FTA・EPAを戦略的に活用する
通商Webサービス ～Trade Compass™ ～
関税コスト削減や中長期投資の精度向上など
企業に FTA・EPA を活用した通商の航路を開きます

FTA・EPA の戦略的活用
－それはグローバル経営の重要なテーマです－
注目が高まる TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）、RCEP（東アジア地域包括的経済連携）
、
日欧 EPA をはじめ、すでに発効されている FTA（自由貿易協定）
・EPA（経済連携協定）
には、
輸入取引の都度発生する関税の撤廃や削減という関税分野のルールが含まれています。
複雑に絡み合うこれらの FTA・EPA への対応の巧拙によって、
企業の競争力・収益性に格差が生じています。
国際競争力を求められている企業にとって FTA・EPA の活用は
事業全体に大きな影響を与える大きなテーマとして、
『中長期で戦略的に対応していく必要がある経営課題』と捉えることが必要です。

世界の経済連携（FTA・EPA）拡大による関税メリットが
拡大する一方で、ルールの複雑さも増しています
世界には既に 400 近い FTA・EPA が存在し（構想段階

その協定における適用関税率、原産地規則のすべてをマ

含む）
、これらが「スパゲティボウル現象」と言われるよう

ンパワーで把握することには自ずと限界があります。客観

に複雑に絡み合っています。このような状況下で企業の一

的かつ網羅的な情報の中で、自社に最適な FTA・EPA を

担当者が、
自社のサプライチェーンに関連するFTA・EPAや、

判断することが、企業経営に求められています。

世界の主な FTA・EPA

出所：経済産業省、JETRO 資料等をもとにデロイト トーマツ コンサルティング（DTC）作成（網羅的に世界の経済連携を示したものではない。代表的な FTA・EPA を例示）
*1：ACP ＝アフリカ・カリブ・太平洋地域の旧植民地約70カ国
*2：DR-CAFTA 参加国＝米・エルサルバドル・コスタリカ・ホンジュラス・ニカラグア・グアテマラ・ドミニカ共和国
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関税率3% 削減のインパクトは法人税率の
30% 分に相当します
法人税が税引前利益に対して課されるのに対し、関

よって、年に一度発生する法人税だけにとらわれず、

税は輸入価格（例：CIF 条件下での取引価格）に対し

日々の輸入の度に発生する関税コストの削減にもより

て課されます。その関税の削減によるキャッシュイン

注意を払う必要があります。また、関税の削減はその

パクトは法人税率30%分に相当します。

日に効果が出るという即効性があります。

「関税率3%」は「法人税率30%」
分に相当

（例えば）

10倍違う場合
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関税率3%
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関税額

法人税額

同じキャッシュインパクト

自動車産業をはじめ、さまざまな業種において
FTA・EPA 活用メリットが享受できます
我が国では自動車、機械類、電子機器等の輸入につ

実際には、各国が自国の国内産業保護のため特定の品

き関税が無税となっています。このような無税の国内

目に対して関税を課してるため、自社のサプライチェーン

環境に慣れているせいか、諸外国の関税も無税になっ

において関税が生じている場合には、FTA・EPA を活用

ていると誤解されがちです。

することにより関税を削減することができます。

日本からタイへの輸出における
業種別関税削減効果 *1

日本からタイへの輸入における
業種別関税削減効果 *1
（単位：¥M）
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*1：関税削減効果：2012年の品目別貿易額と直近の FTA 関税率から DTC が試算
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企業が抱える様々な通商課題の解決を
『Trade Compass™』
が支援します
『Trade Compass™』とは、FTA（自由貿易協定）
・EPA（経済連携協定）等の
国際通商ルールを最適に活用するための多様な分析機能を備えた通商 Web サービスです
関税コストの削減や経営意思決定の質の向上を通じて、企業の国際競争力の強化を支援します

サプライチェーン最適化

関税率・為替を考慮した最適な
サプライチェーンの把握
FTA 協定別・輸出入品目別の関税率を将来（最大10年先※）まで把握
※協定上で譲許されている範囲

為替変動と将来関税を考慮してサプライチェーン別の調達コストを同時比較可能
関税率・原産地規則確認機能

サプライチェーン別調達コスト分析機能

※ 画面イメージは開発中のものであり、仕様は予告なく変更する場合があります。
※ Trade Compass™ の Web ツールは Deloitte Digital が提供しています。

