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Tax Newsflash
TCCV ケーススタディ 14.2：「関税評価協
定」1.2（a）の規定に基づく、関連者間取引
の関税評価における移転価格文書の活用究
14.2：「」

2017 年 10 月 30 日に、世界税関機構（WCO）関税評価技術委員会
（Technical Committee on Customs Valuation、以下「TCCV」）は、ブ
リュッセルで開かれた第 45 回目の会議で「ケーススタディ 14.2：「関
税評価協定」1.2（a）の規定に基づく、関連者間取引の関税評価におけ
る移転価格文書の活用」（以下、「ケーススタディ 14.2」）を承認し、
公布した。
TCCV ケーススタディは世界税関機構により公布される関税評価のガイ
ダンスであり、多国籍企業による関連者間取引の関税評価について各国
の税関に指導意見を提供するものである。特筆すべき点として、ケース
スタディ 14.2 は、中国税関が関税評価の国際ルール策定に参加し、貢
献をした初めての正式文書である。ケーススタディ 14.2 は多くの輸出
入企業、特に中国で国際貿易を行う企業にとって、重要な価値を持つガ
イダンスである。
概要
ケーススタディ 14.2 において、税関は高級ハンドバッグの輸入取引を
取り上げ、移転価格算定方法の 1 つである「再販売価格基準法」に基づ

く移転価格分析の結果を参考して関税評価を行うという事例について、
分析と説明を行った。

背景








I 国の輸入業者 ICO は X 国のサプライヤーXCO と特殊な関係にあ
る。
輸入業者 ICO は有限責任会社形態の卸売業者であり、主に輸入商品
の販売に従事する。
サプライヤーXCO は市場戦略の策定、及び在庫水準と I 国における
希望小売価格の決定に関する機能を担い、I 国における市場リスクと
価格リスクを負う。
グループの方針により、輸入業者 ICO は「再販売価格基準法」
（Resale Price Method）を移転価格算定方法として採用し、サプラ
イヤーXCO の I 国における希望小売価格から ICO の予測売上総利益
と輸入関税を差し引いた上で輸入価格を確定している。
税関の検証結果によれば、検証期間における ICO の実績売上総利益
率は予測売上総利益率を上回っている。

分析及び結論
「WTO 関税評価協定」でいう「検証価額」の情報が不足している状況
下で、税関は「関税評価協定」1.2（a）の規定に基づき、取引要素の検
証にあたって、ICO の移転価格文書を参考にした。当該移転価格文書に
おいて、OECD 移転価格ガイドラインに記載された「再販売価格基準
法」（Resale Price Method）に基づき移転価格分析が行われ、ICO の
実際売上総利益率が 8 社の非関連者比較対象会社から算定された適正レ
ンジを上回ると結論づけられている。
移転価格文書によれば、ICO は顕著なリスクを負わず、価値のある無形
資産を使用しているが、8 社の比較対象会社は機能・リスク面で ICO と
類似しており、且つその輸入貨物は ICO の輸入貨物と比較可能性を有す
る。
検証の結果、ICO による高級ハンドバッグの輸入取引における価格決定
政策が業界の慣習に合致しておらず、ICO の申告する輸入貨物の成約価
格は取引双方の特殊な関係から影響を受けるため、関税評価を実施し、
その課税価格を調整すべきと税関が判断した。

コメント
関税評価と移転価格の関係及び相互に与える影響はホットトピックとし
て関心を集めてきた。2016 年から、中国税関は輸入業者に対して、輸
入貨物の申告価格が取引双方の関連関係から影響を受けているか否か確
認を行うよう要求している。関税評価と移転価格は使用する検証方法が
類似しており、且つ取引価格が独立企業原則に合致するか否かの検証と
いう共通の目的を持つが、基準となる法的枠組みが異なっており、検証
方法の実施と管轄当局の立場などの面にも一定の差異が存在する。輸入
貨物の申告価格が取引双方の関連関係から影響を受けているか否かの立
証に、所得税の観点から作成された移転価格文書がどれほどの説得力を
持つかは、多国籍企業にとって判断に困ることとされてきた。

近年、世界税関機構はこの領域で検討を重ね、2015 年に「世界税関機
構：関税評価と移転価格に関するガイド」及び一連のケーススタディ
（今回のケーススタディ 14.2 を含む）を公表し、取引双方の特殊な関
係が成約価格に影響を与えたか否かの判断について企業にガイダンスを
提供している。
ケーススタディ 14.2 の内容、及び中国税関による関税評価の実務に対
するデロイトの考察を踏まえた上で、中国の輸入業者にとって留意すべ
きテクニカル上の要注目ポイントを下記にまとめた。
移転価格算定方法
現在の移転価格文書化の実務において、依然として取引単位営業利益法
（TNMM）の使用が高い比率を占める状況である。一方、国内の関税評
価の実務において、税関が関連者間取引の取引要素を検証するにあたっ
て、再販売価格基準法を移転価格算定方法として採用した移転価格文書
を参考にすることを好む傾向にある。これは、税関が関税評価において
輸入貨物の売上総利益率により注目するのに対して、所得税をめぐる移
転価格調査の実務において使用頻度の高い取引単位営業利益法に基づく
分析検証は、往々として純利益率により注目を置くものであり、税関が
売上総利益率を正確に分析検証するための参考としては、必要情報に欠
けるためである。
比較対象貨物の比較可能性
所得税をめぐる移転価格の実務において、比較可能性分析を実施するに
あたって、通常、企業の機能・リスクの比較可能性がより注目される。
一方、税関が移転価格文書を参考して関連者間取引の価格を検証するに
あたって、検証対象である輸入貨物と比較対象貨物の比較可能性の確保
が重要である。それは、移転価格分析と比べて、関税評価は貨物の取引
により注目を置くものであることから、比較対象貨物との比較可能性に
ついても厳しく要求しているためである。

上述のまとめとして、税関に対して貨物輸入価格の合理性を立証するに
あたって、移転価格文書の活用を検討している輸入業者は、上述の内容
を踏まえて、移転価格文書などの関係資料を適切に修正・加筆すること
で、関税評価対応への適用可能性を高める必要がある。
なお、留意点として、ケーススタディ 14.2 において、有限責任会社形
態の輸入業者が獲得した高い売上総利益率は、輸入価格を適正以下に設
定したことに起因するものであると税関は最終的に結論づけている。し
かし、実務において、関連者からの輸入業務に従事する有限責任会社形
態の輸入業者が高い売上総利益率を獲得している場合、その原因がより
複雑なものである可能性も存在する。類似の状況にある輸入業者は、自
身の売上総利益率に寄与する要素（例えば現地の市場環境など）につい
て定性・定量分析及びその立証を行うことで、自身の高い総利益率が輸
入価格の不適切な設定に起因するものであると誤認され、税関による輸
入貨物の課税価格の調整に繋がる事態を回避する必要がある。
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