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在シンガポール 日系企業の皆様 

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを

受け賜り、厚くお礼申し上げます。 

はじめに 

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）に関する今後想定される税務課題、

「税務コストの最適化」「税務リスク管理の徹底」「ビジネスモデル変更への対

応」「税務ガバナンスの強化」の 4つの視点のうち、今回は「ビジネスモデル

変更への対応」について、想定される課題と対応策について、以下記載致し

ます。 

  
 
 

COVID-19に起因して想定されるビジネスモデル変更の具体例 

COVID-19の影響で世界中で人とモノの動きが制限され、需要の減少、工場

の操業停止、サプライチェーンの断絶等でグループ企業の収益性の低下が

税務リスク管理の徹底

ビジネスモデル変更への対応

税務コストの最適化

税務ガバナンスの強化

企業のキャッシュ・フロー悪化に
伴い、COVID-19対策税制や、

現行優遇税制の有効活用によ
る税務コスト最適化を通じて、企
業のキャッシュ・フロー改善の必
要性が高まります

COVID-19によって生産停止等
企業活動に重要な影響が生じて
おり、サプライチェーンを含むビ
ジネスモデルの変更が想定され、
事前に税務への影響を考慮す
る必要があります

日本本社のリソース不足等により、世
界で同時進行する税務問題にタイム
リーに対応することは困難であるため、
地域統括会社が主体的に傘下子会社
の税務問題をサポートし、親会社と連
携することが期待されます

COVID-19の経済環境下で、非経
常的な取引や損失が発生する場合、
税務上の影響について慎重に検討
することが必要です。また、将来の
税務調査において当局へ説明でき
るよう十分なサポート資料を整備し
ておくことが重要です

今回の範囲 

http://www2.deloitte.com/sg/en.html


予想される中、Post COVID-19を見据えて、今後ビジネスモデルの変更を検

討する企業が増加することが想定されます。 

ビジネスモデルの変更と一言でいっても、ビジネスモデルの定義の仕方や業

界・業種等に応じてその内容は様々ですが、具体的な事象として例えば以下

のものが考えられます。 

 本社・各国拠点の機能・役割の再配分（例：日本本社・各拠点から地域

統括会社への機能移管） 

 サプライチェーンの変更（例：調達、生産、物流の再配置） 

 組織体制の変更（例：法人単位の組織から、機能単位のバーチャル組

織） 

 定型オペレーション方法の変更（例：ペーパーレス化、RPA/Cognitive/AI

等のテクノロジーを活用した自動化・省人化） 

 販売・マーケティング方法の見直し（例：対面営業からオンライン営業（E-

commerce）） 

 

上述の通り、各社の置かれている企業内外の状況に応じて、COVID-19によ

る企業の現状のビジネスモデルへの影響が広範囲に及ぶ可能性がありま

す。この点、今回のニュースレターでは、上記具体例のうち「日本本社・各国

拠点の機能・役割の再配分」について、以下税務の観点から掘り下げてみま

す。 

 

クロスボーダーで機能移管する場合に想定される税務課題と対応策 

今回の COVID-19のように世界で同時に問題が生じる場合、リソース不足等

の事情により日本親会社がタイムリーに対応することは容易ではなく、また、

ビジネスがクロスボーダーに展開されており各拠点で完結するのが困難な問

題も少なくありません。また、経済環境の悪化からコスト削減の圧力が高ま

り、現状複雑で重複するオペレーションの効率化・標準化のニーズがより一

層高まることが想定されます。 

上記のような事業上の理由から、各社の事情によりその形態・程度は様々と

思われますが、Post COVID-19を見据えて、日本本社・地域統括会社・各拠

点間の機能・役割を見直し、クロスボーダーで機能移管することを検討する

企業が増えることが予想されます。 

そこで、今回は、COVID-19に起因する税務リスク（前回のニュースレター（4

月 13日）「COVID-19に起因して想定される移転価格の論点とリスク管理の

必要性」）について税務執行が安定している国で集中管理する、また優遇税

制を有効活用する等税務上の観点から、仮に各国からシンガポール地域統

括会社に機能移管する場合の、主にシンガポールの税務課題のポイントと

対応策をご紹介します。 

 

【図表 1： 統括機能の主な類型】 

 



 
上記以外に、研究開発（無形資産）、製造管理等、その他の重要な機能・リ

スクを統括会社に集約するパターンもあります（プリンシパル型）。 

 