関税リスクマネジメント

関税エキスパートによる
オンラインサポート
関税率や原産地規則等、本サービスを通じて取得できる情報を解説
調査対象製品に適用される HS コードをアドバイス
※ 契約企業様あたり月1回1時間の無料相談サービス
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関税コスト削減

FTA・EPA 活用による
コスト削減余地の可視化
企業の自社サプライチェーン情報（輸出入国・品目・取引規模）に
基づく FTA 活用可能性と関税コスト削減ポテンシャルをシミュレーション
FTA 使い漏れの防止による当期利益への貢献を実現
効果試算機能

※ 画面イメージは開発中のものであり、仕様は予告なく変更する場合があります。
※ Trade Compass™ の Web ツールは Deloitte Digital が提供しています。

海外業務効率化

FTA 関税率や投資情報などを
ワンストップで取得可能
譲許表読解・解釈や各国当局からの情報収集が必要となる輸出入・
海外事業展開に関する情報をワンストップで把握
多様な FTA 関税率（年次別）、原産地規則
主要60カ国以上の税務情報（法人税 /VAT/ 移転価格税制等）
様々な税制情報を国別に把握
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サービス仕様
Trade Compass™ 仕様（2015年10月時点予定）
対象国：日本、ASEAN10カ国、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、メキシコ
対象 FTA・EPA：対象国間で締結された発効済み FTA・EPA
対象品目：全 HSコード（約10,000品目）
対象期間：2016年～2026年
※ 対象国順次拡大予定
※ 対象国内新規 FTA・EPA は協定内容が明らかになり次第順次追加予定
※ 各国関税率表・世界税関機関が改正する HS コードは適宜対応予定
※ Trade Compass™ の Web ツールは Deloitte Digital が提供しています。

関税エキスパートサポート
本 WEB サービスには、関税エキスパートによる無料
相談が含まれております。Trade Compass の機能

主な相談事例

を十分に活用して、企業の通商課題に取り組まれる際
に、水先案内人を必要とする場合があるかもしれませ
ん。税理士法人トーマツの関税エキスパートが次のよ

自社製品に適用される HS コード
原産地規則の読み方
検索結果として表示された関税率の内容 等

うな相談に対応します。

推奨動作環境について
Windows

Mac

最新版の Google Chrome

最新版の Google Chrome

Google Chrome の動作する環境

Google Chrome の動作する環境

（ Windows XP Service Pack 2 以上（2015 年末まで）
、Windows Vista、
Windows 7、Windows 8、Windows 10のいずれか）

（ Mac OS X 10.6 以降 ）

ブラウザ

OS

※ Internet Explorer 11も順次対応予定。
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お問い合わせ・申し込み方法

当社ホームページ内の専用ページより申し込み
検索エンジンにて
「デロイト Trade Compass」で検索するか、
URL
（www.deloitte.com/jp/compass）を入力して頂くと、専 用 の ペ ー ジ が
表示されますので、
アクセスし" お問い合わせ "フォームにてお申し込みください。

デロイト Trade Compass

当社担当窓口への連絡
デロイト トーマツ グループの担当がおりましたら、担当へお問い合わせ下さい。

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
レギュラトリストラテジー

Email : deloitte_trade_compass@tohmatsu.co.jp

			

URL：www.deloitte.com/jp/compass
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会
社）のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合
同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、税理士法人トーマツおよび DT 弁護士法人を含む）
の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人
がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。
また、国内約 40 都市に約 8,500 名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業
や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/
jp）をご覧ください。
デロイト トーマツ コンサルティング（DTC）は国際的なビジネスプロフェッショナルのネットワークである Deloitte（デ
ロイト）のメンバーで、日本ではデロイト トーマツ グループに属しています。DTC はデロイトの一員として日本のコン
サルティングサービスを担い、デロイトおよびデロイト トーマツ グループで有する監査・税務・コンサルティング・ファ
イナンシャルアドバイザリーの総合力と国際力を活かし、あらゆる組織・機能に対応したサービスとあらゆるセクターに
対応したサービスで、提言と戦略立案から実行まで一貫して支援するファームです。2,000 名規模のコンサルタントが、
デロイトの各国現地事務所と連携して、世界中のリージョン、エリアに最適なサービスを提供できる体制を有しています。
Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、
税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世
界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組
むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイ
トの約 220,000 名を超える人材は、“making an impact that matters”を自らの使命としています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）
ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL
および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライ
アントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は www.deloitte.com/jp/
about をご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用
される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前
提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効とされる内容
により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされること
なく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。
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