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OECD による新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格
執行ガイダンスの公表について

INDEX 

1 デロイト トーマツのコメント P1 
2 比較可能性分析 P2 

3 損失及び COVID-19特有の費用の配分 P3 
4 政府支援プログラム P5 

5 事前確認（APA） P6 

2020年 12月 18日、OECD は、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大に関する移転価格執行ガイダンス（以下
「ガイダンス」）を発表した 1。本ガイダンスは新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」）によって生じる論点やその影響
でますます難しくなる移転価格の実務上の論点について、独立企業原則と OECD 多国籍企業及び税務当局の移転価格
ガイドライン（以下「OECD 移転価格ガイドライン」）2をどのように適用するかに焦点を当てている。 

1. デロイト トーマツのコメント

本ガイダンスは、COVID-19下の経済環境及び各国政府の対応に関連して、独立企業原則を適用する際に生じる実務的
な課題を明確にしている。本ガイダンス位置づけは、OECD 移転価格ガイドラインの改訂・拡大ではなく、独立企業原則をどう
適用するかに主眼を置くものである。 

本ガイダンスは、4 つの優先課題に焦点を当てている。①比較可能性分析、②損失及び COVID-19特有の費用の配分、
③政府支援プログラム及び④事前確認（以下「APA」）、である。

各企業は、2020年および COVID-19 の影響を受けた事業年度における移転価格実務を検討する中で、追加の指針や明
確なガイダンスを歓迎するだろう。しかし、本ガイダンスは画一的な対応を示すものではなく、個々の事業や取引の状況を検討
し、どの取引当事者が経済的に重要なリスクを負っているかをある程度詳細に評価するとともに、正確に記述しなければなら
ない点は変わらないことが明らかであることを示している。また本ガイダンスは、例えば限定されたリスクを負う法人が独立企業
原則に則り赤字を計上する可能性もあることを示している。 

本ガイダンスは、比較可能性に関連して生じる問題に対処するため、予測データとの比較や合理的な経営判断などの実際的
なアプローチを推奨しており、これらの手法は、企業が COVID-19 の影響を受ける期間に移転価格税制を適用する際に役立

1 http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm 
2 2017 年 7月版の OECDガイドラインを指す。https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-
multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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つと考えられる。さらに、本ガイダンスでは、多くの企業が税務の確実性を求めていることを認識して、既存及び将来の APA に
ついて、協調的かつ柔軟な運用が必要となる可能性を強調している。 

必要な資料・情報を適宜に収集及び保管することは、企業にとって依然として優先事項であり、将来の紛争を予防または解
決する上で特に重要である。 

移転価格分析を実施する際は、OECD 移転価格ガイドラインを引き続き参照すべきだが、COVID-19 の影響を受けた事業
年度においては、新たな問題が生じたり既存の論点が複雑化する可能性があると考えられる。合理的な独立企業間価格を
算出するために、上記の 4 つの優先課題は、OECD 移転価格ガイドラインの枠組みとともに検討されるべきである。本ガイダン
スは、BEPS に関する G20/OECD 包括的枠組みに参加する 137 カ国のコンセンサスを得た見解を表している。

2. 比較可能性分析

(1) 概略
COVID-19 は第三者間の取引の価格設定にも重大な影響を与えている可能性があり、通常であれば第三者の実績データ
は移転価格分析において信頼できるが、その前提が変わる可能性がある。よって、第三者のデータを用いた移転価格分析に
際して、より実用的なアプローチが必要となる。 

グループ内取引の移転価格を毎年設定及び見直ししている場合、2020 年度に関しても移転価格分析が必要である。もし 1
年以上の期間について固定の利益配分を合意しているような場合（例：COVID-19 以前の契約書で 5 年間、移転価格
の配分を固定して合意）には、第三者間であれば契約が再交渉されるか否かを検討する必要がある。 

(2) 2020 年度に係る比較可能性分析の妥当性をサポートするためにどのような資料が必要か？
原則として、COVID-19 が納税者の事業、業界、およびグループ内取引に及ぼす影響に関する公的に入手可能なあらゆる情
報が、比較可能性分析をサポートするために有益である可能性がある。さらに、ガイダンスには以下の項目が記載されている。 

