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BEPS 行動計画 13:国別報告書に係る実施パッケージ
経済協力開発機構（OECD）は 2015 年 6 月 8 日に、
G20／OECD の進める税源浸食と利益移転（Base
Erosion and Profit Shifting：以下「BEPS」）プロジェ
ク ト の 一 環 と し て 、 行 動計 画 13 の 国 別 報 告 書
（Country-by-Country report：以下「CbC リポート」）
に係る実施パッケージを公表した。これは、OECD
が以前に公表した 2 つの報告書、すなわち、（i） 税
務当局に報告する国別情報の共通テンプレートを
含む、三層構造の移転価格文書のグローバルスタ
ンダードに関する合意（2014 年 9 月公表）、（ii） 導
入時期、“大型”企業への適用および提出のメカニ
ズムを含む、CbC リポートの実施に関する指針
（2015 年 2 月公表）、を踏襲するものである。今回
公表された実施パッケージでは、各国政府が新しい
規則を採用する際に使用できるモデル法令と、CbC
リポートの共有メカニズムを実行するための権限あ
る当局間の協定について概説している。
(1)

モデル法令

実施パッケージには、各国が国内法の下で国別報
告制度を採用するためのモデル法令が含まれてい
る。
1)

定義

モデル法令にはいくつかの重要な定義が含まれる。


グループ：連結財務諸表の作成が必要である
か、“いずれかの企業の株式”が証券取引所

で公開取引されている場合には連結財務諸
表の作成が必要となる、所有関係もしくは支
配関係を通じて形成される企業の集合体


除外される多国籍企業グループ：2015 年 1 月
1 日時点で、年間の連結売上高が 7.5 億ユー
ロ（あるいは現地通貨での相当額）未満のグ
ループ。これは前会計年度の結果により判断
される。このようなグループは CbC リポートの
提出を免除される



構成実体：グループのいずれかの個別事業体。
会社と何らかの目的（マネジメントコントロール
を含む）で個別財務諸表を作成する恒久的施
設が含まれる

モデル法令では、CbC リポートの提出を求められる
構成実体（すなわち“報告実体”）をどのように決め
るかについて述べている。通常は、グループの連結
財務諸表を作成する会社である“最終的な親会社”
が報告実体となる。（i） 親会社がその所在国にお
いて CbC リポートの提出を求められない、（ii） 親会
社の所在国が関連の情報交換協定に署名していな
い、（iii） 親会社の所在国が系統的に協定に従って
情報交換を行わないか、一時的に行わない場合、
グループは報告実体となる“代理の親会社”を指名
することができる。代理の親会社はグループ内の構
成実体であり、その所在国は他国と情報交換をする
能力を有していなければならない。
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特定の状況において、もし実際の親会社あるいは
代理の親会社の所在国の税務当局に CbC リポート
が提出されず、情報交換が行われないのであれば、
グループ内の会社は現地において CbC リポートを
提出するよう求められる可能性がある。モデル法令
では、ある国にある構成実体のうちの 1 社を指名し、
その国のすべての構成実体を代表して CbC リポー
トを提出することを認めている。

1)

情報交換の時期

税務当局は最初の会計年度終了日から 18 カ月以
内、その後は会計年度終了日から 15 カ月以内に、
その他の関連する税務当局と国別情報を共有する
ことを求められる。例えば、2016 年 12 月 31 日に会
計年度が終了するグループは、2017 年 12 月 31 日
までに最初の CbC リポートを提出するが、それは
2018 年 6 月 30 日までにその他の関連する税務当

2)

通知

局と共有されることになる（2017 年 12 月 31 日終了

各構成実体は会計年度の終了日までに現地の税

年度の CbC リポートは、2019 年 3 月 31 日までに

務当局に対して、（i）グループを代表してその年度

共有される）。

の CbC リポートを提出するか否か、あるいは（ii）そ
の年度の CbC リポートを提出する会社の名称と税
務上の居住地、を通知する必要がある。

2)

機密保持と情報保護

交換協定では、共有される情報は機密とし、適切に
使用しなければならないということを明確にしている。

3)

CbC リポートの作成と提出の時期

特に、以前からの要求の繰り返しとして、これらの情

以前に出された指 針のとおり 、G20／OECD は

報を、十分な機能分析および比較分析に基づく個

2016 年 1 月 1 日以降に開始する年度から CbC リ

別取引に係る詳細な移転価格分析の代替として用

ポートを作成し、毎年、会計年度終了後 12 カ月以

いてはならず、CbC リポートのみに基づく移転価格

内に提出することを提言している。最初に CbC リ

の調整も行ってはならないとされている。加えて、機

ポートの提出が必要となるのは、2016 年 12 月 31

密保持違反があったか、関連の条項に従わなかっ

日に会計年度が終了するグループであり、その提

た税務当局については、将来の情報交換メカニズ

出期限は 2017 年 12 月 31 日である。CbC リポート

ムに入れないという提言もなされている。

の内容については、OECD が 2014 年 9 月に公表し
たテンプレートを参照することになる。
モデル法令には、コンプライアンス違反に対するペ
ナルティー条項は含まれていない。これについては、
各国が現行の移転価格文書に関するペナルティー
規則に則して自ら決めることになる。
(2)

