税務

最近の税務判例の傾向と対策
～CFC税制の経済活動基準
（適用除外基準）
～
デロイト トーマツ税理士法人

弁護士・ニューヨーク州弁護士・税理士

CFC（Controlled Foreign Company） 税 制 に 関 す

き た む ら ゆたか

る最高裁判決が、2017年10月24日、約8年ぶりに下さ

（適用除外基準）
2．CFC税制の経済活動基準

実務上の対策について、一定の影響を与えるものと思わ

独立企業としての実体を備え、その所在する国又は地域

で、CFC税制の経済活動基準に関する最近の税務判例の

がある場合もある。そのような場合にまで、経済活動の

れた。CFC税制の経済活動基準のうち事業基準に関する
れる。本稿では、この最高裁判決のポイントを織り込ん
傾向と対策について解説する。

1．最近増加しているCFC税制に関する判例

内国法人・居住者は、いわゆるタックスヘイブン（軽

課税国）に関係会社を設立して経済活動を行い、当該会
社に所得を留保することにより、我が国における租税の
負担を回避することができる。そこで、このような租税

回避に対処して、税負担の実質的な公平を図るために、

CFC（Controlled Foreign Company）税制が導入され
た。具体的には、所定の要件を満たす外国の関係会社の

所得を、内国法人・居住者の所得に合算して課税するこ

ととされている。外国子会社合算税制とも呼ばれている。
最近、このCFC税制に関する判例が、増加する傾向に

ある。CFC税制に関する公表された判例は、これまでに

20件以上存在する。このうち約半分に当たる10件以上
が、ここ5年ほどの間に下されている（判例1ないし
22）。もっとも、税務係争事件のうち実際に裁判所で争
われるケースは、氷山の一角にすぎない。CFC税制の適
用をめぐる潜在的な税務係争事件は、増加の一途をたど
っているといえよう。

その背景には、CFC税制が適用されるか否かで、課税

金額に大きな違いが生じ得ることが挙げられる。税務当

局にとっては、CFC税制の適用の可否について重点的に
税務調査を行えば、大きな課税漏れの指摘につながる可
能性がある。他方、大きな課税漏れを指摘された納税者

タックスヘイブンに設立された関係会社であっても、

において事業活動を行うことにつき、十分な経済合理性
実体のある事業から生じる所得（能動的所得）を合算し
て課税すると、我が国の民間企業の海外における正常か

つ合理的な経済活動を阻害するおそれがある。そこで、
一般に、外国の関係会社が、次の四つの経済活動基準の
いずれかを満たさないときに、当該関係会社の能動的所

得に対する合算課税を行うこととされている（ただし、
一定の例外はある）
。
①
②
③
④

株式・債券の保有、知的財産権の提供又は船
舶・航空機の貸付けを主たる事業とするもので
ないこと（事業基準）

本店所在地国においてその主たる事業を行うに
必要と認められる事務所、店舗、工場その他の
固定施設を有すること（実体基準）

本店所在地国においてその事業の管理、支配及
び運営を自ら行っていること（管理支配基準）
その主たる事業が卸売業、銀行業、信託業、金
融商品取引業、保険業、水運業、航空運送業又

は一定の物品賃貸業に該当する場合において
は、その事業を主として非関連者との間で行っ

ていること（非関連者基準）
、その主たる事業

がこれ以外の事業に該当する場合においては、
その事業を主として本店所在地国において行っ
ていること（所在地国基準）

なお、平成29年度税制改正において、CFC税制は抜

としては、関係者に対する説明責任との関係で、唯々

本的に改正された。改正前は、上記の経済活動基準は、

がちである。このような事情が、CFC税制に関する税務

れないための基準（適用除外基準）として整理されてい

諾々と修正申告するわけにはいかないという状況に陥り
係争が増加する一因となっているのであろう。

CFC税制に関する多くの判例では、外国の関係会社が

経済活動基準（適用除外基準）を満たしているか否か

が、主な争点となっている。そこで、以下、この点に関
する判例の傾向と実務上の対策について、取り上げるこ
ととする。
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基本的には、一定の外国の関係会社がCFC税制を適用さ
た。もっとも、外国の関係会社がそれぞれの基準を満た
すか否かで合算課税の可否を判断するという基本的な考
え方は、改正後も変わっていない。また、それぞれの基
準の内容も、ほぼ同じである。そのため、改正前の適用
除外基準に関する判例も、改正後の経済活動基準に関す
る実務について考える上で、直接に参考になろう。
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以下、それぞれの基準に関する判例について検討す