 COVID-19 による売上の増減に関する分析（増減が異なる販路を用いたことに起因する場合を含む）
 稼働率の変化に関する分析（グループ内取引と第三者との取引の双方について）
 COVID-19 に関する追加費用（または内包された費用）の分析
 政府援助を受けた場合にはその内容、影響、会計処理の特定
 移転価格設定に影響を及ぼす可能性のある政府による価格統制
 四半期決算、発表等での中間財務諸表等の情報
 マクロ経済情報
 回帰分析などの統計的分析を用いた経済的変数の予測（例：GDP に連動して特定の業界の損益がどのよう

に変化するか）
 売上・費用・利益に関する内部の予測と実績データの比較

(3) 計画値を用いて独立企業間価格であることをサポートできるか？

COVID-19が収益、費用および利益に与えた影響を概算するために予算と実績との比較を使用することができると考えられ
る。COVID-19が無ければ達成できたであろう結果を示すことで、COVID-19 の影響を特定し、取引当事者の負う機能リス
クに応じてその影響をどのように分担するべきかを検討する際に有益である。

(4) 情報不足に対処するためのアプローチ

比較可能性分析に用いる最も信頼できる情報は、第三者間の同じ事業年度に係る情報である。しかし、2020年度の比較
対象企業の財務情報は、早くても 2021年中頃以降に入手可能となるため、取引単位営業利益法（以下「TNMM」）を
適用する場合、特に困難である。したがって、納税者は、利用可能な過年度の財務情報に基づき、かつ当年度の情報を利
用して、比較可能性分析を行う必要がある。 

情報の不足に対処するための実際的なアプローチには、次のようなものがある。 

 独立企業間価格を合理的に見積るために、同時期に得られる情報によって補足がなされた合理的な商業的判
断の使用を認めること

 事業年度終了後入手可能となる情報を用いて、独立企業原則に則った結果となるよう検証及び必要に応じて
修正申告を行う（その際、通常時と異なり自主的な修正について税務当局は柔軟な対応を認めることを検討
するべきである。また相互協議などの紛争解決手段を利用可能にすることで二重課税を回避できるよう配慮すべ
きである。）

 複数の移転価格設定方法の使用（なお、これは必須ではないと強調されている）
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(5) 他の経済危機におけるデータを用いた移転価格設定は許容されるか？ 

例えば、2008/2009 年の世界金融危機のデータのみに基づいた比較可能性分析については、重大な懸念があるとされてい
る。COVID-19 の影響は特殊であり、2008/2009 年の世界金融危機による影響は業界によって相違があったため、単純に
類似しているとして用いることはできない。比較可能性分析においては、実際の経済状況を含め、グループ内取引を個別具体
的に分析すべきである。 

(6) 複数年度のデータの使用 

COVID-19 の発生以前と以降で経済環境は大きく変わっており、COVID-19 の発生以降または影響が顕著であった期間に
ついては、それ以前とは区切って分析することが一般的に適切だと考えられる。COVID-19 の影響を受けた期間の財務データ
が影響を受けていない年度に関する分析結果を不当に歪曲しないよう、留意が必要である。比較対象企業が同様の事業活
動の制限又は条件に直面しているか、分析の際には注意を払うべきである。例えば、政府の介入により納税者の事業活動が
3 カ月停止された場合、例えばその期間は除外して分析するなどの工夫が必要となる。個別具体的な事情によっては、組み
合わせた期間（COVID-19 の影響を受けた年と受けていない年を含む）を使用することで信頼性を向上させることができる
場合もあり、各取引について個別に何が適切かを検討するべきである。 

(7) 価格調整金について 

移転価格税制の不確実性を軽減するため、国内法で許容される範囲で、価格調整を実施することも一つの解決策である。
なお、価格調整に際しては比較可能性を十分に検討することや間接税・関税への影響の検討も必要である。 

(8) 比較対象企業や比較対象取引の検討 

COVID-19 により前年度から経済環境が大きく変化しているため、前年度に用いた比較対象企業を 2020年度にも用いる
際には留意が必要である。それらの比較対象企業が適切かを改めて精査し、場合によって比較対象企業の選定基準の見
直し、比較対象企業の再選定が必要となる。 

一般的に、赤字の比較対象企業を用いることについて、OECD 移転価格ガイドラインは指針を示していない。したがって、比
較可能性の基準さえ満たしていれば COVID-19 の影響で赤字を計上している点のみを理由として比較対象企業として除外
するべきではない。 