権限ある当局間の協定

実施パッケージには、税務当局による CbC リポート
の情報交換を容易にするために用いられる、3 つの
権限ある当局間の協定のモデルが含まれている。


多国間協定：多国間協定は、当該協定の締約
国がその他の締約国と情報交換することを認
め る も の で あ る （ 共 通 報 告 基 準 （ common
reporting standard）のモデルに基づく）



租税協定：二国間で合意するものである



租税情報交換協定：二国間で合意するもので

実施パッケージには、税務当局が標準的な国際基
準の下で、データの安全と保障のために従うべき要
求が列挙された質問表も含まれている。
(3)

デロイトのコメント

今回公表された実施パッケージは、各国政府が
各々の国内法において CbC リポートを導入すること
を想定したものである。また、各国の税務当局が、
多国籍企業の会社または恒久的施設がある国／地
域の税務当局と CbC リポートを共有するための情
報交換メカニズムの具体的内容にも触れている。モ
デル法令の条項（これは OECD が国際法人課税に
関して公表した最初のものである）は、CbC リポート
を唯一の国際基準にするという G20／OECD の目
的を明らかに支持するものである。よって、これはす
べての参加国が一貫して実施することになる。この
ような一律の対応は、不必要なコンプライアンスコス
トを減じる上で有用であることから、企業は歓迎する
であろう。

ある
3 つのモデル協定の文言は類似しており、モデル法
令と一致する定義、適用範囲、時期、手続および自
動交換に適用されるセーフガードが含まれる。

実施パッケージは主として各国政府のために準備さ
れたものであるが、一部の定義は企業にも関連す
る。特に、モデル法令では、連結財務諸表の作成が
必要なグループ、あるいはいずれかの企業の株式
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が公開取引されている場合には連結財務諸表の作
成が必要となるグループという定義に基づき、CbC
リポートを作成することになる“グループ”の意味に
ついて述べている。なお、ファンドに関する別途の定
義はない（これは、2015 年 2 月に公表された指針に
おいて、さらなる検討が必要と述べられていたもの
である）。
CbC リポートを採用しないか、あるいは情報交換メ
カニズムの下でリポートを共有しない国に親会社を
有する企業にとっては、代理の親会社を指定できる
という選択肢が助けになるだろう。この選択をした場
合、グループの情報は機密として保護される。また、
グループは CbC リポートを一度作成し、提出すれば
よく、事業を行っている各国において提出することは
求められない。

移転価格文書のマスターファイルとローカルファイ
ルについて、OECD は更なる指針を与えていない。
OECD が 2 月に公表した指針においては、マスター
ファイルは CbC リポートのように親会社が提出する
のではなく、政府間での共有メカニズムも用いられ
ないことが示された。よって、現地の企業が自ら所
有しないグループの情報を、どのように現地で提出
するのかということに関しては、なお問題が残る。
中国の国家税務総局は一貫して BEPS 行動計画に
対する強い支持を表明しているが、OECD が 2014
年 9 月と 2015 年 2 月に公表した CbC リポートに関
する報告書に対する見解はまだ示していない。国家
税務総局は、2015 年中に公布される予定の改正後
の特別納税調整実施弁法に、CbC リポートに関す
る具体的な規定を盛り込むものと見込まれる。

モデル法令では、毎年の通知という要求について提
言している。すなわち、すべての居住者企業（リポー
トテンプレートの 2 ページ目にある活動セクションに
記載される休眠会社を含む）は所在国の税務当局
に、報告主体（グループの親会社もしくは代理の親
会社）の名称と居住地を通知しなければならない。
モデル法令では、CbC リポートに関する具体的なペ
ナルティー規則には触れず、代わりに各国の現行
の移転 価格 文書に 関 するペ ナルティー 規則 を、
CbC リポートの提出を要求される報告主体にも適
用するということに言及している。コンプライアンス
違反に対するペナルティーは、提供される情報に対
するコントロール権を持たないグループ内の企業に
まで課すことなく、報告主体に限定して課すべきで
あると考えられるという点で、これは適切といえる。
予想されていたように、情報の共有は適切なメカニ
ズムを通じて行われることになる。それには、現行
の租税協定、租税情報交換協定あるいは OECD の
税務行政執行共助条約（現時点までに 80 カ国以上
が署名済み）が含まれる。データの機密保持に関す
る具体的なセーフガード、および情報の使用は移転
価格／BEPS のリスク評価および経済分析に限ら
れるという点は、企業に歓迎されるであろう。
CbC リポートは電子化されたフォーマットにより提出
することになる。OECD は近いうちに XLM スキーマ
をリリースする予定であり、現在は安全な電子環境
の下でデータの交換ができるように、税務当局のシ
ステムを検査している。最初のデータ交換は、初年
度のリポート提出期限から 6 カ月以内（すなわち、
2018 年 6 月まで）に行われ、その翌年以降はリポー
ト提出期限から 3 カ月以内に行われる。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao
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