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第 6 章 低付加価値グループ内役務提供
本社およびシェアードサービスセンターが行うグ

既存のガイドラインとは異なり、新ガイドラインでは、

ループ内の業務支援に係る対価は、一般的に当該

納税者が低付加価値グループ内役務提供について

業務支援に要した費用を配賦基準に基づきグルー

文書を作成するにあたって簡素化されたアプローチ

プ内の各法人へ配賦した上で、その費用自体、ある

を選択する場合には、グループ内の法人から享受

いは、費用にマークアップを付加したコストプラス法

する特定の便益を詳細に記述するのではなく、特定

に基づき設定されている。世界中の税務当局は、過

のカテゴリーに該当する役務による便益をグループ

剰なマネジメントフィーや本社費用配賦により MNE

内の法人より享受していることを示すのみで足りる

グループが税源を浸食する可能性を引き合いに出

としている。各国の税務当局が簡素化アプローチを

して、このようにして配賦された費用についての疑

導入すれば、低付加価値グループ内役務提供に係

念を表明してきた。現行のガイドラインの下では、税

る文書作成に当たり納税者の負担を軽減する可能

務当局が MNE グループに対し、グループの各法人

性がある。

が享受する便益について、大規模に行うことが現実
的ではないかもしれないほどの厳密さで証明するこ
とを求める可能性があり、もし解決策を見いだせな
ければ、納税者は損金否認や相互協議の申立て、
あるいは二重課税に直面することになるかもしれな
い。

最終報告書では、BEPS プロジェクトに参画する
国々が実施に向けた二つのステップによるアプロー
チに合意したことが示されている。まず第 1 のステッ
プとして、2017 年までに多くの国で選択適用が認め
られる簡素化アプローチを各国の国内法に導入す
る。次に第 2 のステップとして、グループ内での管理

