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Agenda

トピック 講演者/パネリスト 時間

パネリストの紹介 全員 10:00 a.m. – 10:05 a.m.

1. COVID-19の移転価格への影響 五十嵐 潤 10:05 a.m. – 10:15 a.m. 

2. 各Caseにおける対応 (Step1～3)
 Case 1: 製造・販売会社における対応
 Case 2: 役務提供取引における対応
 Case 3: APA（事前確認）における対応

五十嵐 潤 / See Jee Chang /上田 理恵子 10:15 a.m. – 11:00 a.m.

3. 税務調査マネジメント (Step 4) 五十嵐 潤 / See Jee Chang / 下川 直輝 11:00 a.m. – 11:10a.m.

4. 日本本社及び地域統括会社の観点 五十嵐 潤 / 上田 理恵子 11:10 a.m. – 11:20 a.m.

5．Key takeaways 五十嵐 潤 11:20 a.m. – 11:25 a.m.

Deloitteの役割 五十嵐 潤 11:25 a.m. – 11:30 a.m.
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1. COVID-19の移転価格への影響
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COVID-19が世界経済・市場に与える影響
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COVID-19が東南アジアの産業に及ぼす影響

短期インパク
ト

2020年第1四半期の最初のインパクト

2020年Covid-
19リカバリー
シナリオ

感染率が年内半ばまでに低下し、市場が回復すると仮定した場合の
2020年までの影響

Covid-19継続
シナリオ

COVID-19 の感染率が継続または加速すると仮定した2020年および2021
年までの影響

凡例

H
事業キャッシュ・フローおよびトレーディング
・キャッシュ・フローへの大きな影響

M
重大なシステム停止、経済的影響/損失の可能
性

N 中立的または低いインパクト/オポチュニティ

セクター
短期

インパクト
(2020年1Q)

2020年Covid-
19リカバ
リーシナリ
オ（2020年

内）

Covid-19継続
シナリオ
（2021年ま

で）

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
メ

デ
ィ
ア
・
通
信 通信/メディア N N M

エンターテインメント H M H

テクノロジー M M M

消
費
財

自動車 H M H

消費財、小売、卸売、流通 H M M

交通、ホスピタリティ、
サービス

H H H

セクター
短期

インパクト
(2020年1Q)

2020年Covid-
19リカバ
リーシナリ
オ（2020年

内）

Covid-19継続
シナリオ
（2021年ま

で）

エ
ネ
ル
ギ
ー
、

資
源
、
工
業

工業製品、建設 M M M

石油、ガス、化学品 H H H

電力。ユーティリティ M M M

金
融
サ
ー
ビ
ス

不動産 H M H

銀行、キャピタルマーケット M H H

インベストメントマネジメント H M H

保険 M H M

ライフサイエンス、ヘルスケア M N N
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移転価格に関するCOVID-19状況下の懸念事項

キャッシュフローの悪化でグ
ループ内外から資金調達が必
要になる場合、関連者間ローン
の利率や外部金融機関からの
ローンに伴う関連者間保証料を
どう設定すればいいのか？

移動制限や工場及び研究所の操
業停止等によって企業再編やサプ
ライチェーン変更が実施された場合、
移転価格をどう再設定すべきか？

移動制限により本社やRHQ

からアセアン各国への出張が
できない状況で、本社やRHQ

から各国子会社に対してマネ
ジメントサービスフィーを請求
できるのかどうか？

海外子会社が減収もしくは赤字
になり、独立企業間レンジを下回
ると予想されるが、グループ移転
価格ポリシーに沿って移転価格
調整をすべきかどうか、それとも
経済分析や特殊要因分析等で
各国税務当局に対して説明でき
るかどうか？

グループ全体で赤字（合算損失）の場合でも、機能
とリスクが限定的な子会社に一定の利益を計上させ
る必要があるのか、それとも当該子会社にも損失を
被らせる論理展開はできるのかどうか？

今後の税務調査に備えて、事前に
どのような移転価格文書化とサ
ポート資料を準備すべきか。また課
税リスク低減の為に、過年度の文
書化やグループ移転価格ポリシー
及び関連者間取引の契約書の見
直し、調査対応マニュアルの作成
等も必要かどうか？