3. 損失及び COVID-19特有の費用の配分 

(1) 概略 

COVID-19 に伴う赤字及び関連費用の配分について検討する際は、特に三つの点に留意したい。 

 当事者間の当該取引におけるそもそもの事業上のリスク配分に応じて利益または赤字も配分されるべきであるこ
と。 

 COVID-19 に伴う特殊費用・一時的な費用の分担を検討する際には、類似した状況の第三者であればどのよう
に分担したかを検討するべきである。また、費用の会計上の区分（営業外費用か営業費用か）に差異があれ
ば、比較対象取引との差異調整が適宜必要である。なお、会計上の区分のみによって移転価格分析における当
該費用の性質が決まる訳でなく、取引当事者間のリスク配分や当該取引に関する詳細な分析、第三者間であ
れば同様の費用をどう取り扱うか、当該費用が取引価格にどのように影響するかも考慮が必要であることに留意
されたい。 

 COVID-19 に伴う経済環境の急激な変化で、不可抗力条項の発動や契約条件の見直し・再交渉を検討する
状況も生じていると考えられる。これらもグループ内の赤字や費用の配分に影響を与えるため、慎重に検討すべき
である。 

(2) 限定的なリスクのみ負うグループ法人が赤字となってもよいか？ 

限定的なリスクのみを負う企業であっても、企業によって負う機能・リスク及び利用する資産は多様であるため、限定的なリス
クのみを負う企業が赤字となってよいか判断するための一般的なルールを設けることはできない。なお、限定的なリスクのみ負う
と納税者が評価付けたり、移転価格設定により一定の利益のみを得る仕組みになっている点をもって限定的リスクのみ負う
企業だとは断定できず、当該企業が負うリスクを詳細に分析することが重要である。例えば、実質的に在庫リスクを有さない
販売会社であっても一定の市場リスクを負うことが想定されている場合、需要の減少で固定費用を回収できなければ赤字に
なる可能性がある。他の例として、限定的リスクの販売会社であっても、信用リスクを負っていない限り、取引先の債務不履
行・遅延による損失を負担すべきではない。 

また、COVID-19以前と以降で負うリスクに変化があると納税者が説明する場合には、税務当局は変更の商業上の理由を
検討するべきである。例えば納税者が COVID-19以前は限定的リスクを負う販売会社であり市場リスクは負わないと説明し
ていたのが、COVID-19以後は一部の市場リスクを負うとして（例えばリスク管理機能が変更されたことを理由に）赤字を
分担するべきだと主張した場合に、税務当局が懸念を持つ可能性がある。この例だと、検討するべきは、COVID-19以前は
本当に市場リスクを負わなかったのか、COVID-19以後に実際に市場リスクを負ったのか、COVID-19前後のリスク分担の変
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更は構造改革に伴うものか、等である。事業リスクの配分の見直しに際しては、当該取引・事業に関連するすべての情報を分
析、文書化して納税者のポジションの妥当性を示せるようにするべきである。 

(3) どのような状況なら COVID-19 に伴い契約条件の見直しを行ってよいか？ 

COVID-19対応として、グループ内取引でも契約条件の見直しを検討する場合もあるだろう。グループ内取引の契約条件の
改訂を行うか、それが独立企業原則に沿っているかは、類似した状況で第三者間で同様の対応が取られるかに特に留意し
て、本ガイダンスなども参考に慎重に検討するべきである。 

現在の経済環境では、第三者間取引においても契約上の義務の履行を厳格に相手に求めないことが取引当事者の双方に
とって利益になる可能性がある。例えば取引相手が倒産した場合の潜在的費用や事業の中断、取引相手との将来的なビ
ジネスの拡大などを考慮して契約条件の再交渉を行うことがあり得る。 

例えば、販売業者であるグループ法人Ｘが顧客からの支払い遅延により資金繰りが苦しくなり、仕入れ先であるグループ法人
Ｙに一時的に支払期日の延期を交渉する場合、グループ内契約の条件改定が独立企業原則に適合するかの判断にあた
り、類似の状況において第三者間も類似した対応を行うかが重要であり、納税者の判断の合理性をサポートする材料とな
る。 

