
 

1 

 

Japan Tax Newsletter 
 

デロイト トーマツ税理士法人 

2019 年 7 月 1 日号 

移転価格税制最新情報 
～無形資産の定義の明確化、所得相応性基準の創設等、実務上の留意
点（通達等の改正をふまえて）～ 

 はじめに 

「BEPS プロジェクト」のもと、OECD 移転価格ガイドライン等の改定が実施され、それを受けて令和元年度（2019 年

度）の移転価格に係る税制改正（以下「本改正」）では、特に無形資産について重要な改正がおこなわれた。 

本ニュースレターでは、租税特別措置法（以下「措法」）関連法令、及び先日公表された租税特別措置法通達（以下

「措通」）及び事務運営指針などの一部改定に関する新旧対照表1により明らかとなった改正事項とその実務上の留

意点を紹介する。記載法令等は主要な部分にとどめており、一部筆者が表現を変更している箇所があることをご了

承いただきたい。 

なお、以下の改正は令和 2 年（2020 年）4 月 1 日以後に開始する事業年度の法人税について適用される。 

 移転価格税制の見直し 

(1) 移転価格税制に係る無形資産の定義の明確化 

1) 改正の概要 

今回の無形資産に関係する一連の改正において、まず無形資産が以下のように定義された（措法施行令（以下「措

令」）39 の 12⑬）。 

「特許権、実用新案権その他の資産（次に掲げる資産以外の資産に限る。）で、これらの資産の譲渡若しくは貸付け

（資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。）又はこれらに類似する取引が独立

の事業者の間で通常の取引条件に従って行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものとする。 

一 有価証券（二号を除く） 

二 現金、預貯金、売掛金、貸付金、有価証券、一定のデリバティブ取引にかかる権利その他の金融資産及びこれら

に類するもの」 

2) 実務上の留意点 

無形資産に含まれる資産として、以下の例が挙げられているので注意されたい（措通 66 の 4（8）-2）。 

 工業所有権、その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式、著作権、減価償却資産の対象となる

一定の無形固定資産 

 顧客リスト及び販売網 

                                                           

1 租税特別措置法通達（国税庁ウェブサイト（PDF））  
事務運営指針及び事例集（国税庁ウェブサイト） 

 

http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/1906xx/pdf/03_F.pdf
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/190628/01.htm


2 

 ノウハウ及び営業上の秘密

 商号及びブランド

 無形資産の使用許諾又は使用許諾に相当する取引により設定される権利

 契約上の権利（上記を除く）

(2) DCF 法の独立企業間価格の算定方法への追加

1) 改正の概要

次に DCF（Discount Cash Flow）法が、比較対象取引を特定できない無形資産取引等に係る独立企業間価格の算

定方法として追加されることとなった（措令 39 の 12⑧6）。 

DCF 法とは、例えば取引に係る資産から得られる予測キャッシュフロー等を合理的な割引率を用いて割引くことで、

その発生時期に応じた割引現在価値を算定し、それを合算することにより価格を求める評価方法である。

2) 実務上の留意点

国外関連取引の内容及び国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、国外関連取引が独立の

事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に、国外関連取引につき支払われるべき対価の額を

算定するための最も適切な方法を選定する必要がある。DCF 法が導入されてもこの最適法ルールに変更はない

が、税務当局の執行において DCF 法が用いられることも想定される。また、これまで使用に際し不確実性が残って

いた DCF 法の法令上の取扱いが明らかとなり、納税者にとっても DCF 法の適用を改めて視野に入れることが可能

となった。しかしながら、事務運営指針 4-3 では、最も適切な方法の候補が DCF 法含めて複数ある場合には、DCF
法以外の候補である算定方法の中から最も適切な方法を選定することに留意する、と規定しており注意が必要であ