既存のAPA(事前確認）もしくは申請予定また
は交渉中のAPAへの影響と留意点は何か？
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Step 4

調査の初動対応に
備えた徹底した事前

準備

•<各国/RHQで準備>

• Step3のTPD作成の過程で特定
されたリスクエリアに関して、調査
における想定問答を準備する。ま
た高度な経済分析で調査対応す
る場合は徹底した準備が必要。

•各国別調査対応ハンドブックの作
成、ナショナルスタッフの教育、業
務プロセスの見直し等

Step 3

調査や裁判を見据
えた強固な移転価
格文書の作成

•<各国/RHQ/本社で作成>

• Step2で決定した税務ポジション
をサポートする調査や裁判を見据
えた移転価格文書化（TPD）を作
成

• TPD以外にも強固なサポート資料
を今から準備、必要に応じて関連
者間契約書や移転価格ポリシー
の改訂、過去のTPDの改訂 等

Step 2

移転価格ポリシー＆
税務ポジションの戦

略的検討

•<各国/RHQと本社で十分な
議論>

• Step1に基づき、一時的もしくは
永続的に移転価格ポリシーを見直
すか（移転価格調整を施すか）、
既存のままで行くか（経済分析や
特殊要因分析等で対応するか）を
検討し、グループにおける各国税
務ポジションを決定させる。

•多額の調整が必要な場合は関税
やVATへの影響も考慮すべき

Step 1

各国コロナの影響と
移転価格リスク及び

論点の整理

•<各国/RHQ/本社でリスク
アセスメント実施>

•産業別インパクト、各国専門家＆税
務当局の見解（公式＆非公式）、既
存の移転価格ポリシー＆移転価格
文書（TPD）のポジション、自社の予
測値と影響額（FY20だけでなく） 等
を分析して、移転価格リスクと論点
の整理

COVID-19状況下の移転価格リスク管理の対応案

<Risk assessment> <Tax position> <Documentation> <Audit Management>

優先順位とタイミング
がキー
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2. 各Caseにおける対応 <Step1～3>

 Case 1: 製造・販売会社における対応
 Case 2: 役務提供取引における対応
 Case 3: APA（事前確認）への影響における対応
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Case 1: 製造・販売会社における対応
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グループ全体の低収益／損失を
Principalが全て負うべきか？現地子
会社に一部負わせるべきか＆どこまで

負わせるべきか？

製造

現地子会社

海外／日本

Principal 

Contract Manufacturer

(CM)

原料/部品

Fully fledged 

manufacturer

(FFM) 

完成品

原料／部品

第三者顧客

完成品

販売

現地

海外／日本

Principal 

Limited risk distributor

(LRD)

完成品

Fully fledged distributor 

(FFD)

第三者顧客

製品

第三者顧客

完成品

製造ロイヤルティ／
IGS

完成品

商標ロイヤルティ／
IGS

Loss?

グループ全体で
低収益／損失

Loss? Loss? Loss?

Loss Loss

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

問題の所在と論点は？

サプライチェーンの分断

流動性の問題

消費者需要の変化

人材移動の問題

事業の変動

比較可能性／
差異調整

データの
タイムラグ

予測可能性

合算損失／インカ
ムクリエーション

為替変動
リスク

独立企業原則
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税務当局との想定される論点 (TNMMの議論を前提に）

 税務当局は、COVID-19の影響を考慮して、納税者に移転価格分析
上の優遇措置を施すのか？

 独立第三者間の商業上のプラクティス（特に損失を負わせる状況）がど
こまで考慮されるか？

 機能・リスクが限定的でない会社における損失や特殊要因分析はどこ
まで認められるか？

 機能・リスクが限定的な会社における損失や特殊要因分析はどこまで
認められるか？

 Covid-19の影響を受けた比較対象企業の選定は今期の分析におい
ては間に合わないことが想定されるが、どのように分析を進めるべき
か。

 検証対象会社と比較対象会社への調整方法はどこまで認められるの
か？

 TNMM以外の移転価格算定方法での対応がどこまで有効に機能する
か？利益分割法が適用可能か？

 グループ全体で赤字（合算損失）でも機能とリスクが限定的な子会社に
一定の利益を計上させる必要があるのか？

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

移転価格リスクと論点は？

移転価格更正リスク

貴社の粗利益率

上限値

下限値

中位値
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Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