る。

3．事業基準に関する判例の傾向と対策

一つ目の経済活動基準は、外国の関係会社が、株式・

地域統括業務は、その結果として当該他社の配当額の増
加や資産価値の上昇に資することがあるとしても、株式
保有業とは異なる独自の目的、内容、機能等を有するも
のというべきであって、地域統括業務は株式保有業には
含まれないとした。

また、実際に納税者の関係会社が行っていた地域統括

債券の保有、知的財産権の提供又は船舶・航空機の貸付

業務は、地域経済圏の存在を踏まえて域内グループ会社

準）
。例えば、株式の保有についてみると、株式を保有

該地域において事業活動をする積極的な経済合理性を有

けを主たる事業とするものでないことである（事業基

又は運用することにより利益配当又は譲渡益を得るとい
った株式の保有に係る事業（株式保有業）は、その性質
上、我が国においても十分に行うことができる。したが
って、これを主たる事業とする関係会社が、我が国では
なくわざわざタックスヘイブンに所在する積極的な経済
合理性は、税負担の軽減以外には見出しがたいといえ

の業務の合理化、効率化を目的とするものであって、当
することが否定できないものであった。そのため、この

ような地域統括業務が株式保有業に含まれるとすると、
上記の株式の保有を主たる事業とするものでないことを
求めた趣旨と整合しないことも、理由として挙げてい
る。

次に、地域統括業務と株式保有業の比較について、納

る。このように、株式の保有を主たる事業とするもので

税者の関係会社は、豪亜地域における地域統括会社とし

は、能動的所得を合算しないこととする必要性を、そも

とを目的として、個々の業務につき対価を得つつ、地域

ないことが求められている趣旨は、そのような場合に
そも認めることができないためである。

これまでの事業基準に関する判例は、外国の関係会社

が、株式の保有を主たる事業とするものでないかどうか
が争われたものが多い。そして、関係会社の「主たる事

業」は、当該関係会社の当該事業年度における事業活動

の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当とさ
れている。また、関係会社が複数の事業を営んでいると

きは、当該関係会社における、①それぞれの事業活動に
よって得られた収入金額又は所得金額、②それぞれの事
業活動に要する使用人の数、③事務所、店舗、工場その

他の固定施設の状況等を、総合的に勘案して判定するの

て、域内グループ会社の業務の合理化、効率化を図るこ
企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム、物
流改善という多岐にわたる地域統括業務を有機的に関連
するものとして域内グループ会社に提供していた。ま

た、対象となる事業年度において、地域統括業務の中の

物流改善業務に関する売上高は、収入金額の約85％に
上っていた。ただし、所得金額では、保有株式の受取配
当の占める割合が8～9割であった。もっとも、その配

当収入の中には、地域統括業務によって域内グループ会
社全体に原価率が低減した結果生じた利益が相当程度反
映されていた。そして、現地事務所で勤務する従業員の
多くが地域統括業務に従事し、保有する有形固定資産の