OECD による BEPS プロジェクト行動 8～10「移転

費用や本社費用の回収に大きな懸念を示す国につ

価格の結果と価値創造の一致」の最終報告書では、

いては、一定の閾値の設定とともに、閾値を超過す

「低付加価値グループ内役務提供：移転価格ガイド

る場合に、税務当局が便益の検証方法を含む詳細

ライン第 7 章の改訂」のセクションが設けられている。

な移転価格分析を要請することを可能にする指針を

本ガイドラインでは、低付加価値の役務提供が行わ

導入することを認める。閾値の設定方法やその他

れる場合に、役務提供対価の支払の必要性につい

実施に係る論点については、引き続き検討作業が

て決定（便益テスト）、および、独立企業間の対価を

行われ 2016 年末までには完了することが予定され

算出するための、選択的かつ簡素化されたアプロー

ている。

チを導入している。
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簡素化アプローチ



提供される役務に係る費用は除外する

以下のすべての条件に当てはまる役務提供は、簡
素化アプローチを適用することができる。

ステップ 2： グループ内の一つの拠点のみに



ステップ 3： 集計された費用について、収益や
資産の額、従業員数や IT のユーザー数等、



支援的な性質の活動である

簡素化アプローチにおける配賦基準を用いて、



MNE グループの主たる事業を構成する活動

グループ内の各法人へ配賦する（配賦基準に

ではない（すなわち、収益を生み出す活動、あ

ついては、各カテゴリーの役務提供により、各

るいは、MNE グループの経済的に重要な活

受益者が享受すると考えられる便益を合理的

動に貢献する活動ではない）

に反映可能な要素を選択する必要がある）





独自かつ価値ある無形資産の使用を必要と



ステップ 4： 配賦された費用に対し 5％のマー

せず、また、独自かつ価値ある無形資産の創

クアップを付加する。当該マークアップについ

出につながらない活動である

ては、ベンチマークスタディに基づき証明され
る必要はない

役務提供者が相当程度または重要なリスクを
負担する、あるいは管理する活動ではなく、ま



き正味の対価を算出する

た、役務提供者にとって重要なリスクを新たに
生じさせる活動ではない

ステップ 5： グループ内の各法人が支払うべ



ステップ 6： 当該対価を裏付ける簡易な文書
を準備する

新たなガイダンスでは、簡素化アプローチの適用に
当てはまらない活動の例として、研究開発活動や製

最終報告書では、低付加価値グループ内役務提供

造活動、販売活動、マーケティング活動、金融取引、

の本質にかんがみると、役務提供に係る一般的な

調査、採取等が挙げられている。また、経営幹部に

ガイダンスに基づく対価についての文書を準備する

より提供される役務についても除外されている。こ

ことは、困難であったり、あるいは、その対価の金額

のことは、企業が全本社費用をベースに単純に簡

に見合わない労力の要求につながる可能性がある

素化アプローチを適用することはできず、むしろ反

と述べている。

対に、企業は簡素化アプローチの適用に当てはま
るグループの費用を特定しなければならないことを

このような理由から、新しいガイダンスではガイダン

示している。

スの中で示されている文書作成上の要件を満たし
ているのであれば、税務当局は（簡素化アプローチ

また、新たなガイダンスでは、簡素化アプローチの

が適用されている場合に）、便益の内容について精

適用が当てはまる可能性がある活動として、米国の

査することや異議を唱えることは慎むべきであると

移転価格税制の下でサービスコスト法の適用対象

述べている。

となる役務提供と類似する活動である、例えば、会
計および監査、人事、事業上の規制に関連する業

納税者については、以下の文書を保持していること

務、社内外のコミュニケーション、IT、法務、税務補

が要求される。

助、総務および事務補助等の活動が具体的に例示



されている。
簡素化アプローチが適用される活動について、独立

提供される役務が低付加価値グループ内役
務提供のどのカテゴリーに該当するかの記述


各カテゴリーの役務提供について、簡素

企業原則にのっとった役務提供対価は以下のス

化アプローチを適用することの合理的な

テップに基づき算定されることとなる。

理由



ステップ 1： 低付加価値役務提供に該当する



を行うことの合理性

活動のカテゴリーごとに、役務提供者のみが
便益を享受する活動の費用は除いた上で、年



ついては特定する必要がある

各カテゴリーの役務提供により供与され
るであろう便益に係る記述

間単位でプールされる費用の額を集計する。
プールされた費用のうち、パススルーコストに

当該 MNE の事業の背景から、役務提供



選択された配賦基準に係る記述と選択理
由の合理的な説明
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適用するマークアップの確認



役務提供の取決めに係る書面や契約書



役務の全カテゴリーについての詳細な一覧や
該当費用の金額を含む、対象費用総額の算



や労力を軽減する可能性がある。MNE にとって簡
素化アプローチが選択肢の一つとなるか否かは、
全世界の税務当局がどのように、またどの程度、当
該ガイダンスを履行するか次第である。