る。

DCF 法の適用においては予測利益の金額の算定が重要なファクターとなる。そのため例えば以下の点などに留意

することが肝要である（事務運営指針 4-13)。 

 予測利益の金額が信頼性が確保された客観的事実に基づいた事業計画等の情報に基づいていること

 事業計画の信頼性の検討に当たっては、予測の根拠及び目的、予測期間の長短並びに予測の基礎となる過

去の収益実績との整合性等を勘案すること

 予測利益の金額の計算において、予測される利益の成長率を加味して計算する場合には、当該事業の将来性

や当該事業が属する業種に係る市場の成長率の程度を勘案すること

 予測期間については、当該無形資産にかかる法的保護期間及び技術的環境の変化の程度を勘案して予測期

間を決定すること

 予測利益の金額については予測される法人税等の実効税率等を基に計算した法人税等による影響額（適用資

産について適正な償却方法や償却期間により算出された償却費が法人税等の減少効果とされていること）を勘

案して計算すること

なお、予測利益の金額（販売又は購入の時に予測される利益の金額）については、事務運営指針の別冊「移転価格

税制適用に当たっての参考事例集（以下「事例集」）において事例（事例 9 及び事例 24）を挙げて解説している。 

また、事務運営指針 4-13 において、DCF 法の適用には割引率の合理性が不可欠とされている。貨幣の時間価値に

加え、予想利益の金額の計算における当該事業のリスクの反映の程度に応じ、当該リスクに応じた期待収益率や加

重平均資本コスト等個々の状況が合理的に反映されていると認められる割引率を用いらなければならない。当然な

がら適用時に使用した事項については、検証可能である必要がある。なお、事務運営指針の参考事例集 事例 1（参

考 2）1 ホでは、独立企業間価格を算定するための前提となる事項について、検証可能で合理的な情報を入手するこ

とができない場合には、DCF 法を適用することができないことに留意する、と規定しているので注意されたい。 

ここでいう「加重平均資本コスト」とは、株主資本コストと有利子負債コストを加重平均することにより求められる資本

コストをいう。また「株主資本コスト」とは、株主が法人に求める期待利回りをいい、「有利子負債コスト」とは、法人の

借入れ等による資金調達コストをいう（事務運営指針 4-13（3））。

(3) 所得相応性基準の創設

1) 改正の概要

2018 年 6 月に公表された OECD の評価困難な無形資産（Hard-to-Value-Intangibles：以下「HTVI」）に関する報告

書（BEPS 行動 8）により、本改正でも HTVI（本邦では、「一定の要件を満たす特定無形資産」として議論されてい

る。）に係る譲渡等について、各事業年度において独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が相違した場合

に、税務当局が取引結果及びその相違の原因となった事由の発生の可能性を勘案して、当該特定無形資産国外関

連取引に係る最適な移転価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等をすることができる

こととされた（措法 66 の 4⑧⑨、措令 39 の 12⑭⑮⑯⑰）。 
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「特定無形資産」とは、以下の全てに該当するものをいう（措令 39 の 12⑭）。 

 固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるものであること 
 予測収益等の額を基礎として独立企業間価格を算定するものであること 

 独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものであること 

ただし、独立企業間価格とみなされる金額が支払を受けた当初取引価格の 120％を超えず、また、独立企業間価格

とみなされる額が支払を行った当初取引価格の 80％以上である場合は、この限りでない。 

また、法人が特定無形資産国外関連取引について、以下の全てを記載した書類を作成し、又は取得している場合に

は適用がない。 

 特定無形資産国外関連取引に係る独立企業間価格の算定の前提となった事項 

 当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するものであり取引時においてその発生

を予測することが困難であったこと、又は取引時において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企

業間価格を算定していたことを証する書類 

上述とは別に、法人に係る特定無形資産国外関連取引に係る判定期間において、当該無形資産の使用などにより

生ずることが予測された利益の額と当該判定期間に当該特定無形資産の使用等により生じた利益の額とが著しく相

違しない場合には、当該判定期間を経過する日以降において、この価格調整を適用しない。 

この場合の「判定期間」とは、当該法人と特殊の関係にない者等から受ける特定無形資産の使用等による収入が最

初に生じた日を含む事業年度開始の日から 5 年を経過する日までの期間をいう（措法 66 の 4⑩、措令 39 の 12
⑱）。 

2) 実務上の留意点 

適用免除事由のうち「災害その他これに類するもの（措法 66 の 4⑨2）」におけるこれに類するものとは、取引が行わ

れた時においてやむを得ない事由により予測することが明らかに困難であった事由をいう（措通 66 の 4（9）-4）とし

て、以下の事項が例示されている。 

 金融危機等のような経済事情の著しい変化 

 法令の規定又は行政官庁の指導による規制の変更等 

 主要な競合他社の倒産の危機に起因した事業における急激な市場占有率の増減等のような市場環境の著し

い変化 

また、措法 66 条の 4⑧において「法人が各事業年度において・・・」とあることから、同 10 項の判定期間前において

も更正等のリスクがある点には、特にご注意いただきたい。 

なお、事例集の事例 25 には当該特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置について記載されているので参

