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企業のBEPS対応を
語りつくす
［前］
吉村政穂

山川博樹

一橋大学大学院准教授

デロイト トーマツ税理士法人
パートナー

岩品信明〈司会〉
ＴＭＩ総合法律事務所

弁護士

岩品：本日は「企業のBEPS対応を語りつくす」

に，OECDにおいて，BEPS（Base Erosion and

というテーマで，企業に対するBEPSの影響及

Proﬁt Shifting：税源浸食と利益移転）プロジ

び企業のBEPSに対する実務的な対応などにつ

ェクトが進められてきました。2015年10月には，

いて座談会を開催させていただきます。

OECDからBEPS最終報告書 ⑴ の行動計画１か

近年，多国籍企業による行き過ぎたタックス
プランニングによる課税逃れを防止するため

ら15までが公表されました。今後は，BEPS最
終報告書を踏まえて，OECD加盟国を中心に，
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国内法において国際課税分野の改正が進められ
ることが予定されています。
海外に子会社を有する日本企業にとっては，

① G20での議論
山川：「100年に一度の画期的刷新」とまで評
価されていますが，ここにきてその意味を考え

事業活動や税務戦略に大きな影響が生じる可能

てみますと，１つは，G20国の関与から今は新

性があります。特に，移転価格文書化の義務付

国際ルールのさらなる波及を想定する，巻き込

けを中心として，課税逃れを防止するための

む国・地域の徹底さ，そしてもう１つは，実施

様々な取組みが策定されますので，企業として

のための少なくとも過渡期における企業のコス

は，それらへの対応が必要になります。

ト，課税リスクの増大という負の副作用はいっ

今回は，日本企業として，日本だけでなく進

たんはさておいて，これまでの世界の経験を踏

出先の国・地域において，BEPS最終報告書を

まえたあるべき理念を追求する徹底さ，であろ

踏まえてどのような対応をしなければならない

うかと思います。

のか，また，日本企業はどのような国・地域に

岩品：G20が関与することで，各国の法制と各

おいて対応に注意しなければならないのかな

国企業に対する影響は，これまでと違うのでし

ど，日本企業にどのようなBEPS対応が求めら

ょうか。

れるのかについて，山川先生，吉村先生のご見

山川： 国際的な議論の舞台が，G8からリーマ

解をうかがいたいと思います。

ン・ショック以降，G20へ広がってきたのは，

山川先生，吉村先生，本日はどうぞよろしく

南北経済という経済軸がより統合化されたグロ

お願いいたします。

ーバル経済へ進んでいるということが背景の１

山川：よろしくお願いいたします。
吉村：よろしくお願いいたします。

つにあったのだと思います。
今回，国際課税の規範の構築という主権が厳
しく衝突し，しかも極めてテクニカルな分野に

1

BEPS最終報告書の
ポイント

おいても，新興国を巻き込まないと問題の解決
ができないことがはっきりとしました。税分野
においてもここに至ったことは，足元ではナシ

岩品：それではまず，BEPS最終報告書のポイ

ョナライゼーション・ローカライゼーションが

ントについてお聞きしたいと思います。

みえているとしてもグローバル経済化は止まら

BEPS最終報告書は，行動計画１から15まで
それぞれテーマごとにまとめられていますが，
概要については，さまざまなところで紹介され

ない趨勢の下，１つのマイルストーンではない
かと思います。
これからは，G20どころか，途上国を含む約

ています。ここで先生方にお聞きしたいのは，

100か国・地域を想定するという地球規模での

企業の方がBEPS最終報告書を理解するにあた

新ルールの実施という新たなステージに入って

って，どのような点に注意すべきかかというこ

いきます。資源が乏しいところに税誘因を生む

とです。教えていただけますでしょうか。

土壌があり，また，税制・税務行政のインフラ

⑴ 2015年10月５日，OECD租税委員会は，BEPS（Base Erosion and Proﬁt Shifting）行動計
画に基づく最終報告書を公表した。最終報告書は10月８日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議（ペル
ーのリマにて開催）に提出され，新たな国際課税のルールとして採択された。今後最終報告書の提言に
係る具体化等の作業が引き続き予定されており，2016年以後は基本的に最終報告書の実施及びモニタ
リングの段階に移行する。
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【図表１】BEPS最終報告書の概要
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がもともと十分ではない国・地域で，多国籍企

「先進国に有利だから途上国にまで巻き込み

業から多少不当でもがっぷり税を取らなけれ

たい」というのはおそらく根底にはあると思う

ば，
という意向の国・地域もあろうかと思います。

のですが，それが見透かされるとなかなか前進

今後，新しいルールを地球規模で伝播し実施

しないでしょうし事実上ボイコットされてしま

するというのは，グローバル経済の中で実効的
に多国籍企業の課税の安定を図る上で，壮大で
重要なテーマになると思います。

うと思います。
今後は二重非課税は排除しようという合意を
基本ラインとして，課税の安定性を図っていく

一見多くの国が関与すればそれだけ合意が遠

ことに価値を置き，政治的なプレッシャーを活

のくようにみえますが，相手の顔が見え，合意

用させていただきつつ，関係各国に前向きなス

と行き届いた相互の監視の環境が整いつつある

タンスでテーブルについていただき，OECDや

流れが出来たことは素晴らしいことです。

先進国がうまく議論を進めていくことが期待さ
税務弘報 2016.9 A
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岩品 信明
（いわしな のぶあき）
TMI総合法律事務所パートナー。
弁護士・税理士。東京大学法学部卒
業，ノースウェスタン大学ロースク
ール卒業。東京国税局国際税務専門

地の下での齟齬という意味ですが，）のない認
定は難しい原則の打ち出し，そして行動13の移
転価格文書化が挙げられようかと思います。
移転価格文書化なかんずくCbCRの共有は，
最もドラスチックな成果物です。誤解をおそれ

官（任期付公務員）として法人税及

ずにあえて踏み込みますと，移転価格は，国外

び国際税務の税務調査を担当。経団

関連者間で利益を取り合うものであるので，片

連国際課税委員会，経済産業省外国

側の当局のみに都合のよい説明をしてはいけな

事業体課税研究会委員，日本CFO
協会国際税務部会顧問を歴任。法人

い，両国で違う説明をすることは理屈としては

税，国際税務のタックスプランニン

ありえない，取引の情報を透明化することは理

グ，税務調査対応，税務訴訟を専門

屈として明解であり，理念があるようにも見え

とする。

ます。
今般政治がトリガーとなりましたが，移転価
格に関してはむしろこれまでが突っ込み不足で
あったかもしれないとの見方も否定できないか

れると思います。

もしれません。

最近のOECDの方々の情報発信によります

帰結として，OECD及び先進国政府は，当面

と，CbCR（Country by Country Report）⑵ は

二重課税リスクは高まっていますので，二重課

ハイレベルリスク評価のためのものであるとい

税をより実効的に解消できる仕組みを構築すべ

う趣旨を込めたトレーニングマテリアルを検討

く必死で取り組んでおられますし，他方，多国

されているとか，相互協議の24か月合意目標を

籍企業においては，当局の主観性を伴う認定を

定期的に客観的に統計的にレビューし，解決を

受けないよう，取引実態を最も把握している企

模索されていくとか，CA（Competent authorities：

業自身が，一貫した主張ができるよう，準備を

権限ある当局）に相互協議仲裁手続を経験させ

強化していく必要があるということになります。

ていく必要を考えておられるとか，かなり具体

岩品： なぜ，ごく一部の多国籍企業の行動が

的に踏み込んでいる感があり，実効を期されて

「画期的な刷新」にまで至らしめたのでしょう

いることがよくわかります。
もう１つのあるべき理念の追求の徹底につい

か。今後，そのような企業はどういう行動をと
ることになるのでしょうか。

ては，
「移転価格の結果と価値創造の一致」と

山川： 確かに，BEPSの議論を引き起こした，

いう，異論は少ないしかし齟齬（分析のスター

行き過ぎた行動を取ったとされた企業は，世界

トは契約であり，かつ第三者間ではやらないこ

の多国籍企業の中の極めて少数かと思います。

とを多国籍企業は行うことがある，そこに商業

しかし，経済成長の原動力となる企業でした。

上の合理性があれば否認はしないという固い素

税制の限界を国民が如実に知り，改革の必要を

⑵

多国籍企業グループの各社に関する国別の所得，納税額，経済活動のグローバルな配分に関する情報
を設立国ごとに記載した報告書。日本ではすでに，法人税申告時に別表17⑷にて国外関連者情報が毎
年提出されているが，CbCRでは別表17⑷に記載義務のない支払税額や有形資産額などの開示が必要
となる他，それら情報が原則関連会社の所在する各国に自動的に送られる事になるため，コンプライア
ンス負担や情報漏えいリスクの増加等が懸念されている。
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知り，機運を求めるに至った，他方，企業も行
き過ぎると道義的な責任を負うこともわかった
というのが大筋の理解かと思います。

はないかと思います。
また，先ほどお話があったように，OECD・
G20に限らず，インクルーシブフレームワーク

日本企業は，一部の多国籍企業が起こした

をつくって多くの国に参加を呼びかけていきま

BEPSへの対処に否応なく巻き込まれ，確実に

すので，それだけ進出先での課税リスクは高ま

義務は増えてしまいましたが，欧米企業も節税

るのだと思います。その対応のコストというの

に多額のお金をかけることができる企業ばかり

は，今後飛躍的に大きくなるのではないかと思

ではなく，実際納税道義の高い企業は，世界で

います。

も多いのではないかと考えられます。狙い撃ち

岩品： イメージとしては，これまで，OECD

は，社会的にはあったのかも知れませんが，法

という遠いパリの国際機関で知らないうちに

的にはもはや自国の法制の改革だけではにっち

BEPSの議論がなされていたのですが，G20で

もさっちもいかない状況に至っており，国際ル

取り上げられることになり，各国税制により早

ールの刷新は自然のなりゆきであったといえよ

く取り込まれるのではないかと思うようになり

うかと思います。

ました。

行き過ぎた行動とは何かは，引き続き主観的

政治的な裏づけがあるのとないのとでは，実

な問題です。欧米企業の，必要のない納税は株

効性を高めていくスピード感が今までとまった

主価値を毀損するという立場からは，法令順守

く違いますね。

は厳に，新法の解釈に整合性を取る形で突きつ

山川： 政治的なプレッシャーは，昨年10月に

めていき，その範囲で，税コストを最小化し，

BEPS最終報告書が出ましたときに，継続する

新法に問題があるのならそれを変えていくとい

としましてもややローキーに収束するものかと

う第二のBEPSが生じる可能性もゼロではない

思いました。しかし，ここに来て，パナマ文書

かと思われます。今後，Reputation リスク管

問題が勃発し，BEPSとは異なる大きな流れと

理を加味した経営関与の税判断があるとして，

して，国際的脱税・マネロン・非合法的資金形

線引きをどう判断するのかは難しい問題かと想

成の規制に係る透明性向上も重要なテーマであ

定されます。

り，このような流れと相俟って，政治的なプレ

吉村： 今回，G20の国々がBEPSの議論に加わ

ッシャーの強みが今後も継続していくことがは

ったこともあり，パッケージとして示された行

っきりしました。

動の中にもランクづけというか，拘束力に関し

吉村： 執行面でデコボコというか，突出する

て区分が設けられていることは，最終報告書を

ところも出てくると思いますが，私はBEPSの

読む際に知っておいたほうがよいかと思います。

議論の成果は迅速に実現されるのではないかと

BEPSプロジェクトに参加する国が必ず従わ

思います。

なければいけない「ミニマムスタンダード」
，
それから一定分野での法整備支援を目的とする

② BEPS最終報告書の重要性の位置づけ
岩品：先ほど吉村先生から，BEPSの最終報告

「ベストプラクティス」の提示といった形で，

書について，「ミニマムスタンダード」，「共通

行動の重みづけが違っています。今後各国が

アプローチ」，「ベストプラクティス」という三

BEPS報告書に対応して国内法化を進めていき

種類のお話しがありました。

方向性だけは合意された「共通アプローチ」
，

ますが，その際の対応のスピードを見るときに，
そうしたウェイトづけが１つの指標になるので

企業の方には，行動計画が１から15まであり，
もしかしたらそれらが全部同じ重要性であると
税務弘報 2016.9 A
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このほか，OECDモデル租税条約コンメンタ

