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移転価格税制

移転価格文書化ルールの新要素、バリュードライバーと無形資産の関係
弊社は ITサービス事業を展開しています。一般的な製造販売業とは異なり、特
許や技術ノウハウを所有しているわけではありません。一方で、平成 28年度税制
改正に基づく新たな文書化規則においては、マスターファイル上で「収益の重要な
源泉」について記載することが要求されています。
この情報はどのような目的に使用され、最終的にどのような内容を記載すればよいのか、
またマスターファイルやローカルファイルで記載することになる「重要な無形資産」とは
どのような関連性を持つのか、実務面で特に留意すべき点があれば教えてください。

移転価格対応が必要となる多国
籍企業グループの事業活動におい
て、事業上の利益を創出するよう
な重要なバリュードライバーをどのよう
に認識するかが、その後の重要な無形資
産に関する記載やローカルファイルを組
み立てる上で重要な最初の検討ステップ
となり得ますので、入念な検討を行うこ
とが推奨されます。

【解

説】

益を創出する重要なバリュードライバー群に
含まれることになるものと

えられます。つ

まり、
「バリュードライバー」の中から、移
転価格上の「多国籍企業グループにおける無
形資産」を選定し定義していくことを移転価
格文書化のプロセスを通じて求められている
と解釈することができ、BEPS の議論の経
緯から見ても、各国税務当局が税務調査等の
初期段階において最も確認を求める重要情報
の一つと

えられます。

一方で、BEPS 行動計画 ８「無 形 資 産 に

BEPS 行 動 13を 受 け て、平 成 28年 度 の
税制改正を経て制定された本邦移転価格文書

係る移転価格ルールの策定」により改訂され

化規則で作成が義務化されたマスターファイ

よれば、移転価格上の無形資産は、いわゆる

ルにも「当該多国籍企業グループの更生会社

会計上の無形資産の概念でも、法人税上で認

等の売上、収入その他収益の重要な源泉」
、

識される無形資産に限られるものでもない

すなわち、OECD 新移転価格ガイドライン

（パラ 6.7）とされており、会計税務上の概

注１を記載する
にいう「バリュードライバー」

こととなっています。実務上、多国籍企業グ
ループの無形資産は、少なくとも事業上の利

た新 OECD 移転価格ガイドライン第６章に

注１ BEPS 行動計画 13最終成果物レポートにお
いては、
「Important drivers」と表記されてい
ます。
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念よりも幅広い概念であることが示されてい

される事例番号とともに示されており、この

ます。

記載部分との整合性も図られる必要があると

マスターファイルでは、
「バリュードライ

いえます。

バー」に続いて、「特定多国籍企業グループ

したがって、多国籍企業グループの一連の

の無形資産の研究開発、所有及び使用に関す

事業の流れ（サプライチェーン）の中から、

る包括的な戦略の概要」並びに「特定多国籍

重要な価値創造に係る活動の実態を的確に把

企業グループの研究開発と無形資産に関連す

握した上で、利益の源泉となる重要なバリュ

る取引に係る対価の額の設定の方針（すなわ

ードライバーを客観的に特定するためには、

ち、移転価格ポリシー）の概要」を説明する

移転価格分析のフレームワークに関する知識

ことが要求されており、いずれの企業の移転

に加え、事業に関する客観的かつ深い知識や

価格実務担当者も無形資産の議論を避けて通

洞察眼、現場感覚等が総合的に要請されるこ

ることができない構成になっています。つま

とになります。

り、バリュードライバーはマスターファイル

自動車産業や製薬業等の主要な製造業にお

の後段で記載する重要な無形資産を包括する

いては、移転価格税制上の無形資産について、

概念と捉えられるため、両者の記載内容には

従来から具体的な分析のフレームワークがあ

一定の関連性および整合性が必要であり、バ

る程度確立されているため、伝統的かつ典型

リュードライバーとして記載する内容はマス

的なビジネスモデルを継続して運用している

ターファイル上で無形資産として記載する内

場合は、記載の難易度はそれほど高くないと

容の妥当性を方向付ける重要なパートとなり

えられます。

ます。

また、典型的なビジネスモデルを運用して

さらに、平成 28年６月に国税庁より公表

きた多国籍企業グループにおいても、時間経

された「独立企業価格を算定するために必要

過とともに、研究開発拠点を海外にも展開し

と認められる書類（ローカルファイル）作成

て共同開発を行うようになった場合や、無形

に当たっての例示集」においても、施行規則

資産のライセンスや譲渡取引を伴う取引が発

第 22条 の 10第 １ 項 第 １ 号 ハ に 該 当 す る

生する場合、金融取引を行うキャッシュボッ

「
（中略）法人または当該法人に係る国外関連

クスやグローバル・トレーディング・スキー

者が当該国外関連取引において使用した無形

ムを導入した場合等は、従来の理解に基づく

固定資産その他無形資産の内容を記載した書

記載が正しいか再検討することが求められま

類」の提出を行う際に、国外関連取引を行う

す。

に当たり法人または国外関連者が使用した無

一方で、IT 産業やコンテンツ産業、サー

形資産について記載することとされており、

ビス業等では、企業ごとに事業戦略や経営手

さらに、国外関連取引を行う法人が所得の源

法そのものがユニークかつ差別的である場合

泉となると認められる無形資産（重要な無形

が多く、画一的なサプライチェーンや分析フ

資産）に該当する場合には、そのように判断

レームワークが存在しない傾向にあります。

した理由を合わせて記載する必要があること

したがって、他の移転価格上の論点との整合

が、移転価格事務運営指針の事例集上で参照

性も含めた無形資産やバリュードライバーの
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記載方法に関する難易度は高くなりがちです。

