合、A
社は 2（200×1％）の利息を受け取る一方、B 社は

クレジット スプレッド
@2%

6（100×6％）の利息を支払うことになる。その結果、

A
借方勘定
-100

グループ全体として支払・受取利息の差額である
-4（2 - 6）を銀行に支払うことになる。

支払利息:
100x（1%+2%）=3

Cash Pool
Leader
-300

クレジット スプレッド
@3%

B
借方勘定
-200

A
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-100
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クレジット
スプレッド
@1%

B
借方勘定
-200

支払利息:
200x（1%+3%）=8

グループ支払利息=3+8=11

グループ（キャッシュプール）支払利息=300x（1%+1%）=6

ベネフィット=11-6=5

キャッシュプール リーダーの下で各企業の資金の
貸方・借方勘定を相殺することで、グループ全体とし
て銀行から 1（100×1％）の利息を受け取ることが
できるため、最終的には 1 - （-4) = 5 の支払利息を
低減することができる。

2.

本邦における移転価格税制および対応
策

ローン
それでは、これらの金融取引に対して本邦では、ど
のような規定がなされているのか。一般的に移転価
格税制は租税特別措置法第 66 条の 4 において規
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定がなされているが、ローンに関しては、以下の租

間金利とする方法であるが、実際にそのような取引

税特別措置法通達（以下「措置法通達」）66-4-(7)-4

を見つけ出すのは相当困難であるため、事務運営

および移転価格事務運営要領第 2 章において規定

要領第 2-7 を適用することとなる。

が存在する。
(1)

66-4-(7)-4 金銭の貸付け又は借入の取扱い

金銭の貸借取引について独立価格比準法と同等の
方法又は原価基準法と同等の方法を適用する場合
には、比較対象取引に係る通貨が国外関連取引に
係る通貨と同一であり、かつ、比較対象取引におけ
る貸借時期、貸借期間、金利の設定方式（固定又

事務運営指針 2-7 には優先順位があり、(1)、(2)、
(3)の順による適用が求められる。ただし、(1)のよう
に海外子会社の銀行調達利率を入手するのは実務
上、困難であることから、(2)の利率を適用すること
が多い。このように、本邦では金銭の貸付を業とし
ない法人に対して一定のセーフハーバールールが
存在するといえよう。

は変動、単利又は複利等の金利の設定方式をい

(2)のように貸手である親会社から借手である子会

う。）、利払方法（前払い、後払い等の利払方法をい

社への貸付けが実際の資金調達と紐付けが可能で

う。）借手の信用力、担保及び保証の有無その他の

あれば関連者間における金利設定は比較的容易で

利率に影響を与える諸要因が国外関連取引と同様

あるが、貸手である親会社が非関連者である銀行

であることを要することに留意する。

等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、貸借

(2)

移転価格事務運営要領

期間等が同様の状況の下で借入をすることは稀で
あるため、当該関連取引と同様の貸借時期、貸借

（独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法によ

期間、通貨におけるスワップレート（ライボーレートと

る金銭の貸借取引の検討）

同価値）に親会社のスプレッドを上乗せした利率を
使用することが一般的であると考えられる。スワップ

2-7 法人及び国外関連者がともに業として金銭の

レートはブルームバーグ社やロイター社の端末から

貸付け又は出資を行っていない場合において、当

入手が可能である。

該法人が当該国外関連者との間で行う金銭の貸付
け又は借入れについて調査を行うときには、必要に

スワップレートを使用することは、平成 18 年 10 月

応じ、次に掲げる利率を独立企業間の利率として用

26 日に東京地方裁判所で行われた裁判において

いる独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法の

認められた手法である。本判決においては、日本の

適用について検討する。

親会社がタイにある子会社に対してタイバーツで貸
付を行ったが、当該貸付に係る金利が、当時のタイ

(1)

(2)

国外関連取引の借手が、非関連者である銀

国内の商業銀行の預金利率と比較しても相当低い

行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、

として課税を受けた例である。これは国外関連者間

貸借期間等が同様の状況の下で借り入れた

における貸付金利は、同通貨における市場金利の

とした場合に付されるであろう利率

水準を反映しなければならないことを示す事例であ

国外関連取引の貸手が、非関連者である銀

る。

行等から当該国外関連取引と通貨、貸借時期、
貸借期間等が同様の状況の下で借り入れた
とした場合に付されるであろう利率
(3)