山川 博樹
（やまかわ ひろき）
パー

既存のスタンダードについて，その改定をする

デロイトトーマツ合同会社

という行動も存在しています（行動７及び行動

デロイトトーマツ税理士法人
トナー

ールや移転価格ガイドラインで定められている

ボードメンバー
国税庁調査査察部調査課長を退官

８−10）。

後，2014年９月に現 デロイト トー

岩品： 今，挙がったところでも行動計画13の

マツ税理士法人入社。32年間の国税

文書化についてはミニマムスタンダードとされ

勤務の中で国際課税の要職を歴任。

ており，各国とも実施しなければならないわけ

多岐の業種にわたる調査や相互協
議，OECD業務を経験。調査対応，

ですね。

争訟対応，相互協議，事前確認，国

そ の 一 方 で， 例 え ば， 行 動 計 画 ３ のCFC

際プランニング等のサービスに従

（Controlled Foreign Company）税制（外国子

事。経団連国際課税委員会，日本機
械輸出組合国際税務研究会委員。

会社合算税制）については，各国で立場も違っ
ているのでなかなか合意が見られなかったよう
です。CFC税制についてはベストプラクティ
スとされており，そうした意味でも重要性が違

考えていらっしゃるかもしれません。
ミニマムスタンダードから，共通アプローチ，

っているというわけですね。

吉村：当初，CFC税制の強化に消極的なEUと

ベストプラクティスという三種類の行動計画の

積極的なアメリカとの間に対立があって，ベス

中でも重要性に相違があると思いますので，補

トプラクティスが合意できるかどうかもわから

足をしていただいてもよろしいでしょうか。

ない時期があったとさえ聞きました。ただ，出

吉村： 今回の合意の中で特に重要なものとし

てみると，結局EUもアンタイ・タックスアボ

て，ミニマムスタンダードとして位置づけられ

イダンス指令にCFC税制の導入を含めて提案

ている行動が挙げられると思います（行動５，

しています。ベストプラクティスであっても，

行動６，行動13及び行動14）。

出てみると意外と国を動かすものだとは感じて

これはBEPSのフレームワークに参加する国

います。

であれば必ず実施しなければなりません。また

岩品： 日本でもCFC税制の改正の動きがあり

今後モニタリングもなされることが予定されて

ますので，そのように思います。

いますので，世界的に導入されていく「行動」

吉村： そうですね。日本もわざわざ変えなく

であるということが言えると思います。

てもという声はあるようですが，エンティティ

それに対して，「ベストプラクティス」は各

（事業体）アプローチの欠陥として指摘されて

国がその分野での対応を考えた場合にそれを支

いることは受け止める必要があると思います。

援するものとして提示され，ミニマムスタンダ
行動12及び行動14の一部）
。また，共通アプロ

③ 企業の負担
岩品：BEPS報告書のその他のポイントとして

ーチは，方向性に関してはBEPSの議論に参加

は，企業の負担が挙げられると思います。これ

した国々で合意がとれている行動ですから，実

から，企業の負担はどうなるのでしょうか。

施の程度にばらつきはあるものの，徐々に報告

山川： 先ほど申し述べましたが，移転価格文

書で示された方向に国内法制化が進んでいくの

書化対応ですね。それと，これからのBEPS報

だろうと予想されます（行動２及び行動４）。

告書を受けた各国法制の各論ベースの見直し及

ードのような拘束力は有していません（行動３，
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びそれらを踏まえた海外投資ストラクチャーの
見直しでしょうか。
各国の子会社の対応もあれば，それを統括す

吉村 政穂
（よしむら まさお）
一橋大学大学院国際企業戦略研究

る本社や地域統括会社の事業部や税務部の対応

科・准教授。企業課税を専門とし，

等，その辺は負担になってくると思います。

法人税法，国際課税及び地方税等の

CbCRとマスターファイル ⑶ については，欧

分野で研究を行っている。経済産業
省「日本企業の海外展開を踏まえた

米企業には，インフラがあり情報はとれる体制

国際課税制度の在り方に関する研究

になっていますので，甚大な影響はないのかも

会」委員（2015年）
，など。

しれませんが，日本企業の場合には今から作る
のが一般的なので，今回負担があります。また，
それらを一度つくってしまったあと，ディフェ
ンシブな体制を継続させていくことを目指さな
いといけないと思います。
ローカルファイルで一番インパクトがありま
すのは，日本のいわゆる同時文書化です。日本
は申告期限が短いため，多くの日本企業は，ロ
ーカルファイルの作成期限を申告期限から１年
延ばしてほしいと考えました。
これは，国際標準からして，また同時文書化
の趣旨からして無理からぬことと整理されまし

増加していくと思います。
なお，
企業のコンプライアンス負担の増加は，
一般的な企業統治のほか，外国公務員への贈賄
防止や消費者保護の観点なども含め，世界の趨
勢として税分野に限定されないように思います。

たが，改めて日本の申告期限の短さを認識させ
コンプライアンスのほか，実効税率の厳格な管

④ 進出先国でのBEPS対応
岩品： これからOECD加盟国と非加盟国とで

理がKPIであるなどミッションの範囲が広いと

は対応が異なるかもしれません。そのため，日

いたしますと，３〜４か月で世界の情報を集め

本企業としては，進出先国でのBEPS対応の動

て申告書を作成することはおそらく無理なのか

向を注視しないといけない，ということも挙げ

もしれません。

させていただきたいと思います。

られました。欧米企業の税務部のように，申告・

今般税目的でない通例のローンであることを

吉村： 少し話がずれますが，アメリカはやは

文書化証明しないとエクイティとみなすという

り国内法制化にあたっていろいろと政治的障害

米国IRCレギュレーション第385条改訂案が最

があるので，財務省規則で対応することになっ

終ドラフトに来ており，今年の４月からのロー

ています。そして，財務省規則が施行される前

ンに適用予定であり，アドミニコストは確実に

の段階でもボランタリーで受け付けるというこ

増加します。わが国のローカルファイル対応も

とをIRSが表明しています。子会社段階で，現

然りですが，今後企業の税対応の事務コストは

地法によって国別報告書の提出が求められるこ

⑶

行動計画13では，税務執行の透明性を高めるために従来の移転価格文書化のOECDガイドラインを
再検討し，新たに国別報告書，マスターファイル，ローカルファイルの３層構造の移転価格文書の作成
が求められる。その中で，マスターファイルには，企業全体の基本情報や事業活動，移転価格ポリシー
等の記載が求められる。
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とを警戒する企業の声に応えたものだと思いま

し自動情報交換の仕組みに乗せて相手国に届け

す。

ることを想定すべきかと思われます。機密保持

アメリカのような国でも，こうして全世界的

と子会社ごとの対応の事務負担軽減からですね。

な実施に対してリアクションしていかなければ

吉村： そうですね。各国の立法サイクル等に

ならないことを示していると思います。

は配慮することにはなっているという話も聞き

山川：CbCR作成に関して，12月〜２月決算法

ましたが，ほかの国で実際にどう取り扱われる

人につき，OECDルールと日本の法制との間に

かはわかりませんので……。

Gap Year

が存在する（CbCR作成対象期間

にずれが生じる）問題があります。

2

今後の国際課税の動向

具体的には，12月〜２月決算法人につきまし
ては，日本におけるCbCR作成対象初年度は

岩品：次に，BEPS最終報告書を踏まえて，今

2017年12月期〜 2018年２月期となる一方，関

後国際課税はどのようになるのか，企業の方に

連会社所在国においては，例えば，中国・イン

とって今後どのような点に注意しないといけな

ド・オランダ・英国等ですが，OECDルールに

いのか，について議論したいと思います。

基 づ き， そ の １ 年 前 で あ る2016年12月 期 〜

川先生，いかがでしょうか。

2017年２月期よりCbCR作成義務が課される場

山川： 今後の国際課税の方向として，２点挙

合に関する取扱いです。

げさせていただければと思います。

ご存知の通り，日本のほか，米国，シンガポ

山

１つ目は，今後抜け駆けをする国をつくらな

ール，スイスにおいて，OECDルールと国内法

いことにしたことです。これは欧州先進国で，

制の間に

が存在しています。

これまでアイルランド，スイスとベネルクス三

が存在する場合に関しては，

国の５か国などの税誘因措置による税収被害を

Gap Year

Gap Year

究極の親会社において作成義務が無い年度であ

受けていたことが背景にあります。これまでは

っても親会社と子会社の当局への通知を行い，

より優遇な税制を創ることによって１国が得を

自発的に親会社所在国税務当局にCbCRを提出

することがあり得たので，そういうことをさせ

すれば，それを自動情報交換に乗せて子会社所

ない大きな力が働いたようにみえます。EUか

在国税務当局と共有することができる，という

らルーリングをもれなく出す旨の強いプレッシ

仕組みになる旨のメッセージがOECDから発

ャーを受けた国の中には，すでに存在していた

出⑷されました。

ルーリングを過去に遡及して無効化するような

究極の親会社において作成義務がない年度に

ことすらあったのかもしれません。

おいては，子会社所在国税務当局が，モデル国

抜け駆けを許さない，簡単に崩れない強力な

内法制に従って子会社方式による提出を求める

枠組みを創ろうとして，政府間で情報を共有し

可能性もあるものの，安易に子会社にCbCRを

てスクラムを組んだのも１つの方策であり，こ

渡してしまうと，ジョイントパートナー等情報

れは，目途がつきつつあるのではないかと思っ

の共有が危惧されるところに情報が漏れてしま

ています。ただ，見通しうる将来においては，

うことになるため，ボランタリーに当局へ提出

シンガポール・アイルランド等の人的機能と意

⑷ 「Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting：BEPS Action 13,
29 June 2016」の３pから５pを参照。
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思決定・リスクテイクという経済実態具備をな