(4) COVID-19 に伴う営業費用及び特殊費用はどう配分すべきか？ 

COVID-19 に伴い、様々な特殊費用や一時的な費用が発生した企業も多い。例えば感染防止のための防護具、 ソーシャ
ルディスタンスのための事業所のレイアウト変更、テレワークのためのＩＴインフラ費用、などである。これらの費用をグループ法人
間でどのように分担すべきかは、主に第三者間で類似の費用をどう分担しているか、及び当該グループにおける事業リスクの配
分に則り決定するべきである。 

なお、今後の長期的または恒久的な事業の在り方の変化に関する費用の場合は、特殊費用や一時的な性質の費用とは解
釈されない可能性がある。例えばテレワークが今後も定着すれば、テレワーク関連のＩＴ費用は恒常的に発生する費用とな
る。通常の事業活動で発生する費用だと解釈されれば、移転価格分析においても通常の営業費用として扱うことになる。ま
た、企業によっては COVID-19 に伴いむしろ費用削減できた項目もあるだろう。ケース・バイ・ケースだが、例えばオフィス家賃や
旅費などが削減できた場合、それに代替する方法で行った事業活動の支出を営業費用として取り扱うことが適切な場合もあ
るだろう。 

独立企業原則の下では、例外的費用が顧客または供給者に転嫁されるかどうかは、業界の競争力および需要の価格感応
度によって異なる可能性がある。 

(5) COVID-19 に伴う特殊費用は比較可能性分析においてどう扱うべきか？ 

比較可能性の分析を行う際には、COVID-19関連の特殊費用の取り扱いについて考慮が必要となる場合がある。一般的
に、移転価格分析において利益水準指標を算定する際に、営業利益から特殊費用は除外されるべきである（ただし、その
特殊費用が当該グループ内取引に関連する場合はその限りではない）。取引当事者間の事業上のリスク配分や取引に関
する詳細な分析を踏まえて、特殊費用の取り扱いは判断するべきである。特殊費用を除外する場合は、当該グループ内取引
と比較対象取引について可能な限り取り扱いを整合させるよう、留意が必要である。また、コストベースに COVID-19関連の
特殊費用を含めると判断した場合に、マークアップを加えるのかパス・スルー費用として扱うのかも検討する必要がある。また、
COVID-19関連の特殊費用の会計処理が、比較対象取引や比較対象企業と該グループ内取引とで異なる可能性もある
ため、比較可能性の観点から留意が必要である。 

(6) 契約書上の不可抗力条項は COVID-19 に伴う赤字の配分にどう影響するか？ 

COVID-19 を理由に不可抗力条項の適用を主張し、契約上の義務の履行を減免・延期できないか検討している場合もある
だろう。グループ内取引について不可抗力条項を適用する場合、契約書とその根拠となる法的枠組みが移転価格分析の出
発点となるべきである。COVID-19が不可抗力条項を発動するのに十分な理由であると自動的に仮定することはできない。
また、不可抗力条項が契約書に織り込まれていない場合に、同様の結果をもたらす取引条件の再交渉が不適切であると自
動的に結論づけることもできない。グループ内取引のおける事業上のリスク配分や取引の詳細な分析、商取引に関する経済
的な様々な条件などにを総合的に考慮して、不可抗力条項の適用が適切かを判断するべきである。例えば、工場の閉鎖を
強制する政府介入が不可抗力に該当する場合があるが、混乱が短期間であれば長期的なビジネス関係を尊重して、第三
者間であっても不可抗力条項の適用を主張しない場合があると考えられる。 

また、COVID-19 を契機に従来の契約書に記載されていなかった不可抗力条項を追加することを検討したり、不可抗力条
項の適用の代わりに取引価格を変更することで実質的に同じ結果を得ようとする多国籍企業もあるだろう。このような場合、
税務当局は取引に関する詳細な分析や当該取引の経済的実態などを検証し、OECD ガイドラインにおける独立企業原則
に沿ってこれらの対応が適切かを判断するべきである。 
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4. 政府支援プログラム 

(1) 概略 

多くの政府は、様々な雇用維持やより広範な金銭的支援、事業継続のための支援を実施している。これら施策の関連当事
者取引への影響、あるいは比較対象となる第三者間取引への影響を分析する際には、支援策の内容、支援が一時的か継
続的か、支援策の利用の可能性、利用の有無等を考慮する必要がある。 

