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※本ニュースレターは、インドで発行されたニュースレターのうち、主要な項目についての参考抄訳です。

デリー高等裁判所が AMP 費用への Bright Line Test の適用を否認
(1)

エグゼクティブサマリー

先頃、デリー高等裁判所は、インドで販売業を
1
営む複数の企業（以下「本件納税者 」）の販売
事業の一環として発生する広告、マーケティン
グおよび販売プロモーション（advertisement,
marketing and sales promotion：以下「AMP」）
費用に係る移転価格調整に関して、判決を下し
た。
デリー高等裁判所は、AMP 費用が国際取引で
あることは認めたが、AMP 費用の増加が必ず
しも、インド企業が国外関連者のブランド構築に
貢献したことを意味するものではないという見
解を示した。また、ブランドの価値は AMP 費用
の負担だけではなく、風評、品質および事業に
関するその他の事実の相乗効果により構築さ
れるものであるとも述べた。これに基づき、デ
リー高等裁判所は、通常の AMP 費用を超える
AMP 費用（以下「過大な AMP 費用」）の有無お
よび本件納税者が負担したとされる「過大な
AMP 費用」の対価に係る移転価格調整の要否
の判断に Bright Line Test（明確な数値基準）を

適用することを否認した。
(2)

事実関係



本件納税者は多国籍企業のインド子会社
であり、国外関連者が製造した自社ブラン
ド品の輸入、マーケティングおよび販売を
行っていた。これらのブランド名に係る無
形資産はそれらの国外関連者が所有して
いた



本件納税者に関するすべての事案におい
て 移 転 価 格 調 査 官 は 、 LG Electronics
2

India 訴訟特別法廷の判決 に従い、本件
納税者が国外関連者のため にインドで
行ったブランド構築について負担した過大
な AMP 費用の額を Bright Line Test に基
づいて算定した


移転価格調査官は、本件納税者が国外
関連者のためにインドで行ったブランド構
築に対してコストプラス方式で対価が支払
われるべきであるとし、当該対価（課税所
得）に対して移転価格調整を行うことを主
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(3)

デリー高等裁判所の見解および判決

1)

AMP 費用：国際取引

デリー高等裁判所は、LG Electronics India 訴
訟特別法廷の判決を支持し、AMP 費用は国際
取引に該当するという判断を下した。
2)

おらず、当該費用は市場開拓および販売量の
増加と直接的な関連性（nexus）を有していると
した。したがって数量割引等のマーケティング
販売費用は AMP 費用には当たらないという見
解を示した。

関連取引の合算

デリー高等裁判所は、移転価格調査官が合算
された関連取引の独立企業間価格の算定に取
引単位営業利益法が最適であると認めた場合
は、当該合算取引の営業利益算定に既に AMP
費用等の各費用が反映されているため、各費
用の独立企業間価格を個別に算定することは
できないという見解を示した。
3)

ブランドおよびブランド構築

デリー高等裁判所は、ブランド構築は様々な要
因の結果であり、主に製品またはサービスの風
評および品質と関連しているとした。事業が進
むにつれてブランド価値またはのれんは価値を
増すが、事業が失敗するとブランドに傷がつく
可能性もあり、また、大した AMP 費用をかける
ことなくブランドを構築できる場合やその逆もあ
るとした上で、ブランド構築は AMP 費用の額に
比例するものではないという見方を示した。
4)

Bright line test

デリー高等裁判所は、通常の AMP 費用と過大
な AMP 費用の区分に、常に Bright Line Test
を適用することは不適切であるという判断を示
した。
5)

実際の取引の考慮は不要

また、デリー高等裁判所は、以下の 2 つの例外
的な状況に限り税務当局は、実際の取引を無
視する、または実際の取引の代わりに別の取
引を採用することができると述べた。


実際の取引の経済的な実体がその形式
と異なっている場合、または



実際の取引の形式と実体は一致している
が、当該取引に係る取決めを全体として
見た時、当該取決めが独立企業間で締結
されるであろう取決めとは異なる場合

6)

マーケティング販売に係る直接コスト

デリー高等裁判所は、数量割引等のマーケティ
ング販売費用はブランド構築とは直接関連して
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