法人税 

統括会社の類型【図表１】の「事業サポート型」から「持株会社型」へ移行する

際には、傘下対象グループ会社株式等を、現在の株主（例 日本本社）から

地域統括会社傘下へ移管する必要があります。株式移管時における主な税

務課題として、株主におけるキャピタルゲイン課税、また移管対象株式所在

地国における非居住者キャピタルゲイン課税（国内法、租税条約）、繰越欠

損金の利用制限、流通税等の検討が考えられます。なお、シンガポールで

は資本金増加に課される税金はありません。 

統括会社の類型【図表１】の「持株会社型」から「商流統括型」へ移行する際

には、後述する移転価格、間接税（GST）、関税への影響を検討するととも

に、シンガポール法人が日本の外国子会社合算税制（CFC税制）の適用対

象とならないように、統括会社特例を充足するようプラニングすることが重要

です（2社以上の被統括会社の株式を 25%以上直接保有すること等）。 

上記 2つのケースにおいて、クロスボーダー機能移管に伴いシンガポール

により多くの機能・活動が追加される結果、【図表 2】で例示したように、優遇

税制の適用対象範囲が広がる可能性があります。優遇税制には、関係政府

当局へ適用申請が必要なものと、不要なものがあります。 

前者については、今般の COVID-19の影響により、当局がシンガポールにお

ける事業支出やシンガポール人の雇用に対して、より高いコミットメントを要

求してくる可能性や、 COVID-19対策税制の税収確保のため、特に低い税率

の適用には慎重になることが想定されます。この点、自社のビジネスプラン

に基づき、当局が許容可能な範囲の条件で合意し最大限の効果を得るため

には、経験豊富な当局出身の外部アドバイザーを上手く活用して、当局と戦

略的な交渉を進めることが重要です。また、優遇税制適用後の当局による監

査も強化されると想定されますので、合意した各条件を適時にモニタリングし

て、充足状況を文書化するとともに、仮に条件充足が難しいものが出てきた

場合には、外部アドバイザーに適宜相談して、当局側の反応を予想した上

で、当局と再交渉することも有用です（代替的な要件提示等）。 

後者については、 例えば一定の適格研究開発費の追加経費控除（Section 

14D/14DA）が挙げられますが、COVID-19対策税制の税収確保のため、優遇

税制の対象費用の適格性等対する税務調査が厳格化されることが想定され

ます。この点、税法上の適用要件の確認、適用対象範囲の妥当性を見直す

とともに（重要性の高い項目については、適宜外部専門アドバイザーによる

レビューを受ける）、当局から資料提出を求められた場合に備えて、事前に

計算基礎資料・サポート資料を文書化・整備しておくことが重要です。 

【図表 2：シンガポールの典型的な優遇税制（例示）】 
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移転価格 

日本親会社を含むグループ会社からシンガポール法人に機能を移管する場

合、移管前後で各国関連会社の利益は変動し、特に Post BEPSの環境下で

は、各国税務当局から特に移転価格が注目されます。その為、機能移管の

プランニングでは納税者と専門家が一体となって移転価格を議論することが

必要不可欠になります。プランニングに関しては多くの検討事項があります

が、特に以下の 3つの観点を踏まえて検討するとより効果的なプランニング

が実現いたします。 

① 移転価格の本質を理解する必要性 

クロスボーダーの機能移管を伴う移転価格プランニングには高度な専門知

識と税務当局との豊富な交渉経験が求められます。しかしながら細かな法令

や方法論等の技術論に目を向ける前に、まずは移転価格の本質を理解する

ことが最重要であり、この本質を理解することで、専門家と対等に議論するこ

とが可能になり、専門家を上手く使いこなすことができるようになります。 

移転価格の本質とは 2つの概念です。一つは「独立企業間原則」、もう一つ

は「機能/リスク/資産に応じたリターン」という概念で、OECD加盟各国及び移

転価格税制を導入している国の大半が採用している概念です。前者は一言

でいえば独立した第三者間であればなされるであろう価格にしなさいというも

のであり、後者は機能とリスクと資産を多く有していればいるほど、より多くの

利益を得られるべきだ（もちろん多くの損失を被る可能性もあるべきだ）という

考え方です。例えば限定的な販売機能のみを持つ国外関連者 A と複合的な

機能を持つ国外関連者 Bを比較した場合、国外関連者 Bの方が多くの利益

を得られる可能性があるべきと考えます。これも独立した第三者間であれば

そうなるという考えが根底にありますので、最終的には独立企業間原則に繋

がる考え方ですが、移転価格を議論する上で非常に重要な概念になります。 

プランニングを検討する際には上記の 2つの概念に加えて、「Economic 

Substance（経済実質）理論」と「Commercial Rationality (商業上の合理性) 」

の 2つの考え方も重要になります。詳細は別途移転価格セミナーにて解説

いたしますが、誤解を恐れずに言えば、シンガポール法人に機能移管する場

合を例にすると、前者はシンガポール法人にペーパー上で機能とリスクを移

管するのでなく、実体をしっかりと移管すべき、後者はシンガポール法人に当

該機能を移管するビジネス上の合理的な理由（節税目的だけでは NG）が必

要ということになります。 

これらの 4つの考え方を十分理解すれば、欧米企業の複雑なタックスプラン

ニングの実態や、移転価格の難解な専門用語である DEMPE分析、バリュー

チェーン分析、残余利益分割法、所得相応性基準、コストシェアリングアレン

ジメント、特殊要因分析等に関しても、専門家と対等に議論をすることがで

き、納税者のビジネスモデルに即したタックスプランニングを検討することが

可能になります。 

 

