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※本ニュースレターは、Deloitte Touche Tohmatsu Limited が 2015 年 2 月 6 日に発信した「Transfer pricing alerts」の内
容を翻訳したものです。このニュースレターの英語版と参考和訳に差異がある場合は、英語版が優先されます。
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本指針は CBC レポートに含まれる情報の適正な利
用という点について、税務管轄地は CBC レポートを
ハイレベルな移転価格および他の BEPS に関連す
るリスクの評価に利用することを約束するものとし、
CBC レポートの情報に基づく所得定式配分方式を
根拠に所得に対する更正を行うべきではないとして
いる。しかし、MNE の移転価格上の取決めに関す
るさらなる調査の基礎として CBC レポートの情報を
利用することは、国別報告に係る OECD の現行の
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