出方法が分かる計算過程

役務提供者の所在国であることの多い先進国では、

各配賦基準の適用方法が分かる計算過程

簡素化アプローチは広く導入される可能性が高いと
考えられる。簡素化アプローチは概して、各対象法

新しいガイダンスでは、上記の情報が税務当局へ

人へ便益を供与する役務提供の詳細を示すための

提示できるように準備されている場合には、役務提

証憑を保持する本社の負担を軽減し、また紛争を減

供のカテゴリーを記述した年 1 回の 1 枚の請求書で

少させる可能性がある。

役務提供対価の裏付けとしては十分であり、（連絡
や報告等の）それ以外の証憑は要求されるべきで

米国の MNE にとっては、基本的なアプローチは米

はないと述べている。

国の移転価格税制の下でのサービスコスト法と大

シェアードサービスセンター

筋で一致しており、米国規則ではマークアップの付
加を求めていない。今回米国がマークアップの付加

新しいガイダンスでは、シェアードサービスセンター、

を求めるようにルールを変更するか否かは、現時点

あるいは、本社により提供される低付加価値役務提

では明らかではない。

供を区別していない。

役務提供の受益者やシェアードサービスの取決め

そのため、最終報告書にて示されている勧告は、

上の役務提供者であることの多い途上国へ及ぼす

シェアードサービスセンターにより提供されるグルー

影響については不透明である。多くの途上国は、管

プ内の役務提供にも等しく適用されるものと考えら

理費用や本社費用に基づき提供される役務は、現

れる。

地の市場との関連性が薄く、また当該役務提供の
費用は現地の役務提供者の費用を上回っていると

費用分担契約

主張している。これらの国々は、今回のガイダンス

費用分担契約（Cost Contribution Arrangement：

は役務提供の費用が一定の閾値を超えない場合に

以下「CCA」）に係るガイダンスの事例 2 では、低付

限定すべきであるとの要求を行ってきた。今回のガ

加価値役務提供をグループ内で分担する異なるア

イダンスにより簡素化できるか否かは、こうした閾値

プローチが掲載されている。CCA の要件を満たす

の設定やその執行次第であり、2016 年に決定され

場合には、別途分担されているシェアードサービス

る予定である。また、多くの途上国は、より安価な人

センターの費用を除き、管理費用や本社費用を、

件費やその他費用を活用するシェアードサービスセ

マークアップを付加しない実費に基づき分担するこ

ンターの所在国である。これまで途上国は、対象費

とが可能な場合がある。本事例は、3％あるいは

用に付加するマークアップについて、市場特有の利

5％の独立企業間でのマークアップを適用する役務

益が考慮されるべきであると主張することがあった。

提供については、低付加価値役務提供に該当する

これらの国々が、ガイダンスの中で対価として想定

ことを示している。

している 5％のマークアップを受け入れるか否かは、
現時点では明らかではない。

CCA に一つ難点があるとするならば、CCA の参加
者は、簡素化された便益テストを行うことはできず、
また提供する役務が各参加者に便益を供与するこ
とを示すことが依然として要求されていることであ
る。

考察

結論
低付加価値役務提供に係る今回のガイダンスは、
グループ内での管理費用や本社費用の対価設定
方針や文書作成の要件を簡素化し、また紛争を減
少させる可能性があるものと考えられる。しかしな
がら、MNE が簡素化された方法を適用するために

簡素化アプローチは、低付加価値役務提供により

は、グループ内役務提供の対象法人の所在国にお

供与される便益や配賦基準の合理性、適用する

いて、当該ルールが導入および適用される必要が

マークアップを裏付けるために MNE が費やす時間
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ある。各国が設定する役務提供対価額に係る閾値
を満たすことを理由に当該ルールを実施しないこと
がどの程度容易になるのか、あるいは、当該ルール
において示されている対象費用に付加するマーク
アップが十分でないとして当該ルールを実施しない
ことがあるのか、依然として不明である。

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/tp-alert
お問い合わせ
デロイト トーマツ税理士法人 東京事務所
〒100-8305
東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号
新東京ビル 5 階
email： tax.cs@tohmatsu.co.jp
会社概要： www.deloitte.com/jp/tax
税務サービス： www.deloitte.com/jp/tax-services
移転価格サービス
ナショナルリーダー

パートナー マイケル タバート

東京事務所

パートナー 山川 博樹
Tel： 03-6213-3800（代表）

大阪事務所

パートナー 永野 雄介
Tel： 06-4560-8000（代表）

名古屋事務所

パートナー 河瀬 哲弥
Tel： 052-565-5533（代表）

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、デロイト トーマツ税理士法人および 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 8,700 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。
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 Fortune Global 500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約
225,000 名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitter もご覧ください。
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。
本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれらの関連会社（デロイト
トーマツ税理士法人を含むがこれに限らない、以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに
無断で転載、複製等をすることはできません。
本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について述べたものです。デロ
イトネットワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。貴社の財務または事業に影響を及ぼす可
能性のある一切の決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアドバイスを受ける必要があります。また本資料中における意見にわ
たる部分は筆者の私見であり、デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することによ
り利用者が被った損失について一切責任を負わないものとします。

Member of
© 2016. For information, contact Deloitte Tohmatsu Tax Co.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
4