Maintenance, Protection, Exploitation）の運用

しうる国・地域とこれらをなしえない国・地域

の具体的議論など，先程申しましたばらばらの

とに分かれていく可能性もあろうかと考えられ

各論を詰めて行く上でのステップになろうかと

ます。

思われますが，これらを通じて進展を図ってい

国際課税の方向性として，もう１つ挙げさせ

くことが考えられようかと。

ていただきますと，今後世界の有害税制といわ

日本の権限ある当局は，二国間事前確認を含

れているものが共通基準によって枠がはめら

む相互協議の実績も豊富で優秀ですので，世界

れ，CFCルールも極力波及していこうという

に貢献できる余地は大きいと思います。企業サ

流れの中にありますし，国際課税の各国の方向

イドの面のお話しではなくなってしまい，申し

感は，より均質化されより透明度の高い税制を

わけありません。

指向していくことになろうかと思います。

岩品： ありがとうございます。吉村先生はい

そういう意味では，OECDモデル条約と国連

かがでしょうか。

条約の使い分けを今後このままでやっていくの

吉村： 山川先生のご指摘のとおり，各国の当

だろうかということに疑問が呈され，現在も大

局で情報を共有して，税の透明性を高めていく

局ではそういう基調にあろうかと思いますが，

施策は，すでにかなり導入されていますし，今

相互に近づく努力がなされていくものと思われ

後もその方向は強化されていくと思います。

ます。

2020年の見直しによって項目の追加等もある

しかしながら，制度の均質性はより進むとい

かもしれませんし，企業の方々は，事前にグル

う前提に立ったとしても，税制の執行・運用は

ープから情報をきちんととってきて当局に提供

自国の税収本位であることは変わらず，おそら

する体制の整備を強化していかなければいけな

くCbCRの活用も自国本位に使いますので，執

いと思います。

行は安定しません。現在も，世界の移転価格税

また，今回のBEPSプロジェクトに関しては，

制はブラジルを除いてほぼ同じですが，事実認

先進国で共有してきたルールを世界に広げてい

定の幅が広く，紛争の種は尽きません。つまり，

くという面がありますので，そうした国々がル

総論賛成・各論はばらばらの状況であり，この

ールを受容するだけの「何か」を提供できるか

各論を詰めてコンセンサスを得ていかない限

というのも注目しています。

り，二重課税リスクは無くならないかと思いま
す。

OECDでは，
「税と開発」というテーマをプ
ロジェクトとして掲げていますが，キャパシテ

先ほどのお話と重複いたしますが，制度面で

ィービルディング（能力向上）を含めて，途上

は政治的なプレッシャーが明確な効果をもたら

国がBEPSプロジェクトに従うことにメリット

しましたが，執行・運用面となると各国の方々

がある状態をつくり出さなければいけません

にテーブルについていただく以上の効果をここ

し，また，執行のレベルが上がれば，それは企

に期待できるのか，正念場かと思います。

業の方にとっても利益になると思います。これ

例えば，相互協議，二国間事前確認の個別事
案の議論の進展とともに，途上国のキャパシテ

が着実に実施されていくかを，今注目している
ところです。

ィービルディングや，マルチの場でのBEPS行

それと，移転価格の分野等でかなり経済実質

動計画８から10までの移転価格の実体論，例え

を強調することが打ち出されています。これま

ば8stepsのリスク分析やDEMPE（開発・改良・

で先進国の裁判所では，法的な実質を尊重する

維持・保護・活用：Development, Enhancement,

傾向が強かったかと思いますが，今回OECDの
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移転価格ガイドラインを含めて実質を重視する
方向にかなり踏み出しています。
新興国・途上国では経済的実質と称して，強

3

日本企業にとっての
BEPS対応

引な課税が行われる傾向があったと思います
が，先進国の執行はどうなっていくのか，本当

岩品：次に，日本企業にとってのBEPS対応を

に実質のほうに引っ張られていくのか，それと

取り上げたいと思います。

も裁判所の姿勢は変わらず，先進国では相変わ

OECDのBEPS最終報告書に基づいて今後各

らず形式を尊重するということになるのか，こ

国において国際税務が改正されることが見込ま

のあたりも気になっています。

れ，また，一部についてはもうすでに改正され

岩品： 私もお二人の意見と一緒でして，課税

ているところです。BEPSの最終報告書は国際

における透明性が高まることは期待できると思

税務を広範囲にカバーしているため，企業の

います。また，国際課税についてほとんどすべ

方々としては，行動計画１から15のいずれに重

ての分野において，進捗の状況が違うにしても，

点を置いて対応すべきかわかりにくいのではな

先進国でも開発途上国でも，全体を通して統一

いかとも思われます。

感が高まることになるのではないかと思ってい

日本企業としては，どの分野に特に重点を置
いて対応すべきでしょうか。そのあたりについ

ます。
なお，積み残しの問題としては，少しここま

てご意見をお聞かせいただきたいと思います。

で取り挙げた分野とは違うかもしれませんが，

山川先生，いかがでしょうか。

コ ー ポ レ ー ト イ ン バ ー ジ ョ ン（Corporate

山川：BEPSの議論の受け止め方としまして，

inversion：クロスボーダーの組織再編成を通

事務負担の問題がまずあります。世界の多国

じて，外国法人がグループの最終の親会社にな

籍企業も大勢はおそらくはそうで，日本企業は

るようにすること）が最近いくつか起こってい

特に税務部門のマンパワーが限られていますの

ます。

で，事務上の負担増加からネガティブな捉まえ

コーポレートインバージョンについては，

方が多いのも無理からぬことです。

BEPSでは特に取り上げられておらず，漏れて

ただ，今回のBEPSの議論は，実体論として

いるのではないかと思われます。コーポレート

マクロ的にはポジティブです。これまでは税の

インバージョンによる税収漏れは相当異なる可

グローバル競争力に明らかに格差が出ていて，

能性がありますので，この問題をそのまま残し

税のコスト削減でキャッシュを投資に廻せる企

ておいてよいのかなと思っています。

業と，何もできなかった企業との間では明らか

近時，コーポレートインバージョンが問題と

に差がありましたので，この類の相対的な競争

なった大型案件では，独禁法などの分野で，歯

条件の改善による日本企業のベネフィットは存

止めがかかったと聞いていますが，税法の点か

在すると思うからです。

ら歯止めがかかったかどうかはよくわからない

各論に入っていきますと，わが国においては，

ところです。各国当局は規制を強化していくと

来年度以降の制度改正を照準に，CFC税制の

思われますが，各国の規制の方向性が国によっ

見 直 し や 所 得 相 応 性 規 準 やGAAR（General

て違うとなると日本企業の対応も大変ですか

Anti-Avoidance Rule）の導入の議論など進ん

ら，各国は統一的な方向性で対応していただく

でいくのではないかと思われますが，ここでは，

ことを期待します。

海外の進出先拠点の課税リスクを想定した対応
のみにフォーカスして述べたいと思います。
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と，ネックになるのが，海外の再編におけるキ
ャピタルゲインがわが国のCFC税制にとりこ
まれてしまうことかもしれません。
パテントボックスもそうです。日本企業みず
からというよりも，買収した会社がパテントボ
ックスを使っていた例はままあると思います。
これが今回ネクサスアプローチという国際標準
に直っていきますと，例えばイギリスの研究施
設ですと，その機能と人員の配置を変えて要件
を満たす必要があるかもしれませんし，仮にル
クセンブルクの仕組みなどで研究の実態がない
のなら去るしかない，といった整理をしていく
OECD報告によりますと，CFC税制は各国に

必要があります。

影響が及ぶ可能性があります。先ほどベストプ

また，最近中国のSAT（State Administration

ラクティスも意外と国を動かすというお話もあ

of Taxation：国家税務総局）がコミッショネア

りましたが，さすがにオランダやシンガポール

（commissionaire：問屋）について，PE認定課

がCFC税制を入れるかということはあまり想

税を強化するとの情報もあるようです。さらに，

像できませんが，仮にそうなった場合，シンガ

VMI倉庫等において，補助的準備的ではない活動

ポールやオランダにぶら下がっている企業の取

の解釈の幅が拡がってきています。加えて，代理

得するパッシブインカムが二重課税になってし

人のPEそして１号PE
（Permanent Establishment：

まうかどうか。

恒久的施設）の認定リスクですが，新たに帰属

OECDは，親会社の居住地で外国税額控除を

所得の計算のOECDルールが入ってきます。お

付与する仕組みを示しているようにみえます。

そらく移転価格的な配分という方向になるのは

企業にとってみれば，中間持ち株会社の所在地

間違いないと思います。

国でのCFC課税で完了してほしい。どちらで

例えば，VMI（ベンダー主導型在庫管理：

もよいので二重課税を排除してほしいというこ

Vender Managed Inventory）倉庫については，

とが想像されます。機能が大きく，商流の設定

何をもって補助的準備的活動でないと考える

も親の判断とみると，居住地国として納得感が

か，対第三者輸出というサプライチェーン全体

得られにくいようにもみえます。今後の制度改

の中でVMI物流がどれほどの価値を生むのか，

正をみていく必要があります。

が議論になります。果たして新興国，途上国が

また，欧米で買収した会社が条約漁り的なス

いわゆるPE認定課税において移転価格的な機

キームを組んでいたリスクもあり，買収段階で

能リスク分析ができるかどうか，また機能リス

かなり慎重なデューディリをやっていたとして

ク分析の結果としての想定外の少額課税を受容

も，今般の報告書を踏まえての条約改正から配

できるのかどうか，こういう課税は特に相互協

当減免が取れなくなるとか不測の事態が起こる

議がワークしづらい新市場でむしろ起こりうる

可能性もありますので，そこは条約の今後の行

ため，新たな紛争リスクかと思います。

方を見ながら整理していく必要が出てくるかも

岩品： ありがとうございます。山川先生の１

しれません。

点目の項目で，日本企業にとっては総体として

そこでストラクチャーを組み直そうとします

プラスになるといったお話でありましたが，こ
税務弘報 2016.9 A
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れは，今まで欧米企業はループホールをうまく