<収集すべき基本情報（例示）>

 グループ全体としてのCovid-19による影響
 サプライチェーンの見直し等、グループ横断
的な施策の有無

 Covid-19対策に伴う、本社活動・地域統括
活動の増加

 事業縮小の有無
 事業縮小に伴う、本社活動・地域統括活動
の減少

 Covid-19による事業予測の変化
 追加的費用の具体的内容
 対応策の意思決定の具体的経緯
 意思決定の証跡となる稟議、議事録等
 対応策含め、各関連者の事業活動への本
社からの関与度合い、及び通常時と比べて
関与度合いの変化

 Covid-19の影響に関するプレスリリース

 日本当局の見解（公式＆非公式）
 移転価格専門家の見解（過去の景気後退期
の経験や最近の調査実務も踏まえて） 等

グループ・本社

 所在国における対応経緯
 影響を受けた具体的な期間（蔓延期、回復途
中期、通常期）

 工場や小売店舗の業務停止等、国の発令によ
り受けた影響

 業務停止期間における従業員の状況（待機、
研修、休暇奨励等）

 既存サプライヤーの業務停止に起因する影響
（第三者・関連者）

 顧客の業務停止に起因した影響（第三者・関
連者）

 新規事業への参加（公共性の観点からの参画
等）

 売上の変化
 変動費・固定費の変化、追加的コストの具体的
内容

 政府からの補助金の収受、会計処理
 対応策の意思決定の具体的経緯、関連者の
関与、証拠となる稟議、議事録

 各国税務当局の見解（公式＆非公式）
 各国移転価格専門家の見解（過去の景気後退
期の経験や最近の調査実務も踏まえて）等

各国・各法人

 関連者契約、移転価格ポリシー、商流、過去
のローカルファイル、比較対象企業の最新デ
ータ、マスターファイル

 Covid-19前の事業計画
 過年度損益（全社とセグメント損益）
 将来年度の予測損益（全社とセグメント損益）
 コロナの影響フェーズごとの損益 等

基本情報

 第三者顧客・サプライヤーとの間でCovid-19

を受け、どのような契約内容の変更を行った
か

 過去の非常事態における契約変更、費用負
担方法の取極め等商習慣

 過去の非常事態におけるグループ内での費
用負担の取極め 等

第三者間のアレンジ

 国・業界別経済指標の変化
 比較対象企業が受けたCovid-19の影響（プ
レスリリース等）

その他

移転価格リスクを把握するために必要な情報は？ グループ全体で実施する必要性
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<Limited Riskであるかの判断>

 通常の事業活動について全てPrincipalの判断を仰いでいたのか、オペレーションのリスクを検証対象企業が負っていたのか、詳細なリスク配

分の整理が必要。

 過去、稼働率悪化、売上低迷、開発失敗のリスクをどの法人が取っていたのか、確認が必要。過去に上述の事象が生じていた場合、その時の

対応との整合性も確認することが推奨される。

検証対象企業は完全に
Limited Riskなのか

 検証対象企業が所在国のCovid-19に起因する制約への対応を自ら判断し、行動していた場合、検証対象企業がOperating riskを自ら負担

したと整理できる可能性がある。第三者間におけるForce majeureも、想定していなかった事態を被った側が自らの責任で合理的な対処をし

ていることを前提としている。

つまり、Principalが判断に関与していない場合は、事前に定めたTNMMの利益を補償すると定めた合意を見直す合理的な理由として説明が

できる可能性がある。

Covid-19におけるリスクテイ
クをPrincipalが行ったと言え

るのか

 既存の関連者間契約及び社内ポリシーにおいて、価格変更に関連する取極めがあるか確認する。

 具体的な要件の下での取引価格の変更（例：予算と実績の乖離、市場の大きな変化、生産稼働低下）

 予測可能な特別事象における費用負担の取扱い

 Force majeureの記載（一般的な記載か、具体的な事象を列挙しているか）

 契約変更・解除に関する取極め

 既存の関連者間契約に価格変更、もしくは既に合意された通常の期末調整を履行しないために必要な取極めがない場合、速やかにMOUを結

ぶことが推奨される

既存の関連者間契約におい
て取極めがなされているか

 会社が第三者の契約相手との間で補償を受けられるケース・商業上のプラクティスがあるか？

 補償を受けられる判例等があるか？

第三者間の情報

<確認すべき内容>

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP1>

移転価格リスクを把握するために必要な情報は？
グループ全体で実施する必要性
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＜経済分析において考えられる対応案（TNMMの議論を前提に）＞