考にされたい。 

その他、特定無形資産は「その取引が行われた時において、その独自性から比較対象取引を見出すことが困難なも

ので、かつ、法人又は国外関連者の事業において重要な価値を有し、所得の源泉となるものかどうかにより判定する

ことに留意する（措通 66 の 4（9）-1」）」と記載がある。当該取引の規模によっては、自社グループのマスターファイル

の記載との整合にも気を配っておく必要があると考える。 

(4) 差異調整方法の整備 

1) 改正の概要 

差異調整方法の整備として、独立価格比準法以外の比較対象取引の利益率を参照する移転価格算定方法に係る

差異調整として、定量的に把握することが困難な差異があるために必要な調整を加えることができないことを条件と

して、当該差異の影響が軽微であると認められるときは、四分位法に基づく割合の中央値によって差異調整を行うこ

とができるようになった（措令 39 の 12⑥⑦⑧、事務運営指針 4-4）。つまり、四分位法の中央値を独立企業間価格と

するものであるが、国外関連取引の対価が四分位の間にある場合は、その国外関連取引は独立企業間価格で行わ

れたものとなる（事務運営指針 4-6）。 

ここでいう「四分位法」とは比較対象取引に係る調整済割合につき、最も小さいものから順次その順位を付し、その順

位を付した調整済割合の個数の 100 分の 25 に相当する順位の割合の個数から 100 分の 75 に相当する順位の割

合までの間にある割合を用いる方法（措置法施行規則 22 の 10③）である。実務において通常用いられている

「Excel 方式」や「IRS 方式」によって計算できることが事例集 事例 1（参考 3）5 に明記された。 

なお、中央値による差異調整については、以下の適用要件を満たす必要がある（事務運営指針 4-5）。 

 国外関連取引と比較対象取引との間に生じる割合の差につき必要な調整を行ってもなお定量的に把握するこ

とが困難な差異が生ずる場合であって、調整済割合に対する当該差異の影響が軽微であること 
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 4 以上の比較対象取引の比較可能性が確保されること 

 定量的に把握することが困難な差異を特定すること 

 調整対象差異に定量的に把握することが困難な差異以外の差異が含まれる場合で、その差異が通常の利益

率等の算定に影響を及ぼすことが客観的に明らかな時には、必要な調整を行うこと 

2) 実務上の留意点 

独立企業間価格の算出についても四分位法が認められることになったことにより、ローカルファイル等においてフル

レンジでサポートを行う場合には、その合理性についてより強固な比較対象性を実証することが必要となることが想

定される。 

一方で、事前確認（APA）においては、事例集 事例 30《解説》3 において以下の記述があり、基本的に当該改正の

影響はないと考えられる。 

「事前確認を行うに当たって、特定の水準（ポイント）ではなく、利益率等による一定の範囲（四分位レンジ等の一定の

範囲）で確認を行うことができる場合がある。この点で、法人が国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間

価格に満たない又は法人が国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超える場合に、過去の事業年度の

所得金額を決定するため特定のポイントを用いる調査とは取扱いが異なる。なお、事前確認において用いられる利

益率等による一定の範囲は、事前確認が将来における国外関連取引から生ずる利益を予測するものであることを考

慮して、事案の態様等に応じて設定されることになる。一方、調整済割合により形成されるものは、定量的に把握す

ることが困難な差異がある場合に用いられるものであり、適用される場面が異なることに留意する。また、一定の範

囲を設ける場合には、いわゆる四分位法によるレンジのほか、比較対象取引の全てから構成されるレンジの使用が

適当と認められる場合もある。（注）相互協議を伴わない我が国のみによる事前確認の場合、検証の対象とした法人

が国外関連者又は確認申出法人であるかに応じ、それぞれの範囲の上限又は下限のみを用いて確認することとな

る。」 

(5) 移転価格税制に関する更正期間等の延長 

1) 改正の概要 

移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間が現行の 6 年から 7 年に延長されることとなった。 

2) 実務上の留意点 

納税者は移転価格に関する書類を７年分準備・保管する必要が生じる。 

 おわりに 

近年ますます増加する無形資産取引から生じ得る潜在的な税の不均衡を正すため、BEPS 行動計画とそれを受け

た 2017 年移転価格ガイドラインに基づく立法措置が取られている。本改正ではまず移転価格税制における無形資

産の定義が法令によって明確になった。加えて本改正には DCF 法や所得相応性基準の導入など、今後の税務実務

に大きく影響を与えるであろう無形資産に係る改正が含まれている。今般の OECD の勧告を受け、納税環境の安定

性の観点からは各国が足並みを揃えた無形資産についての取組みを期待したいところである。 

なお、本改正に関連する国外関連取引については、通達や事務運営指針には具体的な例示も多いため、国外関連

取引を実施する際に注意深く検討して行うことが望まれる。 

（大阪事務所 松本 知美） 
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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/japan 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 
丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 
淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 
JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 

 

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 

 

 

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であるデロ

イト トーマツ合同会社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、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）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・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市に約

11,000 名の専門家を擁し、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・保証業務、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、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連す
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