との新租税条約ですでにPPT（主要目的テス

使ってタックスベネフィットをとっていたと理

ト）が導入されていますが，国内法の問題とし

解しています。

てもGAARの導入が検討されるという話も聞き

今後はそのような手法が一定程度制限され，

ます。こうした一般的な否認ルールによって，

他方で，日本企業は積極的なプランニングをあ

条約特典あるいは国内法上の課税ルールの適用

まりしてこなかったため，競争条件が同じよう

が否認される可能性が今後出てきますので，そ

になってきている，すなわち，日本企業が積極

れだけ税務リスクは高まると思います。

的なプランニングを検討するのではなく，欧米
企業が積極的なプランニングをしにくくなると
いうイメージでよろしいでしょうか。

（恒久的施設：Permanent Establishment）
④ PE
PEに関しては，PEに帰属する所得の算定ル

山川： キャッシュボックスを含め行き過ぎた

ールとあわせてセットであることが前提ではあ

スキームの見直しが想定され，少なくとも座し

ります。しかし，実際の途上国でのルール適用

ていて得るベネフィットはあろうかと思います。

を考えた場合に，AOA⑸ で合意されたような

吉村：①

厳密な機能リスク分析を前提としたPEの帰属

CFC税制

私は，まず国内法制化の動きとして，CFC
税制の見直しがどうなるかを挙げたいと思いま

所得算定が実現するかは疑わしいところもあり
ます。今後注意が必要になると思います。
また，アメリカは，帰属所得に関するルール

す。
現在基本となっているエンティティアプロー

が整合的なものにならない場合には，行動７全

チからトランザクショナル（取引）アプローチ

体について留保することを表明していますか

への転換も含めて，かなり大きな議論になる可

ら，国際的な足並みの乱れを生じる可能性があ

能性がありますので，注目していく必要がある

ります。

と思います。

岩品：私は，作業的に重要なBEPS対応（行動
計画13：移転価格文書化）と，税務の実態面で

②

移転価格税制

の重要なBEPS対応があると思っています。

移転価格税制に関しては，すでに法制化され

企業の方とお話しをして感じたのですが，企

た文書化の問題もありますし，また，所得相応

業の方は文書化対応の作業に非常に大きな負担

性基準の導入を含め，無形資産の移転に関する

感を持っており，BEPS対応の８割から９割方

課税ルールはかなり強力なものになる可能性が

は文書化という印象です。

あります。この点も注意が必要なのだろうと思
います。

ただ，文書化自体は，作業は増えるのですが，
税務上の対応を変えなければならないかという
と移転価格税制上の問題がなければ，特段変更

③

特典制限（LOB条項）等

国際的な局面に行きますと，すでにご指摘の
あった条約の特典制限の点もあります。ドイツ

すべき点はないものです。
一方，実態面で重要なBEPS対応があります。
例えば，これまでタックスヘイブン対策税制で

⑸ OECD承認アプローチ（AOA：Authorised OECD Approach）：租税条約７条の適用上，PEを独
立した企業体と見た上で，その帰属利益を算定するアプローチ。PEへの帰属利益算定に関する2010
年報告書で示された。
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は適用除外が認められてきたところ，CFC税

かと思います。

制のルールが変わって，タックスヘイブン対策

岩品：PEの帰属所得の計算を途上国で本当に

税制により合算課税されるリスクが生じるなど

できるでしょうか。日本当局でも結構難しいよ

して，取引を変えていかなければならない可能

うに思うのですが……。

性がありますので，CFC税制の動向について

日本企業の方でも対応できるかどうかという

はきちんと留意していかないといけないと思わ

難しい問題ですし，当局と企業の両方にとって

れます。

負担が重いと思われます。

また，PEの問題は，日本でのPE認定の問題
ではなく，進出国での問題であり，新興国，特

山川： 途上国等においては，まさにそのよう
に思います。

に中国，インド，インドネシアあたりで認定リ
スクが高いと聞いています。そのため，これら
の国がどのように対応するのかは気になるとこ

4‑1

移転価格文書の
提供義務者

ろです。
今後は精緻に移転価格に基づきPEの帰属所

岩品： ここからは，移転価格文書化における

得を計算して課税しないといけないのですが，

提供義務者，または報告の項目，提供期限・適

それらの国々がそこまでできるかどうか，逆に

用開始時期，使用言語，罰則についてそれぞれ

言えば，荒っぽい課税が今後もなされるかもし

検討していきたいと思います。

れず，懸念しています。
このような点から，実態面では，CFCとPE，

まず，
「提供義務者」ですが，マスターファ
イルとCbCRの提供義務者は，特定多国籍企業

作業面では行動計画13の文書化について，日本

グループの構成会社等，内国法人，または恒久

企業としては留意すべきではないかと思いま

的施設を有する外国法人となっています。

す。企業の方としては，当面は行動計画13の作

その一方，ローカルファイルの提供義務者に

業を進めつつ，自分の会社に影響のあるほかの

ついては総額で前事業年度の取引金額が50億円

項目についても検討していかないと，いつの間

以上，また，無形資産取引の取引金額が３億円

にか改正がなされ，知らないうちに課税が増え

以上である国外関連取引を行った法人が要件と

てしまうという可能性もあります。そのため，

なっています。提供義務者について，企業側と

行動計画13以外についても配慮していただきた

して実務的に注意しなければならない点はどの

いと思っているところです。

ようなところでしょうか。

山川： 岩品先生がおっしゃいましたPEです

山川：日本企業の場合，CbCRとマスターファ

が，あまり税務に相談しないでコミッショネア

イルの提出義務者は究極の親会社です。CbCR

をやっていたという例を仄聞したこともありま

は条約方式による共有をOECDが決定して，わ

す。通例ではないでしょうが。

が国法制も当然それに乗っかっているわけです

繰り返しになりますが新しいPEの帰属所得

ね。

の計算は，おそらくは機能リスク分析そのもの

提出免除基準も子会社方式への移行について

になるでしょうから，中国，インド，ブラジル

もOECDは厳しい制限をかけていますので，日

等非OECD国は，AOAルールに否定的な立場

本の法制を正しく履行し，進出先国での子会社

ですし，途上国では，認定PEの所得計算はみ

に対する不当な要求には応じないということで

なし利益率規定によっていた例もあることか

よいのではないかと思います。

ら，キャパシティービルディングの最重要項目

マスターファイルは，究極の親会社は国税庁
税務弘報 2016.9 A
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に提出し，海外子会社等は，究極の親会社が作

それと，連結ベースで相当売上規模のある未

成し展開してもらったものを，現地の法制に従

上場の国際企業があります。そうした企業も法

い，提出等を行うことになります。

令に従い，CbCRやマスターファイルの提出義

国内売上げがほとんどという場合でも，恒久
的施設を含む多国籍であれば，提出義務を履行

務を履行しなければなりません。
日本の場合，CbCRとマスターファイルは，

する必要があるということになっていますね。

海外当局との共有方式こそ異なりますが，適用

岩品： そうですね。国外関連取引が少しだけ

開始初年度，提供期限，提供義務者，提供義務

あるような場合，例えば国外関連取引の金額が

免除は同じです。しかしながら，海外各国の法

１億円くらいしか取引がない場合でも，本体の

制をみますと，昨年２月の実施ガイドラインに

売上が1,000億円以上あると，CbCRとマスター

おいて，CbCRは条約方式，マスターファイル

ファイルを作成しなければならないことになり

は子会社方式と，共有の仕方が分かれてしまっ

ます。

たこととも無関係ではないと考えられましょう

吉村： 多国籍企業グループに該当はしますか

が，マスターファイルとローカルファイルをセ

らね。現地法によってはもちろんローカルファ

ットで制度設計している国もむしろ多いと思い

イルもつくらなくてはいけません。

ます。

岩品： この点については，電力や鉄道などイ

欧州などでもマスターファイルの提供義務免

ンフラに関係する企業など，
「うちの会社はそ

除基準が日本よりうんと低い国が多いですし，

んなに国外関連取引はしていない」というよう

提出義務免除基準のベース自体も日本のような

な企業でも，文書義務がないというような規定

連結売上金額ではなくて，国外関連取引規模を

はありません。

ベースにしている国も結構多いかと思いますの

吉村： 今回，国際的に合意された基準で一律

で要注意だと思います。

に国別報告書の提出義務を課すことになってい

なお，ローカルファイルについては，日本に

ますので，合意の中で，業種，業態等の区別を

いわゆる同時文書化が導入されたインパクトが

しないことを決定している以上は，例外をつく

大きいと思います。もともと同時文書化規定を

れないということですね。

有していた国が多かったので，外国では新たに

山川： 国際基準に沿っていますので，例外は

同時文書化義務が導入された日本ほどは話題に

ないですね。これまで移転価格にあまり縁のな

なっていないように思います。

かった業種，例えば，メディア，小売等が，プ

岩品： 連結売上ベースで1,000億円を超えてい

ラクティスを行われることがありますね。

る未上場企業については，マスターファイルを

岩品： そのような会社にとっては，作業とし

つくらないといけなくなりました。

ての負担はあり，あまり国外関連取引の金額は

そういった会社は，言いにくいのですが，コ

多くはないでしょうが，課税リスクが生ずるこ

ンプライアンスが甘い可能性がありました。今

とになりますね。

まで外部向けの有価証券報告書を何もつくって

山川： 関連者間の役務を確認し必要な見直し

いなかったところが，それに近いマスターファ

を行うきっかけになった面があります。これま

イルをつくらなければならなくなり，社内のコ

で無形のものはあまり認識されていなかったで

ンプライアンスを初めて見直さなければならな

すし。課税リスクがあまりないところ，不用意

くなったということになるのでしょうか。

な文書化対応でリスクを高めないことでしょう

山川：任意での監査の会社もそれなりにあり，

か。

これまで法令上の内部統制がなかったところ
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【図表２】移転価格文書化の概要

50

1,000

3

に，海外税務当局を巻き込む税務上の作成・提
出規制がかかってきたという見方ができると思
います。

4‑2

移転価格文書の
報告項目

吉村：そうですね。CbCR，マスターファイル
は国際的に合意された枠組みの国内法制化とい

岩品：次は報告項目です。

う面があるのに対して，ローカルファイルは各

マスターファイル，CbCR，ローカルファイ

国がそれぞれ整備をしていくものですから，ご

ルに関する報告項目について，企業として留意

指摘のあったように，日本のように同時文書化

すべき点はどのようなところでしょうか。

を今回入れたなどという国であれば，かなり改

山川： 企業の方々のご参考になれば大変あり

正動向を注視しないといけないと思います。

がたいのですが，ここで日本企業の対応の現状

ただ，ほかの国ではあまりそれほど大きな見

を知りうる限りでざっくりとお話しいたします

直しがあったということは聞きませんので，そ

と，早いところは，おととしの秋から手を動か

の点は意識として区別する必要があるのではな

されていました。

いかと思います。

まさにCbCRの数字が容易に入手できるかと
いうところから入って，連結パッケージで容易
にとれるところは心配はなく，システムが違う
とかで体制として情報がとりにくいところは工
夫が必要ということでしょうか。CbCRの試作
税務弘報 2016.9 A
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を課税リスクの観点からレヴューを行うなど，