が、これまでの判例の傾向といえるであろう（判例21、 大半が地域統括業務に供されていた。

19、8、7、2）。
今般下されたCFC税制に関する最高裁判決も、この

は、相当の規模と実体を有するものであり、受取配当の

傾向に沿った判断を示した。そして、納税者の関係会社

動として大きな比重を占めていたとして、地域統括業務

「主たる事業」の判定基準について、これまでの判例の
が行っていた地域統括業務と株式保有業とを比較した上

で、地域統括業務が「主たる事業」であると判示した。

そこで、以上を総合的に勘案すれば、地域統括業務

所得金額に占める割合が高いことを踏まえても、事業活
が主たる事業であったと結論付けた。

そうすると、ある関係会社が、株式保有業とその他の

また、その前提として、地域統括業務は株式保有業には

事業（例えば卸売業など）の二つの事業を営む場合、当

業務が株式保有業に含まれるかどうかについては、第一

務上どのような対策を立てればよいであろうか。当該関

含まれないことを明らかにした（判例22-3）。地域統括
審と控訴審とで判断が分かれていたが（判例22-1、22-

2）、この点について、上告審として決着をつけた。

まず、地域統括業務について、他社の株式を保有する

関係会社が、当該他社を統括し管理するための活動とし
て行う、事業方針の策定や業務執行の管理、調整等に係

る業務というように整理した。そして、地域統括業務
は、通常、当該他社の業務の合理化、効率化等を通じて

該関係会社が事業基準を満たすようにするためには、実
係会社としては、まず、株式保有業とその他の事業のそ
れぞれに係る収入・所得金額、使用人数、固定施設の状

況等を、具体的に比較検討することになろう。そして、
それぞれの要素について、株式保有業に係るものより

も、その他の事業に係るもののほうが相対的に多くなる
ように事業計画を立案した上で、立案した計画通りに着

実に事業を遂行することになるだろう。また、「主たる

その収益性の向上を図ることを直接の目的としており、 事業」の判定は、当該関係会社の事業年度ごとに行うこ
その内容も幅広い範囲に及び、これによって当該他社を

ととされている。したがって、各事業年度において、そ

解した。他方、株式保有業について、利益配当請求権や

安全ということになる。

含む一定のグループ会社を統括していくものであると理
株主総会の議決権などの株主権の行使や株式の運用に関

の他の事業に係る要素のほうが多くなるようにするのが
実務的に悩ましいのは、要素ごとにどちらの事業のほ

連する業務等というように限定的に捉えた。それゆえ、 うが多いかが異なる場合である。例えば、収入・所得金
テクニカルセンター 会計情報
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額は株式保有業のほうが多いが、使用人数と固定施設の