また、同判決においてはスワップレートに上乗せす
るスプレッドの計算についても触れており、親会社
は取引銀行から優良企業とみなされていた事実に

国外関連取引に係る資金を、当該国外関連

基づき、短期のプライムレートから円ライボーレート

取引と通貨、取引時期、期間等が同様の状況

を差し引いた利率をスプレッドとして認めた。当該事

の下で国債等により運用するとした場合に得

例は、貸付を行う親会社のスプレッドを計算する上

られるであろう利率

で、参考となるであろう。

措置法通達 66-4-(7)-4 における基本三法と同等の

非金融業を営む多国籍企業グループにも金銭貸借

方法である独立価格比準法と同等の方法または原

を業とする子会社が存在するであろう。このような子

価基準法と同等の方法は、貸手または借手が関連

会社に対して上述の 2-7 はルール上は適用できな

者間ローンと同条件で第三者に対して貸付けまた

いであろう。ただし、いくら金融を業としている企業で

は借入を行っている場合に、当該金利を独立企業
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も 66-4-(7)-4 における独立価格比準法と同等の方

金利を参照するという方法が考えられる一方、その

法または原価基準法と同等の方法の適用は困難で

ような第三者の事例を検索することは通常困難であ

あると考えられるため、実務的には 2-7 を適用する

る。そのため、同等の格付を有する類似取引におけ

ことが現実的ではないかと考える。その場合には、

る社債の利回りを使用する方法が考えられる。社債

調達金利＋事務コスト以外にも貸手側が獲得する

の利回りは、スワップレートと同様に、ブルームバー

であろう利潤が含まれていると考えられる 2-7(1)を

グ社やロイター社の端末から入手が可能である。

適用することが重要であると考える。
そこで問題となるのが、借手の信用力と当該信用力
に見合う金利を決定することだが、信用格付けに関
する分析は通常、以下のような方法が考えられる。
(1)

保証
日本の移転価格規則には保証取引およびその算定
について言及した条項は存在しないが、事務運営
指針 2-9 における役務として「債権の管理又は回

親会社の保証なしで借手である子会社が既に

収」、「キャッシュフロー又は支払能力の管理」に債

第三者から受けている融資に係る金利の水準

務保証に近い例が記載されているが具体的な算定

に基づき、借手である子会社の信用格付けを

方法の記載はない。

推定する手法

ただし、平成 14 年 5 月 24 日付の国税不服審判所

例えば、親会社の保証がないローンに係る金利水

による裁決で、オランダ子会社が発行する社債に対

準と同ローンの通貨、貸借時期、貸借期間等が同

して親会社が保証および保証類似行為を行った

等の社債の利回りとを比較することにより、信用格

ケースにおいて、国税局のアプローチに対する国税

付けを推定することが可能である。

不服審判所の見解が示されている。

(2)

借手である子会社と貸手である親会社のグ

国税局は、子会社の親会社による保証行為が無

ループにおける関係性の定性評価に基づき、

かった場合の格付けを推定し、その格付けの差に

借手である子会社の信用格付けを推定する

相当するデフォルト確率の現在価値を算定し、保証

手法

料率を算定したが、不服審判所は、当局の更正処

子会社と親会社の関係性が十分認められた場合に
は、子会社の信用格付けはその親会社のものに近
似するであろうと推定し、親会社の単体としての格
付けから 1 または 2 単位ずつ下げた格付けを借手
である子会社の格付けとする方法である。このよう
に格付けを下げることを、「ノッチ ダウン」と表現す

スを得ていない方法であったとして採用しなかった。
最終的には、国税不服審判所による調査において
本保証取引と時を同じくする時点で発行された債券
に係る銀行が行う保証取引料率を比較対象とする
裁決が下された。
ただし、このような保証取引と同時期に発生した銀

る
(3)

分は取引当時においては金融市場でのコンセンサ

格付会社が提供する非上場企業の格付算定
ツールを使用する手法

当該格付算定ツールに借手の特定の財務データを
入力することにより、借手の格付を算定する。当該
ツールは借手の財務データから計算される財務指
標を比較対象企業のものと比較し、借手の信用格
付けを推定する。ただし、子会社単体の財務データ
であるがゆえ、低い信用格付けが算定される傾向
にあることに留意が必要である。