達は，基本的には，世界で通用するものとして

去年の夏ぐらいからマスターファイルを試作で

配意がなされていると思います。それに沿って

つくり出すようなところがじわじわと増えてき

対応していくということではないかと思います。

ましたでしょうか。

具体的な留意点としては，CbCRはOECDの

現在，日本の同時文書化制度の内容がはっき

テンプレートのとおり，ただ，重要性の乏しさ

りとしてきましたので，わが国の整合性・一貫

から連結除外となった子会社の情報記載につい

性あるローカルファイルの作成に関心を寄せる

て，実務上対応可能な範囲でできるだけ正確な

会社が非常に多くなってきていると思います。

情報の収集に努めるとともに，表３の説明も含

言えますことは，最初にチェックをしたときに，

めて対応していくなど，一筋縄ではいかない点

会社によって悩みがそれぞれだったと思いま

もあろうかと思います。マスターファイルは基

す。CbCRの数字を取る術がおぼつかない，あ

本はOECDのテンプレートどおり，これを反映

るいは世界中でご都合主義のローカルファイル

した日本の省令どおりなのですけれども，重要

が山のように積み上がっているとか，いろいろ

な拠点の国の税制も視野に入れておくというこ

な悩みを抱えておられ，各社の問題意識を踏ま

とは必要ですね。

えて対応が始まったかと思います。

マスターファイルは，ハイレベルな視点で書

一般的には，まずは，CbCRとマスターファ

いて，詳細は企業の判断になります。一般的に

イルの記載に必要な情報ルートをまず確認・設

は，極力不用意さを回避するために，調査のと

定して，移転価格ポリシーの確認・策定・修正

きのためにサポートファイルというか，サブフ

をしていく。CbCRは連結パッケージのアレン

ァイルを用意しておく。どんどんと情報が入っ

ジで対応できた会社が多いと思います。試行の

てくるので，その中でピックアップして整理し

結果をレビューして，税務リスクの高い拠点を

ていくということになってくるかと思います。

あぶり出して，合理的なリーズンを検討してい

他方，グッドウィルを感じさせる，誠実さを感

く，無理であればポリシーを見直していくとい

じさせる必要はあるのではないかと思います。

うことですね。

気をつけるべきは重要なバリュードライバー

マスターファイルにつきましては，メインの

とか，無形資産です。あとは市場特性ですね。

事業部がまずマスターファイルのモデルをつく

これらの記載は当局の調査選定を想定しながら

って，ほかの事業にこれを参考に下書きを作成

きちんと工夫を凝らして慎重に対応すべきで

してくださいと，ここでできました結果的に将

す。現地のローカル文書との整合性を念頭に置

来サブマスターファイルになるものを税務部の

くことが肝要かと思います。

ほうでまとめていくと，こういう作業をしてい

日本のローカルファイルは，OECDテンプレ

た会社も多かったと思います。

ートにより元々財務省令第22の10で求めていた

岩品：CbCRとマスターファイルについては，

情報よりも新たに増えた情報があるということ

今回初めて作成が義務づけされるため，日本企

も重要ですし，あわせて同時文書化が法令化さ

業としては，書式等についても悩んでいるかも

れたというところの意味も大きいと思います。

しれません。書式や記載内容についてはどのよ

ローカルファイル作成に当たっての例示集の１

うな点に留意すべきでしょうか。

号ロの例３のリスクに係る整理表は，BEPS報

「世
山川：CbCRとマスターファイルの記載は，

告書の８〜 10の6stepsのリスク分析と親和的

界標準に従ってつくりましょう」という仕組み

であり，意識されているものと思われます。こ

になっていますので，日本の財務省令や様式通

れを尊重して対応することが必要です。また，
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【図表３】CbCR，マスターファイル，ローカルファイルの特徴

項

目

マスターファイル

CbCR（国別報告事項）

（事業概況報告事項）

ローカルファイル
（独立企業間価格を算定するために
必要と認められる書類）

提供義務者 特定多国籍企業グループの構成会社 特定多国籍企業グループの構成会社 国外関連取引を行った一定の法人
等である内国法人（又は恒久的施設 等である内国法人又は恒久的施設を

一の国外関連者との直前期の国

を有する外国法人）

外関連取引の合計金額が50億

有する外国法人

円以上
一の国外関連者との直前期の無
形資産取引の合計金額が３億円
以上
報告項目

事業が行われる国・地域ごとの以下 特定多国籍企業グループの以下の項

国外関連取引の内容を記載した

の項目

書類

目

収入金額，税引前当期利益の額，

組織構造

納付税額，発生税額，資本金の

事業の概要

額（出資金の額）
，利益剰余金

無形資産

の書類
※改正あり

財務状況

の額，従業員数，有形資産（現
金・現金同等物を除く）の額

独立企業間価格を算定するため

（ 詳 細 は， 措 置 法 施 行 規 則22条 の

構成会社等の名称，構成会社等 10の５第１項参照）
の居住地国と本店所在地国が異
なる場合には本店所在地国（本
店所在地国と設立された国・地
域が異なる場合には設立された
国・地域）の名称及び構成会社
等の主たる事業の内容
上記事項について参考になるべ
き事項
（詳細は措置法施行規則22条の４第
１項参照）
様式

国税庁ホームページに掲載される予 国税庁ホームページに掲載される予 指定なし
定

期限

定

最終親会計年度終了の日の翌日から 最終親会計年度終了の日の翌日から 確定申告書の提出期限（⇒平成30
１年以内（⇒平成28年３月期（今 １年以内（⇒平成29年３月期（今 年３月期（翌期）分を平成30年６
期）分を平成30年３月31日までに 期）分を平成30年３月31日までに 月30日までに提出）

使用言語

提出）

提出）

英語

日本語又は英語

指定なし（日本語以外の場合には翻
訳の提出が求められる場合あり）

罰則

30万円以下の罰金

30万円以下の罰金

なし（ただし，推定課税または同業
者調査がなされるおそれあり）

開始時期

平成28年４月１日以後に開始する 平成28年４月１日以後に開始する 平成29年４月１日以後に開始する
最終親会計年度

最終親会計年度

最終親会計年度
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推定課税適用の可能性を担保にして，資料を申

岩品：ありがとうございます。

告時に広範に作成して取得しておいてもらっ

日本企業はあまり積極的なプランニングをし

て，それを前提に効率的，効果的に調査を進め

ていませんので，日本企業のCbCRは，進出先

ることも考えられるかもしれません。

国の法定実効税率と実際に納税している税額の

本邦の同時文書化は，基本的には海外子会社
で作成している移転価格文書を添付するという

割合がおおむね同程度になるイメージかと思い
ます。

対応がなされると思います。同時文書化対象取

一方，欧米企業のCbCRでは，例えば，アイ

引については，申告時までにローカルファイル

ルランドやオランダなどでは従業員が少ないに

を準備することが対応の原則です。

もかかわらずに売上がとても大きい，しかし，

企業によっては，同時文書化対象取引の数が

納税額は少ない，といったイメージを持ってい

多く，対応の優先順位を考えざるをえないケー

ます。推測にすぎませんが，このようなイメー

スがでてくるかもしれませんが，その場合には，

ジでよろしいのでしょうかね。

取引規模とかAPAでカバーされていない課税

吉村： そうですね。特に，今名前が出たよう

リスクの大きいところからとりかかることにな

な国に子会社を置いてIPの管理をしていたよう

るでしょう。ただし，２年前，推定課税規定の

な企業であれば，まさにおっしゃったように従

発動について，執行側の立場を認めた判決が確

業員はごく少数だけれども非常に高い所得がつ

定していますので，注意が必要です。

いている，利益がついているというのはありう

もし海外ドキュメントの情報だけでは日本の

ると思います。

ローカルファイルの規制を充足できないところ

山川： まさにそれを浮き彫りにするためのも

があれば，そこは新たに日本で作成していくと

のですね。CbCRをつくる過程でいろいろディ

いうことになっていくのではないかと思います。

フェンスしていくことですね。

岩品： ありがとうございます。吉村先生はい

コングロマリットの場合，税務管轄ごとに，

かがでしょうか。

拠点の単体の経済活動規模，税引前利益，納税

吉村： 国別報告書については，やはり業種に

額の合計額が示されているわけですから，これ

よってはかなり当局の目を引くような数字にな

を見たときに純粋の移転価格の観点から何が言

るケースもあると思います。現地での調査リス

えるかというと，意味をなさない数字になると

ク，課税リスクを高める危険性がある文書です。

思うのです。

また重要なのは，マスターファイルのところ

例えば，経験の乏しい途上国の調査官には，

で，企業のバリュードライバー，特に無形資産

そういうことをまずわかっていただくところか

であったり，金融取引に関してリストを出して，

らスタートしなければいけない局面もあろうか

また，対価の額の設定のポリシーも書き込まな

と思います。

ければいけないということですので，税務部門

吉村： リスクアセスメントには使えても，処

だけではなく，かなり幅広い社内協力のもとで

分の根拠にはならないということですね。

作成しなければなりません。

山川： そうですね。課税上の問題の誤った認

特に，ローカルファイルとマスターファイル

識にも注意することが大事でしょうか。

との間に齟齬があればまた税務リスクを高める

岩品： 欧米企業の場合には，アイルランドや

ことになりますので，そういった意味で部門間

オランダといった国において，従業員は少ない

での協力，またはグループ内，海外子会社との

が売上は大きい取引があるのであれば，合理的

協力が必要な項目が多いと思います。

な理由を検討しておくか，今のうちに変更して
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おく必要があると思うのです。
日本企業については，あまりプランニングを
していないでしょうから，現時点では特段の対
応をしなくてもよい可能性は高そうです。ただ，
たまたまそうした国に従業員が少ないのに売上
が高い場合があれば，当局から注目されます。
CbCRの数字でわかってしまうので，今のうち
からきちんと理由づけをしておくことが必要で
すね。

山川： 日本企業の場合には，意図的なプラン
ニングをやっておられませんが，移転価格ポリ
シーに沿った利益配分になっていない，という
ことは往々にしてあります。
TNMM（Transactional net margin