親会社から独立した企業として実体を備えているという

保有する株式を売却したことにより譲渡益が発生する場

務所、店舗その他の固定施設を有している必要があると

所得金額が多額となることがあり、問題となりやすい

実体基準に関する判例によれば、外国の関係会社が固

状況等はその他の事業のほうが多いことがある。特に、 ためには、主たる事業を行うために必要と認められる事
合は、一時的ではあるが、株式保有業から生じる収入・

いうことである。

（判例19、8、7、2）。この点について明確に線引きを

定施設を有しているというためには、当該関係会社が賃

社が、その他の事業の方を設立当初からまさに本業とし

足り、固定施設を自ら所有している必要はないとされ

することは、現時点では難しい。もっとも、当該関係会
て実際に行ってきているような場合であれば、その他の
事業が相当の規模と実体を有するものであり、譲渡益の

借権等の正当な権原に基づき固定施設を使用していれば
る。また、実体基準を満たすために必要な固定施設の規
模は、当該関係会社の行う主たる事業の業種や形態によ

収入・所得金額に占める割合が高いことを踏まえても、 り異なると考えられるため、当該関係会社が使用してい
事業活動として大きな比重を占めていることを、具体的

る固定施設が必要な規模を満たしているか否かについて

と主張する余地は小さくないものと思われる。上記の最

て判断すべきものとされている（判例13）。

かつ客観的に示すことにより、事業基準を満たしている
高裁判決は、株式保有業から生じる収入・所得金額は譲

は、当該関係会社の行う主たる事業の業種や形態に応じ
ところで、「賃借権等の正当な権原に基づき固定施設

渡益ではなく受取配当であったが、収入・所得金額、使

を使用している」というためには、使用することができ

の他の事業（地域統括業務）が主たる事業であることが

設等を継続的に使用することができる権原を有すること

用人数、固定施設の状況等を総合的に勘案した結果、そ
認められたケースとして、参考になる。

なお、平成22年度税制改正において、株式の保有が

主たる事業であっても、他社の事業活動の総合的な管理
及び調整を通じてその収益性の向上に資する統括業務を
行う一定の統括会社は、事業基準を満たすこととされた

（統括会社特例）。上記の最高裁判決は、統括会社特例が

る場所や施設が特定され、排他的かつ独占的に、その施
が必要とする考え方がある。判例上も、この考え方の適
否には言及していないが、仮に、これらの要件が必要だ
とした上で、具体的なあてはめを行うとどうなるかを検

討したものがある（判例13）。したがって、実務上の対
策としては、できる限り、これらの要件を満たすような
態様で固定施設を使用するのが安全ということになろ

適用される前の事業年度を対象とするものであったが、 う。
統括会社特例が適用される統括会社は、もともと株式の

もっとも、上記のとおり、固定施設が必要な規模を満

保有を主たる事業とするものであり、それ以外の統括会

たしているか否かについては、当該関係会社の行う主た

いる。すなわち、地域統括業務を主たる事業とする統括

る。例えば、受注発注の形態で行われる小規模な精密機

社は統括会社特例の対象となるものではないと指摘して
会社は、統括会社特例を活用するまでもなく、事業基準
を満たすということである。そして、この点は、平成

22年度税制改正後においても、妥当するものと考えら
れる。

もっとも、現在の実務では、外国の関係会社が地域統

括業務を行っている場合は、統括会社特例を活用して事

る事業の業種や形態に応じて判断すべきものとされてい
械部品の卸売業を営んでいる場合、机一台分のレンタル
オフィススペース及び役員の専用執務室と一定の倉庫ス
ペースをもって、十分な固定施設を有していたものとさ
れている。また、役員が他社の役員を兼務していた関係
で、専用執務室が他社のためにも使用されていたとして

も差し支えないとされている（判例13）
。したがって、

業基準を満たすこととしているケースが多いであろう。 当該事業において実際に想定される具体的なオペレーシ
地域統括業務が主たる事業であるかどうかは、上記のと

ョンによっては、かなり限定的な固定施設であっても、

総合的に勘案して判定するため、納税者と税務当局との

地はあるものと思われる。

おり、収入・所得金額、使用人数、固定施設の状況等を
間で見解の相違が生じやすい面は否めない。したがっ

て、今後の実務においても、少なくとも安全策として、
統括会社特例が活用されていくことに変わりはないと思
われる。

4．実体基準に関する判例の傾向と対策

二つ目の経済活動基準は、外国の関係会社が、その本

店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認め
られる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有してい

ることである（実体基準）。実体基準は、物的な側面か
ら、独立企業としての必要条件を明らかにしたものとい
える。すなわち、外国の関係会社が、我が国に所在する
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実体基準を満たすために必要な規模として認められる余

5．管理支配基準に関する判例の傾向と対策

三つ目の経済活動基準は、外国の関係会社が、その本

店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自

ら行っていることである（管理支配基準）。管理支配基
準は、機能的な側面から、独立企業としての必要条件を
明らかにしたものといえる。すなわち、外国の関係会社
が、我が国に所在する親会社から独立した企業として実
体を備えているというためには、事業の管理、支配及び
運営という機能面から見て独立性を有している必要があ
るということである。

管理支配基準に関する判例によると、管理支配基準が
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機能的な側面から独立企業としての実体があるかどうか

このように、管理支配基準を満たしているか否かは、

を判断する基準であるとすれば、前提として、事業を行

当該関係会社の意思決定と業務執行の実態によるところ

が必要とされる（判例13）。加えて、外国の関係会社の

らは見えにくいことも多い。したがって、仮に税務当局

うために必要な常勤役員及び従業員が存在していること
業務執行に関する意思決定及びその決定に基づく具体的
な業務の執行が親会社から独立して行われていると認め
られるか否かについては、当該関係会社の株主総会及び
取締役会の開催、役員としての職務執行、会計帳簿の作