行等が行う期間、金額、通貨、市場等が比較対象で
ある保証取引を見つけ出すことは実務上困難であ
ると考えられるため、何かしら別の方法を検討する
ことが現実的であると考える。
本判決においてほかに注目すべきと点としては、
キープウエルのような保証類似取引も保証取引と
同じ効果を持つと認められたことである。保証とは
契約形態が異なるキープウエルであっても実質的
に保証があったとした場合と同程度の法的責任を
負うのであれば保証と同類と認められたことは、今

信用格付が決定した後に金利に関する分析が必要

後、キープウエルに対しても保証同様に移転価格

となるが、金利は外部のデータベースを使用して同

税制の対象となることに留意しなければならない。

等の格付けを有する第三者が行う類似取引に係る

そのほかに、移転価格税制における保証料率を算
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定する上で、とても重要な考え方が OECD ガイドラ

この例では、S 社に便益を及ぼしているグループ シ

インの 7.13 に述べられている。7.13 では「例えば、

ナジーに対する対価の支払や比較可能性の調整は

ある関連者が提携したというだけで、提携していな

要求されないことが示されている。なぜならば、この

かった場合よりも高い信用格付けを得ている場合、

便益は単純に S 社がグループのメンバーであること

いかなるサービスも受けていないであろう。しかし、

により生じているものであり、多国籍企業グループ

より高い信用格付けがグループの他の構成企業に

内で行われた明示的な行為により生じているもので

よる保証によるものであったり（中略）場合には、グ

はないからである。

ループ間役務は通常存在するであろう」と記されて
いる。

例 1 信用保証契約がないケース
S社単独

換言すると、実際に保証取引が行われており、当該
保証行為が契約書等に明示的に記されている場合

第三者の貸し手

貸付
（金利はBaa格に基づく）

子会社（S社）
格付け“Baa”

には保証料を徴収する必要があるが、第三者との
保証契約も存在せず、取引相手がグループ企業の

グループ シナジーあり
多国籍企業グループ

一部であるという事実に基づきより高い信用格付け
を付与した場合には結果的に保証と同様の効果が
あったとしても、取引は行われておらず、保証料を

第三者の貸し手

貸付
（金利はA格に基づく）

子会社（S社）
格付け“Baa”

徴収する必要はないことになる。後者はグループ
シナジーとも呼ばれている。
グループ シナジーについては、2014 年 9 月 16 日

S社の格付けは多国籍企業グ
ループの一員であることにより、
A格に格上げされている。

親会社（P社）
格付け“Aaa”

に行動計画 13（移転価格文書化の再検討）と同時
に発表された行動計画 8（無形資産に係るガイダン

例 2 では単にグループのメンバーであることにより

ス Phase 1）の中でも言及された 。その中で OECD

生じる付随的な便益（暗示的な保証）と意図された

はグループシナジーのコンセプトをより明確にする

明示的保証とを区別するものであり、同様の原則が

ために 2 つの例を挙げた。

適用される。例 2 は例 1 と類似した状況を検討して

1

いるが、例 2 では親会社 P 社は明示的な保証（法的
以下に示す例 1 では、多国籍企業グループに属す

義務）を提供している。この保証はグループとしての

る子会社の信用格付けに及ぼすグループ シナ

共同行為の一例である。

ジーの影響について示している。例 1 において多国
籍企業グループの親会社である P 社は金融事業を

この例では S 社は保証料の支払が必要となるが、

営んでいる。連結グループにおけるバランスシート

保証料は A から Aaa への格上げに係る部分のみで

の財政状態の健全さにより P 社は Aaa の信用格付

あり、Baa から Aaa への格上げに係る部分ではない。

けを維持している。グループの子会社 S 社は、仮に

なぜならば、Baa から A への格上げは S 社のグ

単独で信用格付けを得た場合には、その財政状態

ループへの受動的事業体によりもたらされているも

によりせいぜい Baa しか得られないであろう。しかし、

のであり、一方、A から Aaa への格上げは明示的な

S 社は P 社グループの一員であるがゆえ、独立した

行為：すなわち親会社による保証の提供により直接

外部の貸し手（金融機関）は S 社に対して、A の信

的にもたらされている。

用格付けを有する他の借り手に対して付すのと同じ
金利で融資することをいとわないであろう。S 社は、
P 社グループの一部であることにより高められた信
用格付けを反映した金利で、（グループ外の）第三
者の貸手と P 社から同時に借入を行うことになる。