彫りになってしまうということでしょうか。

吉村： 従来はその現地にある子会社だけであ

method：取引単位営業利益法）を使っている

ったのが，向こう側も見えるということですね。

のに長期間赤字が続くとか，機能リスクが各子

山川： 他の機能類似の子会社の財務数値も見

会社は一緒なのになぜかマイナスからプラスま

えてしまいますね。やはりCbCRは進出先国の

でのOM（Operating Margin：営業利益率）が

当局にとってみれば大事な情報で，リスクは高

散らばっているとか，合理的な説明が難しい結

まってくると思います。

果になっている場合もありますね。おっしゃっ

岩品：ところで，マスターファイルについて，

たようなアグレッシブな欧米企業とは違った困

例えば，グループ関係図も問題になりうると思

難に直面することがあります。

います。これまでは，一覧できるようなグルー

岩品： アグレッシブなプランニングをしてい

プ関係図は提出していなかったと思いますの

るわけではなくて，移転価格税制に沿っていな

で，
今後は，
当局としてグループ関係を把握して，

い，若しくは十分に移転価格税制に配慮されて

調査すべきポイントもわかるのかもしれません。

いなかったことまで明らかになってしまうとい

特に，欧米企業についてはグループの階層が

うリスクがあるのですね。

相当複雑になっていますが，これまでの税務調

山川：「アグレッシブなことをやっていません

査ではなかなか把握し切れなかったと思いま

よ」では，もたなくなります。

す。一方，日系企業の場合には，グループ関係

吉村： 以前からそうした例はあったと思いま

図はそれほど複雑でもないし，当局も把握して

すが，有形資産もあって，従業員数も多いのに

いることが多いと思われます。

赤字になっているというのは，新興国，途上国

山川： 確かに欧米企業の出資関係は判明しづ

の課税当局にとっては，国外関連者に費用を払

らいことがあります。

い過ぎているのではないか，あるいは，利益が

岩品：ちなみに今回，報告項目に「構成会社等」

十分についていないのではないかという状況に

とあるのですが，LPSとかLLCなどはここに入

も見えるということですね。

ってくるのでしょうか。

山川：そうですね。
岩品： そういった意味では，通常の移転価格

するのでしょうか。

税制のリスクも上がってしまい，リスクが浮き

吉村：これは入るのではないのでしょうか。

あるいは，通達か何かを待ってそこから判断
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岩品： そうすると，法人該当性の問題に集約

形資産が挙げられています。

するのでしょうかね。欧米企業については途中

日本企業は，通常，無形資産の課税上の重要

でLLC，LPSが入ってくると思いますが，逆に

性をあまり認識していません。ですから，これ

そういったLPSとかLLCを報告項目に入れなく

から知財部の方にきちんと確認して連携をとり

てよいことになると，おそらく，グループ関係

ながら対応をしないと，漏れてしまったり，も

図としては不完全なものになってしまいます。

しくは，無形資産自体を認識していないという

山川：CbCRとマスターファイルの対象は，同

可能性があるのかもしれないと思っています。

じ構成事業体を対象にしています。CbCRは，
パートナーシップが多国籍企業が選択した連結
財務諸表基準の構成事業体であれば記載するこ

4‑3

移転価格文書の提供期限・
提供開始時期

とになります。
パートナーシップが多国籍企業グループの構

岩品： 次は，提供の期限と運用の開始時期で

成事業体で，税務上どの国においても居住者で

す。CbCRについては最終親会計年度終了の日

はなくPEにも帰属しない場合，CbCRの表１の

の翌日から１年以内ですから，平成28年４月１

居住地国のない構成事業体の行を設け，各項目

日以降に開始するものについては，平成30年の

にパートナーシップの金額を含める。

３月31日までに提出をしなければならないと思

当該パートナーシップのパートナーが同多国
籍企業の構成事業体である場合，表１のパート

います。また，マスターファイルも同じような
時期になります。

ナーシップの金額の内，当該パートナーシップ

ローカルファイルについては，これは平成29

に対するパートナーの持分と同じ割合分の金額

年４月１日以後に開始する事業年度で，確定申

を，表１のパートナーの居住地国の行に含める。

告書の提出期限の翌日から保存しないといけな

表３において，パートナーシップの「どの居

い と な っ て い ま し て， マ ス タ ー フ ァ イ ル，

住地国にも帰属しない所得」が，当該パートナ

CbCR，ローカルファイルでは時期も違ってい

ーの居住地国に帰属する課税所得である等の説

ます。

明を記載することが望ましい。

ただ，いずれにしろ平成30年の３月31日とい

このような整理になります⑹。

うと，もう２年もありません。この提供時期に

吉村：そうだったかと思います。
岩品：ありがとうございます。

関して企業側として配慮しなければならない点

マスターファイルについて，気になったのは，

には，どのようなことがあるのでしょうか。

山川： マスターファイルは進出先の子会社の

規則の22条の10の５の１項において，３号から

中で一番提出の早い法制に合わせて用意する必

７号まで無形資産が挙げられていることです。

要があります。マスターファイルは１本あるだ

無形資産については，一覧表や費用分担契約

けで，子会社ごとに分けて作成するものではあ

も記載すべきとされています。国際税務では，

りませんから，提出時期の早い進出先の法制に

無形資産を活用してプランニングをすることが

むしろ照準を合わせて作成することかと思いま

多いわけですので，この点に配慮して様々な無

す。

⑹ 「Guidance on the Emplementation of Country-by-Country Reporting：BEPS Action 13,
29 June 2016」の５pから６pを参照。
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それと，マスターファイルは，OECDは対象

いところがあるとそちらに合わせないといけま

の義務行為が作成・保存なのか，提出なのか，

せんので，日本だけ見ていて，時間があるなと

は任意です。日本は提出義務化されましたが，

思っていたら危ないわけですね。吉村先生はい

国によっては例えばオランダ，ドイツ，オース

かがでしょうか。

トリアについては作成にとどまっています。

吉村： 今，お話のあったように，国によって

そうはいっても注意すべき点があります。中

提出時期が違う可能性があるということで，そ

国のマスターファイルは，ローカルファイルと

の提出期限に間に合うのはもちろんなのです

同様作成準備義務であり，提出は当局の要請か

が，作成の過程でかなり深い検討が必要だろう

ら30日以内となっています。ただ，現状実務は，

と思います。企業の方にとってはかなりの負担

ローカルファイルは調査の意図がなくても提出

だろうと思います。

要求が出され相当多数の企業が提出していると

岩品： マスターファイルは１回作成すると，

いう状況にあり，マスターファイルについても

それからすぐに変更するとも思えないので，初

同様に幅広く要求されるか現段階では判断は難

めにきちんと作成しておかなければなりません

しいもののそういう可能性も高いとの見方もあ

よね。

るようです。

吉村： そうですね。年によってコロコロ変わ

OECDは作成，提出等はともかくとして，提

るというのは……。

供期限を申告の期限をもって標準化しました。

岩品： 普通おかしいわけですね。おそらく，

日本の場合はここは財務省が緩和されまして，

頻繁に変更すると当局からどうして変更したの

申告期限が外国と比較して短いことと，CbCR

か問われる可能性があります。

と平仄を合わせる観点から申告期限から１年後
にしました。

そのこととも関連しますが，マスターファイ
ルは，最低限のことだけ記述し，あまり追及さ

日本企業は，企業にとっての事務負担と税務

れるようなことを書かないほうがよいのではな

当局にとってのリスク評価上の有用性の観点か

いかなど，作成のコツなどはいろいろ考えられ

ら，マスターファイルの提出義務化は過剰であ

るかと思います。

ると考えましたが，わが国では提出義務が制度
化されました。

マスターファイルの書き方について企業の方
の参考になることはありますか。

関連者を所轄する海外当局が提出を求めた場

山川： そうですね。構成事業体が付加価値の

合日本当局にとって課税確保の観点からのバラ

創出において果たす主要な役割の記載につい

ンスの悪さ，作成義務に止めた場合ややもする

て，悩まれる会社があるようですが，ポイント

とギリギリまで企業の対応が遅れる懸念，政府

は２点です。

にはこういう考え方があったのかもしれません。

１つは，必ずしも価値ある無形資産の介在を

このようにOECDの国際標準の一定の幅で各

意味する必要はなく，何かユニークな独自の活

国が選択しましたことからバリエーションが出

動を求めているわけではないということです。

てきて，埋まることのないパズルのような状態

グループ内において付加価値を生みだす活動な

になってしまっているのが，現状だと思います。

ので，研究開発・調達・生産・販売等の活動に

マスターファイルは作成か提出か，またその時

おける市場価値を書けばよいかと。大きなバリ

期をしっかり確認する必要があるかと思います。

ューがあるがどうかより，配分をどうするのか

岩品： 日本については，日本当局は配慮して

から考えていくのがポイントです。

申告期限から１年後となりましたが，各国で早

もう１つは，ファイルの目的は全世界当局向
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けの移転価格税務ですので，移転価格の検証方

欧米当局も知る，日本の実務の１つの特性です。

法から逆算していくしかありません。取引の正

これまで直接の国外関連当事者の背後に別の

確な認定を行い，誰が重要なリスクをコントロ

関連者が存在する場合にそこまでの切出損益を

ールしているのかを認識するというフィロソフ

求める根拠があいまいであったようにもみえま

ィを持たずに書いていきますと破綻しようかと

したが，今般，マスターファイルにおいてサプ

思いますし，ローカルファイルとの整合性を図

ライチェーンの図が求められたことにより，若

ることも困難にみえてきます。また，無形資産

干根拠づけられた面もあろうかと思います。

の帰属の整理がつかないまま，不用意に利益分

ただ，実体論といいましょうか，さらに重要

割法の議論に巻き込まれない周到さも必要かと

と思いますのは，かつては，研究開発・製造親

思います。

会社と販売子会社という単純商流モデルでの切

あとは文書の分厚さですね。これはカルチャ

出損益を想定しており，実体もあっていました

ーといいますか，欧米は書く文化なので，基本

ので，切出損益を求めることがサプライチェー

的にたくさん書いておられます。日本はどちら

ンの中での利益配分を求めることに近かったと

かというとカルチャー的にはそんなにたくさん

思います。

書かないです。しっかり情報を集めた中で清書

しかし，昨今は，研究開発会社，製造会社，

していくという文化で，その辺で根本的に違い

中にはロジスティクスのスーパーディストリビ

があるように感じることがあります。

ュータともいうべき統括会社，販売会社という

また，税規制で求めるものの細かさの違いも

ようなバリューチェーンが複雑化している例も

あるのでしょうか。米国もドイツもとても詳細

みられます。こういう例では，切出損益がサプ

ですね。マスターファイルは，いわば税務当局

ライチェーンの中での利益配分に近似せずに乖

に「選定の材料にしてください」という意味で

離することがあるかと思います。

出すもので，グッドウィルは必要です。文書の

こういう場合，企業の方もこの算出と説明に

分厚さの違いが，グッドウィルの差であると思

慎重さが求められると思いますし，当局の方も，

われないような調査対応が必要です。

切出損益は調査において所得移転の蓋然性の心

ただ，カルチャーはそういうものとして，そ
もそもバリューチェーンのすべてを網羅するこ

証を形成する資料となることから，分析には慎
重さが求められようかと思います。

とは困難であり，営業上の機微もあり，どの程

２点目として，国外関連者，日経企業の場合

度詳細な情報が期待されるのか，当局にはロー

は海外子会社を想定しますが，ローカルファイ

カルファイルが別途に用意されるのか，という

ルを作成している場合に調査官がこれを調査に

議論はあろうかと思います。

おいて検討するかどうかについてです。

岩品： ローカルファイルの記載内容は各国の

日本親会社が作成するローカルファイルが，

任意と整理されていますが，それについて，何

国外関連者である子会社が作成するものを参照

かございますか。

する構造になっているものについては，調査に

山川： 記載の仕方ではありませんが，２つ気

おいてこれを求め検討する，そして日本親会社

が付いた点があります。

がローカルファイルを日本の国内法に基づいて

まず，主として外資系のインバウンドのロー

作成し，国外関連者である子会社が作成したロ

カルファイルに関わる事柄といえましょうか。

ーカルファイルを参照しない場合については，

日本の国税当局は，従前より調査において求め

日本親会社が作成したローカルファイルを検討

る資料に切出損益を含めていたかと思います。

し子会社が作成したローカルファイルがあった
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としてもこれを求めることまでしない，このよ
うに整理されていようかと思われます。