成及び保管等が行われている場所等を総合的に勘案する

のが、判例の傾向といえるであろう（判例13、3、1）。
そうすると、管理支配基準を満たすための実務上の対

策としては、まず、外国の関係会社は、その本店所在地

国に居住する取締役と従業員を置くことが必要となる。
ただし、居住取締役が、他社の役員と兼務すること自体

が大きい。もっとも、外国の関係会社の実態は、外部か
が、非居住取締役がすべてを決めていたというような指
摘をしてきたとしても、その指摘は実態とは異なること
もあろう。そのような場合は、納税者としては、その実
態を具体的かつ客観的に明らかにして、税務当局と粘り
強く協議することが大切である。

6．非関連者基準・所在地国基準に関する
判例の傾向と対策

四つ目の経済活動基準は、外国の関係会社の業種によ

は禁じられていない。また、居住取締役の指揮監督を受

り異なる。すなわち、当該関係会社が各事業年度におい

る。当該従業員について直接雇用していることまでは必

品取引業、保険業、水運業、航空運送業又は一定の物品

けて、実際に日常業務を行う従業員が存在すれば足り

要ではなく、第三者から従業員の派遣を受けている場合
を含むとされている（判例13）。

て行う主たる事業が、卸売業、銀行業、信託業、金融商
賃貸業に該当する場合と、これ以外に該当する場合と

で、適用される基準が異なる。前者の場合は、その事業

次に、当該関係会社の株主総会及び取締役会の開催、 を主として非関連者との間で行っていることが必要であ

役員としての職務執行、会計帳簿の作成及び保管が行わ

る（非関連者基準）。他方、後者の場合は、その事業を

きる限り、当該関係会社の本店所在地国において行うの

なる（所在地国基準）
。

れている場所が問題となる。実務上の対策としては、で
が安全ということになろう。もっとも、結局のところ、

主として本店所在地国において行っていることが必要と
その事業にとって本質的な行為の行われる場所が主と

これらの要素を総合的に勘案して、当該関係会社の意思

してその本店所在地国にあり、本店所在地国において資

立して行われているかを判断することになる。したがっ

を行っている場合は、当該関係会社がその地に所在する

決定とそれに基づく具体的な業務執行が、親会社から独
て、例えば、株主総会の開催が本店所在地国以外の場所
で行われていたり、当該関係会社が、現地における事業
計画の策定に当たり、親会社と協議し、その意見を求め
ていたとしても、それだけでは、管理支配基準を満たさ
ないことにはならない。

問題となりやすいのは、居住取締役のほかに、本店所

在地国に居住しない非居住取締役が存在するような場合
である。非居住取締役が親会社の所在地国に居住するよ
うな場合が、典型例である。税務当局としては、実質的
には、非居住取締役がすべての意思決定を行っていたの
ではないかという心証を抱きやすい。もっとも、そのよ
うな場合でも、管理支配基準を満たすとされたケースが
ある。

このケースでは、居住取締役と非居住取締役の役割分

本投下を行い、その地の経済と密接に関連して事業活動
経済的合理性を推認し得る。所在地国基準が、その事業
を主として本店所在地国において行っていることを要件
としたのは、そのためである。他方、卸売業などの一定
の事業については、その事業の性質上、事業活動の範囲
が必然的に国際的にならざるを得ない。これらの事業を
営む関係会社に対して、地場経済との密着性を重視する
所在地国基準を適用することには無理がある。それより
も、その事業を関連者との取引に頼っているような企業
は、その地に所在する経済的合理性が希薄であると考え
られる。そこで、これらの事業については、その事業の
大半が関連者以外の者との取引から成っているかどうか
で判断する、非関連者基準を適用することとしたのであ
る。