格分析上の重要な要素を見落としたまま文書

本解説では、移転価格上の無形資産やバリ

化を進めてしまう恐れもあります。つまり、

ュードライバーの把握が比較的難しい２つの

先述のとおり、重要な無形資産として個々に

業界における分析アプローチを例示します。

認識できる対象範囲は広く、例えば、ユーザ
ーリスト、商標、ブランド認知度のようなマ

事例１

IT 業界
IT 業界と一口にいっても様々な業態を持

ーケティング関連の無形資産からビジネスモ

ったプレーヤーが存在していますが、例えば、

等まで、単独では評価が非常に困難な無形資

よりサービス業に特化した例として、インタ

産の存在が際限なく挙げられるためです。

デル、創業者等一個人のタレント、成功体験

ーネット上のウェブサイトを媒体として、e

例えば、経済的価値の評価が非常に困難な

コマースやポータルサービス事業を行う多国

事業上の要素を安易に無形資産として文書に

籍企業グループにとっては、どのようなアプ

記載すると、ローカルファイルにおいて無形

ローチを用いて無形資産を記載することにな

資産の価値評価方法を客観的かつ合理的に移

るでしょうか。

転価格文書上に示すことができない、あるい

一般的な製造業と異なり、技術上の特許や

は、開発関連で拠出した費用のみに依拠した

製造ノウハウ等がそもそも存在しないか、限

信

定的である場合も多いようです。確かに、潜

くなるおそれもあります 注２。結果的に、移

在的な同業種の比較対象企業を俯瞰しても、

転価格上の無形資産に係るポリシーや最適な

主としてサービスに従事する IT 企業におい

移転価格算定方法の説明に支障を来す、ある

て新技術の開発活動等を内部で独自に行って

いは、実務上大きな事務負担になることが容

いる事例は限られています。個々の事業の流

易に想像されます（また、各国における税務

れや活動内容に注目すると、業界内の他社に

リスクの予見性を確保することができず、二

おいても日常的かつ一般的に行われている事

重課税リスクを高めてしまうこととなるのは

業活動（プラットフォーム作成やウェブサイ

言うまでもありません。
）。

トの構築はいずれの企業も行う）が多く、既

性に欠ける経済分析を提示せざるを得な

この例では、企業が提供するサービスの目

存の IT 関連技術を活用している、あるいは、

的や企画・アイデアを含むビジネスモデルそ

専門スキルを持ったアウトソース先に外注し

のものを無形資産として捉えることも一つの

て作らせる事業形態を採用する企業も散見さ

有効なアプローチとなります。その場合の無

れ、結果として、重要な無形資産を見いだせ

形資産の性質は、特定の製品・サービスに対

ないという悩ましい状況に直面する例もあり

する付加価値を創出しているというよりは、

ます。
しかし、こうした事例の場合、事業全体の
サプライチェーンの一側面にのみ注目し、特
定の技術やノウハウを部分的に切り出してバ
リュードライバーを見いだそうとするステレ
オタイプなアプローチに依拠すると、移転価

注２ OECD 移転価格ガイドラインにおいても、
無形資産の構築や維持のために負担される費用
の金額と貢献度との間には必然的なつながりが
あるわけではなく、例えば、研究開発費のすべ
てが無形資産の構築に貢献しているわけではな
い点が指摘されています（パラ 6.11、6.27等)。
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より高次の無形資産として事業上のサプライ