けるようになっているようです。
明らかに当局から指摘をされそうなところが

後者については，日本親会社作成のローカル

あったら，自分から書いておいたほうがよいだ

ファイルと海外子会社作成のローカルファイル

ろうということはあるかもしれません。ディフ

の内容が相矛盾することが黙認されたと解すべ

ェンスするためにうまく書くということもある

きではなく，一貫性のある対応が望まれます。

のでしょうか。

吉村： そうですね。特殊要因で書くことはあ

4‑4

移転価格文書の
使用言語

るかもしれないですね。特に損失が出たなどが
あれば……。

山川： 表３は自由作文なので，ディフェンス
岩品：使用言語の話に移りたいと思います。
使用言語について，日本についてはCbCRは

の観点から必要な情報を過不足なく記載するこ
とです。
継続性にも留意しつつということかと。

英語，マスターファイルは日本語又は英語，ロ

岩品： マスターファイルについては，日本語

ーカルファイルについては特に指定なしとなっ

で作成し，各国向けに翻訳していくと作業効率

ています。

がよいと思います。

使用言語については，各国によっても違って

また，本社主導でつくると思いますので，日

いると思います。日本企業としては，使用言語

本語で作成しておかなければ，日本の本社とし

に関する対応としてはどのような点に留意すべ

ては内容を十分に確認できないと思います。

きでしょうか。

山川： 日本企業の中でも欧米に税務本拠をお

山川：OECDの報告書において，マスターフ

く企業などは，英語から作り始めるでしょうが，

ァイルの言語はコモンランゲージという整理で

一般には社内で事業部横断でもんだ成果という

したが，外国の法制は必ずしも英語ではない場

位置付けですので，日本語を英語に訳すのが通

合もあります。中国，トルコ，ポーランドなど，

例かと思われます。

意外と現地語を要求する国があり，要注意だと

岩品： 例えば本社で作成し，経理部だけでは

思います。

なく，取締役会まで上げることもあると思うの

日本は，欧州ほど英語が第２言語であるとい
う状況ではない中で，結構寛容でしょうか。英

ですが，取締役会でも検討してもらわないとリ
スクがあると思われます。

語で提出した場合には，国税の調査に際しては

ちなみにこうした移転価格文書は，社内的に

翻訳を出すのがむしろ効率的ではないかという

どこの部署まで検討するかという問題はあると

感じがします。

思います。ローカルファイルは経理部で検討す

ローカルファイルは基本的に現地語で，本邦

ればよいかと思うのですが，マスターファイル

の同時文書化は，基本的には海外子会社で作成

はどの部署まで決裁してもらい社内で共有すべ

している現地移転価格文書を添付して対応する

きなのでしょうか。

わけですが，申告時点では現地語での添付でよ

吉村： 先ほどお話がありましたが，そもそも

いと思います。

グループ内で認識していなかった無形資産があ

岩品：CbCRについて，どこまで追加の情報を

る場合には，それを表に出して，どこが所有主

出すかについて，行動計画13ではCbCRの書式

体なのかといった点を確定しなければなりませ

の中にアディショナルインフォメーションとい

ん。対価の額の設定方針もですね。

った項目があり，企業側で任意に追加情報を書

山川： 海外事業部，法務，知財，経営管理も
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あります。集約してできたファイルをどこまで

他社があるなどの指摘が他部署から来ることも

上げるかというところですね。

あると思いますので，いろいろ細かい話が生じ

岩品： 取締役会に上程して決裁してもらわな

そうです。

ければならないのでしょうか。

吉村： 意見集約が大変になるというのは，も

山川： 比較的早い段階で粗々の方針をCEOま

ちろんそうですね。

で上げた会社もいくつかあります。

山川： これから事業部等の方にも移転価格リ

吉村： 日本の商社は特に特殊で，かなり他国

スクをわかっていただく上で，これがきっかけ

に対して説明が必要な業種かもしれません。

になればよいですね。

山川： 脇にそれますが，CbCRを考えますと，

吉村： そうですね。企業によっては事業部ご

どの国でいくらの所得が税引前にあって，いく

とにストラクチャーをつくってしまっていて，

ら税金を払ったかということは，おそらく今ま

その後に税務部門に情報がくるという現状だと

で社内でも誰も知らなかった情報だと思いま

思います。本当はもっと前の段階でかかわって

す。税務を超えて，経営管理の観点から有益な

いたほうがよいでしょうから。

資料かもしれないです。

山川： ドラフトの段階でどんどんまいてやっ

これから，トップにご関心をもっていただく，

ていく。その段階でいろいろな情報が事業部か

経営視点から税を考えていただくという意味で

ら集まってくる，そこでの議論自体がディフェ

は，有効な資料になっていくかもしれません。

ンスになっていきます。事務レベルではここま

CbCRは，財務計数ですので，CFOのご判断で

では間違いないと思います。役会やCEOに上

CEOに上げられても決しておかしくはないか

げるかどうかですね。

と思います。マスターファイルをどう考えるか

岩品： クライアントから「同業他社はどうし

ですがIR資料が情報のベースにあるにせよ，税

ていますか」と聞かれそうな感じがします。

務目的で作成していますので。
弁護士さんはどこまで上げるかについて，ま

業界によっても，また，部門別の独立採算制
になっているかどうかによっても違ってくるで

さに相談を受けるわけですね。

しょうか。

岩品： まだそういった相談は来てはいないの

山川： マスターファイルも，円滑に情報を収

ですが，リスクヘッジの点で経理部の中で作成

集するという観点からはトップまで上げるのが

してトップに見せないで，後で大型の課税処分

よいと思います。

を受けて，そのときに「マスターファイルで書

ただ，税務目的で作成していることがよく通

いていることといろいろ違っていました」と指

じませんと，役会で収拾がつかなくなることも

摘を受けるような場合を想定すると，トップま

想像できないわけではなく，こういう見地から

で上げておいたほうが無難といえば無難という

は慎重かと思います。どこまで上げるかという

ことはありますね。

ところは，引き続き情報を整理したいですね。

吉村： 他部門から情報をとるのを円滑にする
ためには，トップのほうに上げてということに

4‑5

罰

則

なるのだと思います。

岩品： 逆に，上げると他の部門から内容につ
いても指摘を受け，社内調整が結構面倒くさい
という可能性もあるかもしれないです。
バリューチェーンは違うとか，ほかにも競合
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また，ローカルファイルについては，推定課

す。

税または同業者調査とされています。この点，

岩品： 直接のペナルティーは，実際に提出し

企業としてどのような点に留意しないといけな

ない場合に罰則が科されるかというリスクです

いでしょうか。

が，私は実際に罰則が科されるリスクはあまり

山川：CbCRとマスターファイルの内容の不備

高くはないと思っています。

にペナルティーがかかる法制の国があるかとい
う論点があると思います。
これは今のところ，そうした情報はないと思

ただ，分野は若干違うのですが，国外財産調
書の不提出で罰則が科されたという事例もある
ようですので，注意は必要だと思います。

っていたのですが，実は中国の２号通達改定案

吉村： 行政のあり方として，事前の情報取得

第15章「法律責任」の中で，このCbCR，マス

をかなり重視してきていますので，そういう意

ターファイルの不備の場合には罰則がかかると

味では，おっしゃるとおり，罰則適用の可能性

いう改定案がなされていまして，企業のほうか

というのももちろん排除できないと思います。

ら削除提案が出ている状態です。今，財政部の

山川：30万円の刑事罰則に過ぎませんが，欧

ほうでもみていますので，後続の公告がでるま

米企業にとっても牽制効果は大きいのではない

で結論はわかりません。

かと思います。

この罰則の問題というよりも，内容から来る

吉村： 以前から脱税も含めて刑罰，特に運用

移転価格リスクのディフェンスのほうがむしろ

面で重刑を科すことはそれほどない印象です。

課題は大きいと思います。日本のローカルファ

岩品： 税務調査などの妨害などでも，実際に

イルの担保措置は推定課税ですが，確実に運用

罰則を科された事例というのは実はほとんどな

のハードルは下がっています。

く，法人に対する罰則が適用された事例はない

なお，推定課税規定の適用事例について，
2014年８月の最高裁の不受理決定をもって，

ようです。個人については５万円や６万円ぐら
いの罰金があったようです。

2013年３月14日の東京高裁判決が確定していよ

罰金という刑事罰になるときのハードルが高

うかと思いますが，そこでは制度の趣旨に強く

いような感じがします。刑事罰になりますと，

重きがおかれた判示がなされています。先ほど

税務当局としては，検察庁に行き，検事にいろ

申しましたように，リスクの高い取引から優先

いろ説明しないといけません。

してきちんと申告時の作成を履行していくとい

しかも，罰則適用の１件目となりますと，慎

うことが大切かと思います。
50億円・３億円未満の同時文書化対象取引で
はなくても，所得移転の蓋然性が把握されれば
当然調査対象になってきますし，推定課税も60
日以内で適用の対象となってきますので，50億
円・３億円未満の基準だけで一喜一憂しないと
いうことが大事かと思います。

岩品： ありがとうございます。吉村先生は，
いかがでしょうか。

吉村： 山川先生のご指摘のとおり，直接のペ
ナルティーよりもそれがどのような課税リスク
を招くのかということのほうが大事かと思いま
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重になりますので，確実に罰則が科されるよう