これまでの非関連者基準・所在地国基準に関する判例

担や権限分配をあらかじめ決めておき、実際にそのとお

においては、外国の関係会社が、どちらの基準が適用さ

住取締役が分担する事項については裁量権を有してい

的には、外国の関係会社が、卸売業と製造業のどちらを

りに役割や権限を分担・分配しながら経営に当たり、居
た。そして、居住取締役は、法令・規制を遵守するため
に必要な各種届出等や税務申告を行い、経理、銀行取引
及び為替管理を含む資金管理、営業担当者に対する指揮

れる事業を営んでいるか、が争われたものが多い。具体
営んでいるか、が主な争点となっている。もし卸売業だ
とすると、非関連者基準が適用される。これに対し、製
造業だとすると、所在地国基準が適用されることになる

監督、売掛債権の督促・回収等の業務を行っていた。そ （判例18、15、14、12、11、10、9）。
のため、経営上重要な事項に関する意思決定及び会計帳

この卸売業と製造業の区別の基準については、外国の

簿書類の作成・保管を含む日常的な業務の遂行は、いず

関係会社が、販売する製品を自ら製造していると評価さ

ている（判例13）。

て、製造の主体性の判断の枠組みについては、工場にお

れも居住取締役と従業員により行われていたと認定され
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れるべきかどうかにより区別すべきとされている。そし
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ける管理・運営についてどのような取決めがされ、組織
編成や意思決定等がされているか、工場における人員の

②

管理、製品の品質管理、納期・工程管理、原価管理等が

③

がどのようになっているのか等について、具体的に検討

④

ける製造行為を自らの責任と判断において主体的に行っ

⑤

実質的に判断すべきとするのが、最近の判例の傾向とい

⑥

確保・管理、施設・設備の確保・管理、原材料の確保・
どのようにされているか、製造行為に基づく損益の帰属
し、それらを総合して、当該関係会社において工場にお
ていると評価されるべきかについて社会通念に照らし、
えるであろう（判例18、15、10。なお判例14、12、

11、9も参照）。

実際に問題が多発したのは、外国の関係会社が、本店

所在地国以外に所在する他社の工場に製品の製造を委託

していたケースである（いわゆる来料加工の事案）。多

⑦

製造に係る設備の確保、整備及び管理

製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管
理

製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれら
の業務に対する監督

製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置
及び労務管理又はこれらの業務に対する監督

製品の製造に係る財務管理（損益管理、原価管

理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。
）
事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の
投資計画その他製品の製造を行うために必要な
計画の策定