ームコンテンツの場合、ローカル市場の嗜好

チェーン全体に密接不可分に関与しており、

や特性に応じた追加コンテンツ開発やイベン

事業価値全体の向上に貢献していると整理す

ト運営等が重要なバリュードライバーとなる

るほうが、当該業界の事業特性をより的確に

ことがあり、その活動を行う拠点は各市場に

捉えていて、マスターファイルの後段やロー

分散される傾向にあります。逆に、世界市場

カルファイルの各分析との整合性を確保しや

に同時配信されるタイプのゲームタイトルの

すくなる場合があります。

場合は、当該追加開発を行う拠点が一カ所に

つまり、最初から既存の概念で個々に無形
資産を特定していくのではなく、ビジネスモ

集約されて行われる場合もあり、個別の判断
が必要になることも多いといえます。

デルの根幹を企画・構築する活動やその経済

また、ゲーム業界におけるプレーヤーも

的価値をより高める活動の範囲およびリスク

様々であるため、同業界における多国籍企業

を負ってそれらの活動を行う拠点はどこかと

グループの事業上のポジショニングについて

いう視点で、実態に沿って事実関係を整理し、

も十分に把握しておく必要があります。

そこから無形資産の定義や範囲を絞り込んで

例えば、その多国籍企業グループが、ゲー

いくという分析アプローチが有効になるケー

ム製品の企画開発能力に強み、つまり、バリ

スは確実に存在すると思われます。従来の移

ュードライバーを見出している開発会社なの

転価格文書以上に、事業に関する専門知識や

か、あるいは、数あるゲームタイトル候補の

知見等を通じてロジカルな説明を行うことが

中から成功する可能性の高いものを発掘・選

求められることになる理由の一つがここにあ

定し、市場における認知度や期待感を高める

ります。

ための仕掛けを行い、爆発的な売上を誘発す
ることに長けたマーケティング会社（パブリ

事例２

コンテンツ業界

コンテンツ業界も様々な事業形態が混在し
ており、事業形態やバリュードライバーの捉

ッシャー）なのかでは、バリュードライバー
や無形資産の対象となり得るものが大きく異
なることは想像に難くありません。

え方も一様でないという特徴があります。例

例えば、後者のゲームパブリッシャーの例

えば、近年グローバルな事業展開が著しいゲ

ですが、多国籍企業グループ内の販売子会社

ーム業界では、従来の家庭用ゲームハードウ

が、特定のローカル市場における製品認知度

ェアを媒体としたゲームソフトウェア製品の

や期待感を高めるためにリスクを負ってマー

サプライチェーンとオンラインネットワーク

ケティング費用を支出しているとしたら、そ

を介して配信するゲームコンテンツのサプラ

れはバリュードライバーあるいは無形資産を

イチェーンとでは、その開発スキームや販売

構築する活動として利益分割法の適用対象に

経路が大きく異なっており、収益構造やリス

なる可能性を示唆することになります。しか

クの所在・配分状況も一括にまとめて分析を

し、この説明が正しいか否かは、潜在的比較

すると移転価格分析の妥当性を著しく歪めて

対象企業における機能・リスク配分状況との

しまうおそれがあります。

比較結果等にも左右されることになります。

例えば、オンラインを通じて配信されるゲ

この事例からは、販売子会社のマーケティ

(32 )平成 28年８月８日

第 6423号

国

税

速

報

第３種郵便物認可

ング活動を無形資産（バリュードライバー）

源泉となるバリュードライバーが必ず存在し

の構築に関連する活動とするか、ルーティン

ているといっても過言ではありません。上記

機能として整理するべきかは、事業に関する

二つの業界の事例では、ユニークな分析例を

専門知識や知見等に加えて、経済分析におけ

示しましたが、それ以外の業界においてもバ

る比較対象企業の機能リスクプロファイルの

リュードライバーや重要な無形資産が上手く

側面からも影響を受け得ることがうかがえま

特定できない場合は、無形資産の既成概念に

す。つまり、移転価格実務においては、分析

捉われず、事業実態を丁寧かつ的確に捉え、

の初期段階で既成概念に基づいて無形資産の

バリュードライバーおよび重要な無形資産を

定義を固定してしまうアプローチは適切でな

再定義し、移転価格文書上に表現することは、

く、事業実態を正確に把握する一方でその他

多国籍企業グループ間での利益配分状況が独

の移転価格分析上との整合性を

立企業原則に照らして適切であることを示す

慮しながら、

バリュードライバーや無形資産の記載内容を

上での有効なアプローチになり得ます。この

微調整するアプローチのほうが有効となる場

点は、OECD 新移転価格ガイドラインの根

合も十分に

底にある基本概念でもあり、今後も各国税務

えられるということになります。

当局が様々な視点で注目してくる重要論点の
まとめ

一つとなることが予想されますので、文書化

グローバルに事業展開を行う上場企業とも
なれば、確立されたビジネスモデルと収益の

の際には骨太な説明ロジックを構築できるよ
う入念な検討を行うことが推奨されます。

※ 本文中、意見にわたる部分は筆者の私見であり、デロイト トーマツ税理士法人の公式見解では
ありません

《デロイト トーマツ税理士法人

移転価格サービス
パートナー

山川

博樹

マネジャー

塩川 嘉久》

解散の場合の欠損金の損金不算入
平成 22年度税制改正で、清算所得課税が廃止され、解散後も通常の法人課税が行われている。そこ
で、平成 22年 10月１日以後に解散した場合に残余財産がないと見込まれるとき、その清算中に終了す
る事業年度（「適用年度」という。）前の各事業年度において生じた欠損金額（期限切れ欠損金額）は適
用年度の所得金額の計算上、青色欠損金額等の控除後の所得を限度として、損金の額に算入する。
この損金算入措置は、青色欠損金額の繰越控除及び災害損失欠損金額の繰越控除の後に適用される。