いくとリスクは増しますが，プランを立ててい

な状況でないといけないことになり，そのよう

れば少なくともリスクを軽減できるということ

なことを考えると，結局罰則の適用を見送って

かと思います。

しまうようなことを聞いたことがあります。

岩品： ありがとうございます。吉村先生はい

脱税の場合は絶対に罰しないといけないとい

かがでしょうか。

う価値判断があると思うのですけれども，手続

吉村：そうですね。今，ご指摘のあったとおり，

的な違反はそこまで罰しなくてもいい，と価値

新興国，途上国にとって，（国外関連取引の情

判断があるように思われます。

報は）非常にほしかった情報だと思います。

それを熟知しているというか，逆手に取って

きちんとバリューチェーンの流れも踏まえて

いるような企業があり，罰則が科されないこと

使ってもらえればまた違うのかもしれないです

を前提にコンプライアンスを遵守しない場合も

が，国別報告書の数字の中で，自分のところに

あるようです……。

税収がどれだけ落ちているかという観点で見ら

山川： 適用例は少ないとは思いますが，国税

れてしまうと，かなり偏った評価が下される可

庁も悪質性が重大であれば手を打つのではない

能性も高いかもしれません。

かと思います。いくら催促しても何年も出さな

岩品：私も同じように思っております。

いとか，そういうことがないようにしなければ
ならないと思います。

日本側としてはこれまで積極的なプランニン
グをしていないと思いますし，今の段階で何か
リスクが増えるとも思わないのですが，新興国

4‑6

移転価格文書の
課税リスク

の課税当局側は，いろいろ情報が入手できるわ
けですので，税務調査を強化する国は増えてく
ると思います。

岩品： 次は文書化と課税のリスクについてで

外国の税務当局としては，そもそも外国の本

す。日本と進出先国において文書化の導入によ

社がどのような組織かわからないとか，ほかの

って，課税リスクがこれからどのように変わっ

国の組織や取引の状況がわからないことが多い

ていくかについて，先生方のご意見を伺いたい

と思います。

と思います。

CbCRなどを分析すると，本社とほかの国と

山川： 国税庁は，別表17の⑷の国外関連取引

の取引の営業利益率などもわかることがありま

の情報をいただいていますので，その情報にど

すので，独立企業間価格の算定方法が違う，ま

れだけ付加的に情報をリンクできるかというこ

たは，比較対象企業が違うなど，難癖とまでは

とになります。

いかないとしても，様々な理由によって，課税

また，国外関連者の先に連鎖した外々の関連

してくるのではないかという危惧があります。

取引があれば，日本からの本当の所得移転の蓋

今までも外国の税務当局による無理筋な課税

然性の端緒はわかりにくいので，その先にある

がいろいろあったとは思いますが，今後，様々

のではないかという法人の存在が何となく見え

な情報を握られることにより，より強硬な課税

てくる効果はあると考えられます。

が増えてくるようなおそれを抱いています。

国税当局はあらゆる情報を大切に処理するも

吉村： 以前もあったと聞いていますが，関連

のと思われますが，むしろ，進出先国での課税

する資料を子会社だけではなくて親会社にも求

リスクが増加することは確実かと思います。特

めてくるというのが，ますますやりやすくなる

に，新興国・途上国においては，ノープランで

のかなという気がします。数字が出ている以上
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は，その背後に基礎資料がありますので。

「普及」は利益分割法の適用を容認する上で重

岩品： 外国の税務当局としては，どのような

要な活動であると主張しようと思われますが，

契約書があったのかとかなど，確かに企業に質

多くの状況ではそうではないというコンセンサ

問や資料の提出を要請しやすいですね。

スを得ていくこと，そして同じく税務当局はイ
ンバウンド課税にあって，高収益の実態結果が

4‑7

各国の文書化

でたあと利益分割法の適用を検討しますが，果
たして取引事前に財務リスクがみえない時点

岩品： 次は各国の文書化です。OECD加盟国

で，子会社もリスクを取って意思決定を行おう

での国別報告書，マスターファイルについて文

という合意があったのかを検証する必要がある

書化の内容はおおむね類似している一方，ロー

と い う コ ン セ ン サ ス を 得 て い く こ と， 今 後

カルファイルについては各国において相当異な

OECDにおいてはこのような議論も大事かと思

っていると思われます。

われます。

特に外国の文書化との比較で，文書化の要件，

岩品： 全部を網羅して対応するというより，

記載事項，期限，使用言語などにおいて留意し

まずはリスクが高いところ対応するということ

ないといけない点はないでしょうか。

ですね。

山川： マスターファイルは，世界の同業の多

吉村： 途上国では，これから移転価格税制を

国籍企業とマクロ視点で比較するとか，サプラ

導入したり，あるいは実際に適用を始めるとい

イチェーンの全体の絵を見るとか，そういう意

う国が多いかと思います。ローカルファイルに

味での役割だと思います。

ついても，当局の担当者が実際どのように使う

課税の端緒が把握された時点では，むしろロ
ーカルファイルの深堀に入っていくのが普通か
と思われます。
特に中国では，市場固有の特性は無形資産に

かという点でも，信頼度がそう高くない国は多
いかと思います。
今後，そうした新興国，途上国でのリスクに
は，やはり注意しなければいけないかと思いま

分類しないとOECDは整理しましたが，依然そ

す。

れについてローカルファイルの中での分析を求

岩品： 記載事項についてですが，中国ではロ

めているようにみえます。

ーカルファイルについては特殊事項ファイルと

また，価値ある無形資産から生じた所得の帰

いって，関連者間の役務提供ファイル，費用分

属をめぐりこれから主戦場になりうるDEMPE

担契約ファイル，過少資本ファイルの作成が義

分析でも，最後のDEMPEの後にプロモーショ

務付けられています。実務上，ほかの情報まで

ン・普及という言葉を含めています。中国マー

提供しなくてはならなくなり，それらから調査

ケットへの超過収益の帰属を論拠付けるための

のポイントが絞られることになると思われます。

材料をローカルファイルに求めていることは明
らかと思われます。
それから，中国の価値貢献分配法はフォーミ

総論としては，日本の文書化の要件だけを注
目するのではなく，進出先の各国の文書化の要
件にも配慮しなければならないと考えます。

ュラリー按分に近い手法です。このように，課

すべてに配慮することが大変であれば，山川

税リスクの高い国のローカルファイルには親会

先生のおっしゃったとおり，特にリスクの高い

社としてもよく注視すべきだと思います。

国を重点的に検討するという対応が必要である

税務当局は，インバウンド課税にあって，２
つのＥ，「改良と活用」，中国の場合はプラスＰ

と思います。また，統一的に対応するためにも，
現地任せにはできないと思いました。
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山川： ローカルファイルは親が管理するとい

化した取引はその国外関連者との取引だけに対

うところ。ここが重要で，今後はマストになる

応していて，その国外関連者との取引には対応

と思います。

しているのですが，他の国外関連者との取引の

マスターファイル，CbCRと各国のローカル

文書化には対応できないという可能性がありま

ファイル同士の一貫性・整合性の確保が必須に

す。類似した取引については，すべて統一的に

なりますし，将来親と子いずれにせよ調査対応

説明しないといけないということになりそうで

に際しては，CbCRやマスターファイルがきっ

す。

かけになっている可能性もありますので，親の
主体的な関与が今後は必須かと思います。

その点からいいますと，営業利益率が国外関
連者ごとに相当違っているとTNMM法などで

親会社のほうが移転価格ポリシーに沿ってロ

レンジを設けてもレンジからはみ出してしまう

ーカルファイルを作成することができれば最も

ところがあるかもしれません。そのような場合

効率的で整合的なわけで，子会社側の税務リス

には，取引自体を変えていかないといけなくな

クを加味しながらそれをやっていくことになっ

ってくるわけですね。

て参ります。

山川： 実はその辺が厳しい状況ですね。欧米

子のほうで中国のようなユニークなローカル

企業の場合でしたら，むしろTNMMを使って

ファイル制度があったり，過去に調査を受けて

いくことにしましたら，それにファンクション

しまっているとか，あるいは金額の規模が大き

の分担を合わせていくようなことをします。

いとか，そういうところは子のほうでしっかり

もともと組織が集権型の意思決定構造です

した精査・吟味は必要ですが，そうはいいまし

し，移転価格税制自体も，役割と責任が明確に

ても基本的な情報についてはテンプレートを親

整理されている組織になじみやすい，西洋的な

から共有して，子の個性のところは子で書いて

性格を帯びているともいえ，このような対応が

いただいき，それを親がレビューして管理して

見られるところです。

いく。啓蒙の趣旨から，このような体制を指向

日本企業の場合，TNMMモデルでも，利益

すべきかと思います。

率が大きく動いてしまい，ディフェンスの厳し

岩品： ローカルファイル一貫性を確保すると

いところですね。

いう点については，このような事例が想定され

吉村：違いを説明しにくい。
山川： これを変えていくのは，社内のポリテ

ると思われます。
例えば，日本親会社と外国子会社との取引が

ィクスからいくと，かなり難しいようです。

あり，取引量が多いためその取引だけは文書化

岩品： 経理部門と現場の方々の力関係であっ

しておいた。その一方，他の子会社との取引に

たり，価格の設定の権限はどちらが持っている

ついては，類似の取引であっても，特に取引金

かなどに拠るわけですね。

額はまだ大きくないから文書化しておかなかっ

山川：そこに行き着いてしまいますね。
岩品： 欧米企業では，グループ間取引の価格

た。
今回，50億円という日本のローカルファイル

決定権は，現場にあるのか，それとも税務にあ

の文書化の水準が設けられ，50億円を超えてい

るのか，どちらにあるのでしょうか。

るので今まで文書化していなかった取引につい

山川： それは税務のほうです。本社の税務の

ても文書化する必要が生じた。

ほうで，
トランスファープライスは握っている。

そうした場合に一貫性を持って対応しようと

もちろん，お客様との間では事業部がやるわけ

すると，もしかしたら，今まで一番初めに文書

ですが，トランスファープライスは税法の見地
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から税の問題としてやっているわけです。

あまり良くない状況にあります。文化的には分

岩品：日本では，グループ間取引であっても，

権化構造をとっており，現地の法があるし，慣

グループ外との取引についても，現場が価格決

行があるから基本は任せるという感じですね。

定権を握っていることが多いという感じでしょ

もちろん，それのいい面も多々あるわけです

うか。

ね。欧米企業は，買収した瞬間に数字を把握し

山川：そこからTNMMという汎用モデルの実

ようとするのが，一般的かもしれません。数字

施に悩みを抱えておられる企業は少なくないで

こそ支配の根拠なので，そのためには，買収会

すね。KPIたる営業利益が税の観点から固定さ

社のシステムはいや応なく統一していく。

れることになるわけですから。実行が難しいわ
けです。

日本企業の場合には，必ずしも，こういう観
念がありませんから，システムはばらばらで，

移転価格税制は価格を扱いますので経営への

今回CbCRの数字が取りにくかった１つの理由

干渉ととられがちで，まずは事業ありきでとい

でした。また，日本企業の場合コントールを効

う話をお伺いすることがあるのですが，移転価

かせようと思ったら，一般に出資関係を前提に

格税制はあくまでも国外関連者との価格付けの

しますが，欧米企業は兄弟会社でもマネジメン

みを対象といたしますので，本当は税務上の課

トラインを築けば，功利的にレポートラインが

題であると明確に意識することが必要かと思い

できるように思います。

ます。

こと税務に関しては，様々な局面でことごと

税法の問題であると社内で浸透して，変わっ

く中央集権型が望ましいようにみえ，現状日本

ていくのには，一朝一夕には難しい状況ではな

企業はこのような体制は採りづらいようですの

いでしょうか。

で，課題かなと思います。

吉村： なかなか一朝一夕で変わる話ではない
ので，合併等のタイミングで社内的なポリシー
を整理するなど，大きなイベントがない限りは
なかなか変えにくいのでしょうね

―６月17日中央経済社にて
（次号・後編に続く）

山川： あくまで一般論ですが，日本企業の今
の風土は，移転価格のディフェンスにとって，
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