その他製品の製造における重要な業務

したがって、今後は、外国の関係会社が、本店所在地

くのケースにおいて、当該関係会社自身が、当該他社の

国以外に所在する他社工場に製品の製造を委託する場

れ、当該関係会社の主たる事業は、製造業とされた。そ

ぎり本店所在地国において、これらの業務を行うのが安

工場における製造行為を主体的に行っていると評価さ

して、当該関係会社は、本店所在地国以外において製品
の製造を行っているとして、所在地国基準を満たさない

合、実務上の対策としては、当該関係会社が、できるか
全ということになろう。なお、本店所在地国においてこ
れらの業務のすべてを行っていなければ、本店所在地国

とするケースが続出した（判例18、15、14、12、11、 において主体的に関与していると認められないというも

10、9）。

のではない。当該関係会社の規模、製品の種類等によっ

本店所在地国以外に所在する他社の工場における製造行

とも、当該関係会社が、基本的には当該他社の工場の所

評価されるケースもあった。そのケースでは、当該関係

なると、平成29年度税制改正後も、所在地国基準を満

もっとも、来料加工の事案でも、外国の関係会社は、 て、勘案すべき業務の内容は異なると考えられる。もっ

為を自らの責任と判断において主体的に行っていないと
会社の主たる事業は卸売業とされ、非関連者基準が適用
された。そして、当該関係会社は非関連者基準を満たす

在地国においてこれらの業務を行っているということに
たせないかもしれない。

別の実務上の対策としては、そもそも、外国の関係会

として、CFC税制の適用が否定されている（裁決例1）。 社が、他社の工場における製造行為を自らの責任と判断
判断の分かれ目になったのは、製造行為に係る人員の確

において主体的に行っていないと評価されるようにする

製品の工程及び納期の管理、原価管理を主体的に行って

工場の所在地国において別の関係会社を設立し、当該別

ち、この裁決例では、上記の多数の判例とは異なり、当

料の確保及び管理、製品の品質管理、製品の工程及び納

保及び管理、原材料の確保及び管理、製品の品質管理、 方法もある。例えば、上記裁決例のように、当該他社の
いたのは誰か、という点にあると考えられる。すなわ
該関係会社とは別の関係会社が他社の工場の所在地国に
存在しており、当該別の関係会社の役職員がこれらの管
理行為を主体的に行っていたと認定されている。

この点については、平成29年度税制改正により、一

定の手当てがなされた。すなわち、外国の関係会社の主
たる事業が製造業である場合の所在地国基準は、主とし
て本店所在地国において、製品の製造を行っているかど
うかで判断することが明確にされた。その上で、主とし
て本店所在地国において、製造における重要な業務を通

の関係会社が製造行為に係る人員の確保及び管理、原材
期の管理、原価管理を主体的に行うようにすることが考
えられる。そうすれば、当該関係会社自身は製造行為を

自らの責任と判断において主体的に行っていないため、
その主たる事業は卸売業とされ、非関連者基準が適用さ
れることになる可能性がある。

7．おわりに

このように、外国の関係会社が経済活動基準を満たし

じて製造に主体的に関与していると認められる場合も、 ているかどうかの判断は、当該関係会社の経済活動の実
所在地国基準を満たすこととされた。より具体的には、 態によるところが大きい。したがって、実務上の対策と
外国の関係会社が、本店所在地国において行う次に掲げ

しては、あらかじめ経済活動基準を満たすように事業計

在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体

執行を行うことがとても重要である。

る業務の状況を勘案して、当該関係会社が、その本店所
的に関与していると認められる場合も、所在地国基準を
満たすことが明らかにされた。
①

18

工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の
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画を具体的に策定した上で、その計画通りに実際の業務
なお、平成29年度税制改正前は、原則として、確定

申告書に適用除外基準の適用がある旨を記載した書面を
添付し、かつ、その適用があることを明らかにする書類
その他の資料を保存している場合に限り、適用除外基準
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に関する規定を適用することとされていた。実際に、確

れた。したがって、実務上の対策としては、経済活動基

て、適用除外基準を満たしているかどうかの判断をする

おくことが必要である。そして、その書類等の中に、上

定申告書にかかる書面を添付しなかったケースにおい

までもなく、CFC税制が適用されるとした判例も存在す
る（判例16。なお判例19も参照）。

この点について、平成29年度税制改正において、適

用除外基準の位置付けが、CFC税制の適用を除外するた

準を満たすことを明らかにする書類等を確実に保存して
記に従い具体的に策定した外国の関係会社の事業計画や
実際の業務執行の記録などを残しておくのが望ましいと
いえよう。

もっとも、平成29年度税制改正後も、外国の関係会

めの基準から、能動的所得を合算課税の対象とする外国

社が、税務当局の求めに応じて、経済活動基準を満たす

変更された。これに伴い、上記の書面添付要件や資料保

は、経済活動基準を満たさないことの主張立証責任は、

の関係会社を特定するための基準（経済活動基準）へと
存要件は、廃止された。そして、これらに代えて、引き

続きCFC税制の実効性を確保する観点から、税務当局が
求めた場合に、外国の関係会社が経済活動基準を満たす
ことを明らかにする書類等の提示又は提出がないときに
は、経済活動基準を満たさないものと推定することとさ

ことを明らかにする書類等の提示又は提出をしたとき
引き続き税務当局にあると考えるべきであろう（判例

13。なお判例1も参照）。すなわち、もし税務当局が、
外国の関係会社が経済活動基準を満たさないことを主

張・立証できなければ、当該関係会社の能動的所得を合
算課税の対象とすることはできないと考えられる。
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