1 行動計画 8（無形資産に係るガイダンス Phase 1）の発
表により、OECD 移転価格ガイドライン第 6 章の改訂が行
われた。
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例 2 親会社による信用保証契約があるケース

には、キャッシュ プーリングとはいえ、実質的には

多国籍企業グループ

関連者間ローンと変わらないであろう。そのため、
ローンに係る既存の移転価格規則に基づいて金利

第三者の貸し手

貸付
（金利はAaa格に基づく）

S社の格付けは多国籍企
業グループの一員である
ことにより、A格に格上げ
されている。

子会社（S社）
格付け“Baa”

保証料

の設定を行うことが必要となる。特に短期の借入と
いいながら、返済期日に同額の借入を行って、事実
上の借入期間の延長を行っている場合には、実質
的には、長期のローンと変わらないため注意が必要

親会社（P社）

である。

格付け“Aaa”

また、ノーショナル プーリングは、一見、移転価格
P社による明示的なS社の信用保証

この例では、関連者間の保証は単体の信用力であ
る Baa ではなく、グループ シナジー後の A に基づき
算定すべきであると述べられている。実際のケース
において、銀行から親会社の保証なしにおける子会

の問題は生じないように見えるが、銀行が概念的に
資金の合算または相殺する際には各参加者の法的
な許可が必要となり、また、親会社による保証また
は参加者同士による保証も必要となるため、移転価
格の問題は依然残ることになる。

社の格付けや金利の情報を入手することは困難か

特にノーショナル プーリングにおける最大の移転

もしれないが、実際にそのような情報を得ることがで

価格の問題は、プーリングによる恩恵を参加者の間

きれば、関連者間の保証料率算定の証拠にもなり、

でどのように配分するかである。余剰資金を持つ参

結果的には関連者間における保証料率の低減にも

加者が過小資金を持つ参加者と同等の恩恵を受け

つながりことになるため、今後の移転価格方針の設

取ることが果たして妥当なのか、子会社よりも信用

定における留意点であると考えられる。

力の高い親会社がプーリングに参加する場合には、

なお、補足ではあるが、平成 26 年度税制改正にお
いて、国内における国際課税原則が総合主義から
帰属主義（AOA）へと変更がされる改正案が発表さ

親会社による保証が効力を発揮しているため、何か
しらの対価を支払う必要があるであろう。

結論

れた。このことにより平成 28 年 4 月 1 日以降に開
始される事業年度の法人税の計算において、内国
法人の国外 PE（Permanent Establishment：恒久
的施設：以下「PE」）または外国法人の国内 PE を本
店等から分離・独立した企業であると擬制した場合
の内部取引における所得、リスク、資産、資本を PE
に帰属させる必要が生じることになる。ただし、PE
は本店と同じ企業に属するため、本店と同じ信用力
を有する。そのため、本支店間の内部取引において
保証料は認識しないことになっている。
キャッシュ プーリング
日本の移転価格規則にはキャッシュ プーリングの
算定について言及した条項は存在しないが、キャッ
シュ プーリングには勿論、関連者間ローンや保証

BEPS（Base Erosion and Profit Shifting：税源侵
食と利益移転：以下「BEPS」）行動計画の金融取引
に係る移転価格ポリシーの開示については、本邦
および諸外国の移転価格税制規則、OECD 移転価
格ガイドライン、国内外の判例などに基づき移転価
格ポリシーを策定することが望まれる。BEPS によ
る文書化規定が各国の国内法に導入された暁には、
諸外国の税務当局は一貫した移転価格方針の適
用がなされているか否かを 3 層構造による文書化
から容易に確認ができることとなるため、今後、移
転価格方針の確認および整備が必要となるであろ
う。また、ポリシーの適用に不一致が生じているの
であれば、その理由につき説明できる準備をするこ
とが望ましい。

の要素が介在しているので、キャッシュ プーリング
のストラクチャーによってどのような関連者間取引
が介在しているのかを特定することが重要であると
考える。
例えば、会社によって外部の借入を必要としないゼ
ロバランスによるストラクチャーを運営している場合
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