(2) 政府支援はグループ内取引の経済的な特性と言えるか？ 

当該取引に関する経済的な特性は、取引に係る分析及び移転価格設定において考慮するべき要素である。政府の支援策
が関連取引にどの程度の経済的な影響を与えるかは状況に応じて差異がある。例えば給与補填、借入保証、給付金など
はより直接的な影響があると考えられるが、各地域における政府によるインフラへの支援策の提供はより間接的な経済的な
影響だと考えることもできる。 

(3) 政府支援を当該国の市場の特色として取り扱えるか？ 

OECD 移転価格ガイドラインによると、一般的に、政府の介入はその国の市場の状況として扱われるべきである。当該国の市
場の特色に関する OECD 移転価格ガイドラインの考え方を、場合によっては政府による支援について援用できると考えられ
る。政府による支援の影響を分析する際には、次の点を考慮すべきである： 

 政府援助の受入れが市場優位性をもたらすか否か、 

 支援による収入の増加額又は費用の減少額（特に比較対象企業と比較して）及び援助の期間、 

 受けた支援が外部の顧客や供給業者との取引価格にどの程度反映されるか、 

 もし外部の顧客や供給業者との取引価格に反映されない場合に政府支援分の利益は他の形で顧客や供給業
者に配分しているか（政府による支援を当該国の市場の特色として取り扱うことが適切かは、個別に検討する必
要がある）。 

(4) 政府支援が移転価格設定に影響を及ぼすか？ 

政府による支援がグループ内取引の価格設定に及ぼす潜在的な影響は、当該取引の経済的な特性に依拠しており、当該
取引の詳細な分析及び比較対象取引との比較可能性の分析も必要となる。比較可能性の詳細な分析を実施せずに安易
にグループ内取引への価格設定に影響があったと結論づけることは、独立企業原則に反することになる。政府支援の影響を
検討する際には、例えば支援の利用可能性、目的、期間及び政府が課すその他の条件、経済的に重要なリスクの配分、
市場での競争や需要のレベルを考慮すべきである。 

なお、政府支援には様々な法的制限が設けられている場合があり、金銭的支援を受けたことで仕入側・供給側との取引価
格の変更への制限を受けることも考えられる。また、政府支援を受けるための条件が設けられていることも多い（例：売上の
顕著な低下、事業の存続にかかわる条件）。これらの制約により、政府支援の影響が限定的になることも想定され、その場
合には比較可能性の問題として検討するべきである。 

片側検証の移転価格算定方法（例えば取引単位営業利益法、いわゆる TNMM法）を用いる際には機械的な運用を
行わないよう、特に留意するべきである。例えば、関連費用への適切なマークアップを行う移転価格算定方法の場合に政府
援助を費用から控除することや、政府援助を画一的に収益や特別利益として取り扱うこと、などである。 

(5) 政府支援を受けたことでグループ内のリスク配分に変更が生じるか？ 

政府支援は、移転価格分析におけるリスク配分を変更するものではないが、負っているリスクによる金銭的なマイナスの影響を
軽減する可能性がある。例えば、信用リスクを負う当事者では、政府支援によって取引先の債務不履行を回避でき損失を
回避できる場合もあるだろう。 

潜在的な比較可能性を検討する際には、政府援助の受領を考慮することが必要である。なぜなら、当該援助は、当事者間
の商取引又は金融関係の確立方法及び当事者間の取引の価格設定方法の双方に影響を及ぼす可能性があるからであ
る。政府援助の種類が異なれば、第三者取引の独立企業間価格に異なる影響を与える可能性がある。また比較可能性の
調整が確実に行われない限り、救済期間などの重要な差異が比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。 

(6) 政府支援を受けたことで比較可能性の分析に影響は生じるか？ 

各市場で利用可能な様々な種類の政府援助の影響は、適切な比較対象を得る上でさらなる課題を課す可能性がある。改
定された戦略及び裏付けとなる移転価格算定方法の使用が適切であると考えられる。 

同等性/同質性の調整は、関連当事者と同等/同質の企業との間で同じ種類の支援の会計処理が異なる場合に、一方的
な方法（例えば原価加算法や TNMM）を適用する際に必要となることがある。 
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5. 事前確認（APA） 

(1) 締結済みの APA  

APAが合意された当時に予想できなかった経済環境の重大な変化が COVID-19 により生じ、納税者が締結済みの APA を
遵守する際に課題に直面する可能性があることが認識されている。 