② 各国税務当局への対応 

機能移管を行うと移管前後で各国関連会社の利益は変動しますが、特にグ

ループ会社の機能を低税率国であるシンガポールの法人に移管する場合
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は、たとえ意図的ではないとしても日本を含む各国から BEPSが疑われるた

め、プランニングの際は以下の 2点を留意されることをお勧めします。 

1点目はプランニングを検討する際には本社や地域統括会社のみで行うの

でなく、必ず関連各国の観点から税務リスクエリアを特定し、リスクの低減方

法を事前にプランニングに盛り込んでおくことが必要です。特にアセアン各国

では現地特有の移転価格問題が存在し、実務上相互協議も十分に機能しな

い場合もあることから、リスクを完全に排除することは不可能です。しかしな

がら、納税者と専門家が一体となって事前に戦略と戦術を練ることで、リスク

を低減かつ管理することは可能になります。また移転価格リスクをできるだ

け排除したい場合には、事前に当局と移転価格について合意する事前確認

（APA）制度を検討することも一考に値します。 

2点目は、プランニングの検討中から、将来の税務調査に備えた事前準備を

しておくことが重要です。例えば、今般の COVID-19の影響に起因して機能

移管を検討する場合、COVID-19から機能移管の決定に至るまでの詳細な社

内検討資料を準備・保持しておくことが将来の調査に大きく役立ちます。また

研究開発機能や無形資産を移転する場合には、一般的に景気後退期の方

が評価額が低く算定され有利と言われていますが、この場合にも評価算定レ

ポートやそこで使用された予測収益の根拠は調査時に重要になります。特に

所得相応性基準を導入している国からシンガポール法人に無形資産を移転

する場合には注意が必要です。 

将来の調査に備えて、機能移管に係る各サポート資料やデータを準備した

上で、説明能力の高い移転価格文書、コマーシャルペーパーやリストラクチ

ャリングペーパー、そして調査対応マニュアル等を作成すれば、全く検討や

対応を実施しない場合と比較して税務調査の結果が大きく異なるのは明ら

かです。仮にコストの観点から全てを準備が難しい場合でも、将来の調査対

応を意識してプランニングを行うことは税務リスク管理の観点からも重要であ

り、調査においても当局のアプローチを事前に予測できるので初動対応が可

能になります。 

③ 関係者との適切なコミュニケーション 

移転価格、特に機能移管に関しては、税務対応のみの問題でなく、各関連

会社の利益、商流・物流変更、業績評価制度等にも大きく影響を及ぼす可能

性がある為、検討の際には初期の段階から社内のトップマネジメントを関与

させることが重要になります。移転価格を税務のみの観点で議論すると、事

業部の反発にあいプロジェクトをスムーズに進めることが難しくなります。そ

の為に、予め、トップマネジメントを関与させておくことでプロジェクトをスムー

ズに進めることが可能になります。 

例えば、COVID-19の影響でアセアン各国が軒並み低利益もしくは損失を計

上したことに起因して、事業シナジーの創出や域内コストの最適化や域内意

思決定の迅速化を狙って、シンガポールに戦略及び管理レベルの各機能を

移管・集約し、アセアン各国は実行レベルの機能を配置させることを想定しま

す。この場合、一般的な移転価格のポリシーでは当該事業に係るグループ

全体の利益の内、アセアン各国の法人に一定の利益を帰属させ、残余利益

（もしくは残余損失）はシンガポール法人もしくは日本本社に帰属するという

形になるかと思います。この場合、アセアン各国で期待される利益率を実現

するためにどのような商流変更が必要か、誰がどのタイミングでどのように

移転価格をどのようにコントロールすべきか、一定の利益率が保証されるア

セアン各国に対する業績評価はどのようにすべきか、移転価格の調整に伴

う関税や GSTへの影響を誰がどのように対応すべきか等々、多くのスターク

ホルダーに影響を与えるため、組織内コミュニケーションとトップマネジメント

の関与が必要不可欠になります。 

 



COVID-19対策税制等のアップデート 

世界各国の COVID-19 対策税制・政府支援策に関しまして、デロイトグロー

バルより、日々のアップデート情報、及び定期的にサマリー情報（いずれも英

文）を提供しておりますので、次のリンクからご登録いただけますと幸甚で

す。https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/tax-atlas-
signal.html?nc=1&cid=gx:2em:3na:T&LCOVID19Response:eng:tax:310320:2 

 

さいごに 

今回は、ビジネスモデル変更のうち、クロスボーダー機能移管、かつ、機能

移管先をシンガポールとするケースを例にとって税務課題を考えましたが、

各社のビジネスの状況に応じて、機能別に統括拠点を複数持つケースもあ

りますので、機能に応じた統括拠点の設置国を個別に検討することも有用と

考えられます（例 地域戦略 シンガポール、製造統括 タイ、シェアードサービ

ス フィリピン等）。 

弊社は、皆様のお役に立てるような情報発信をして参りたいと存じますので、

今お悩みのことや、こういう情報があると助かる等のご意見ございましたら、

以下のコンタクトリストにある各サービスラインのメンバーにお気軽にお問合

せください。 

次回のニュースレターは 4月 27日発行予定です。 
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