納税者も税務当局も、経済環境の変化のみを理由に締結済みの APA を自動的に取消し・改定することはできない。APA
の取消し・改定が必要となるような事由（例えば重要な前提条件への抵触）がない限り、締結済みの APAは尊重されるべ
きである。事業実績の単なる変更は、APA においてこれが具体的に合意内容の一部として明記されている場合を除き、重要
な前提条件への抵触に該当しないと考えられる。重要な前提条件への抵触があるかは、個別に判断する必要がある。
COVID-19 の影響、政府の対応、APA に関する国内法や税務当局のガイダンス、事業の状況や事業の中断期間などを考
慮して、ケース・バイ・ケースで分析する必要がある。 

納税者は APA について独自に判断せず、APA を合意した税務当局に透明性をもって情報を開示し、相談することが推奨さ
れる。重要な前提条件への抵触に該当すると懸念される経済環境や事業実績の変化がある場合、早めに当局に報告を行
うことが望ましい。関連当局に対応を検討する時間をより多く与える方が、APA の取消しではなく改定を合意できる可能性が
高まる。一方、関連当局は COVID-19 の影響がより明確になるまで APA における取り扱いについて回答を保留する期間が
長い方が、より判断に必要な情報が入手でき、APA の取消しではなく改定を合意できる可能性が高まる。 

重要な前提条件への抵触があると認められた場合の対応や手続きは、APA合意に予め記載された通りか、国内法やそれに
準ずる規定に従うが、それらがなく OECD 移転価格ガイドラインに依拠する場合には下記いずれかの対応となる。 

 APAの改定：納税者および税務当局は、APA の効果を提案された全期間について享受できるが、合意条件は
改定前（具体的には COVID-19前、2020年度より前）と改定後で異なるものになる。 

 APAの取消し：APA取消しの時点までは合意通りに APAは有効だが、取消し時点以降は APAは効力はな
い。 

 APAの遡及的取消し：APAが最初から締結されていないものと同様に扱われる。 

重要な前提条件への抵触がある場合、納税者は関連する書類・情報を適宜、当局に提供するべきである。関連する書類の
例として、COVID-19 の影響を受ける事業年度の予測及び実績のセグメント損益、関連者間契約書の改訂あるいは検討
中の改訂内容、COVID-19 に伴う構造改革や関連当事者間の機能リスク配分の見直し、政府による政策の影響、
COVID-19関連費用の特定、補助金及びその会計上の取り扱い、第三者の動向に関する情報、などがある。 

(2) 交渉中の APA 

納税者は事業環境の不透明感から新規の APA申請を継続したり今後申請することを躊躇する可能性があることを認識し
ている。しかし、納税者と税務当局の双方にとって税務上の確実性を確保し、将来の紛争を防止する上で APAは有用であ
ることを改めて強調した COVID-19 の影響を大きく受ける年度（2020年度）を含む APA については、柔軟かつ協力的な
アプローチを採用することが奨励される。例えば、COVID-19 の影響を受ける前と後で期間を区切って異なる合意内容にする
ことも検討する価値がある。あるいは COVID-19 の影響を大きく受ける年度を含めたより長い期間の APA を合意して
COVID-19 の影響が各事業年度について明確になり次第、税務当局に報告及び APA での取り扱いを相談して、必要に応
じて APA の内容を再検討するアプローチもあり得る。また、累積年度での検証やより長い APA期間を合意することで
COVID-19 の影響を平準化する方法を検討するのも一案である。適切な解決策を検討できるよう、納税者は適切なタイミン
グで APA対象取引への COVID-19 の影響を開示することが重要である。 

また、移動の規制や在宅勤務、人的資源の不足等の影響で APA 締結の遅延も懸念されたが、多くの納税者や当局が IT
の活用など新たな柔軟な方法で障壁を乗り越えてきた。例えば対面の会議に代わりウェブ会議・電話会議を活用、工場見
学も電話会議で代用、暗号化や情報セキュリティに対応した上での資料の電子的なやり取り、などが挙げられる。これらの新
たな対応によって APA締結の遅延を最小限に抑制できている例から学び、納税者と当局が協力して効率的に柔軟なアプロ
ーチを模索することが求められる。 

（東京事務所 山川博樹、澤田純） 
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