 Covid-19対応として特別にかかった費用・損失はマークアップ対象から外す
 検証対象企業がコントロールできる費用について、コストベースから除く
 Covid-19前後の対売上販管費率の変化を基に調整を加える 等

検証対象損益への調整

 レンジの下方
 レンジの下限
 ブレイクイーブンポイント（変動費及び固定費）
 変動費のみ補償 等

ターゲット利益率

 比較対象企業の直近のデータ・四半期データを用いる
 GDP成長率等経済指標を参考に比較対象企業のデータに一定の調整を加える（回帰分
析により変動費と固定費を分離し、売上減少に伴い利益にどのように影響が出るのか予
測する）

 不況時の比較対象企業の利益率を参考にする
 比較対象企業の固定費と変動費の割合を計算し、検証対象企業の変動費・固定費の割
合と比較し、差がある場合は調整する 等

比較対象企業のデータの見直し

 既存の比較対象企業を基に、影響度合いの類似性を基準としたサブセットを検討する
 比較対象企業の所在国におけるCovid-19の状況、及び各企業が受けた影響を
確認し、引き続き比較可能性があると言えるか確認する

 検証対象企業と比較対象企業とで、コスト構造に類似性があるか確認する
 選定基準に非常事態を加味した基準を入れる

 売上の低下率を確認する。類似の業界であれば、売上低下率もある程度類似して
いるはず

 委託製造会社の注文が激減した場合、比較対象企業についても同様の受注減が
見られる会社を探す

 委託開発会社の開発費予算が削減された場合、同様に売上が減少した会社を探
す

 売上に対する販管費（従業員費、設備費、減価償却費等）が急増した場合、同様
の伸びが見られる会社を探す 等

比較対象企業の見直し

 Covid-19の影響があった年は、通常の年度とは切り離し単年度検証とする
 Covid-19の期間を蔓延期、回復途中期、通常期に分けて分析方法を変える（蔓
延期のみ、フルで調整を入れる） 等

検証方法

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

リスクを低減させるためのアイデアは？
各国当局の動向を注視
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1. IRASは公式な見解やガイドラインを公表しているか？
今後公表する予定はあるか？

2. 現時点でのIRASの非公式見解を踏まえて何か共有すべきこと
はあるか？
 特別な考慮や優遇措置
 検証対象会社への調整（リスク負担の考え方や特殊要因分析）
 比較対象会社への調整（どこまで高度な経済分析が考慮されるか）

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>
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アプローチ

C-19の影響を除外した後の2020年度の結果を分析する

主な側面

IQRと一致する結果を示す
Covid-19シナリオはない

移転価格モデルからCovid-
19の影響を分離

単純な財務モデル

2020年のC-19の影響は次のと
おりです。
-9.74pp=-6.84%-2.9%

結果

解釈:

Covid-19が検証対象企業に与えた影響は、OMで－9.74 に相当するが、
その結果を解釈するためには、どの程度他の関係者とそのインパクトを分
け合うべきかを判断する必要がある。

Covid-19後の結果は明らかにIQRを下回っており、Covid-19の影響を
切り離した後の検証対象会社の結果はIQRの範囲内である。

Post-COVID "no C19" scenario COVID impact

Sales 79 000 99 000 -20 000

COGS 72 400 84 500 -12 100

SG&A 12 000 11 625 375

OP -5 400 2 875 -8 275

OPM -6,84% 2,90% -9,74%

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

参考事例1  COVID-19の影響額を調整
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稼動率調整の例

販売製造

項目 参考 合計

生産キャパシティ 2500MT 

実生産量 1300MT 

稼働率 I 52%

比較対象企業の平均稼働率 II 90%

稼働率差異 $ = II - I

売上 A 110,000 

変動費: B 65,000 

原材料 39,000

給与 (派遣) 19,500

その他 20,250

準変動費: C 22,000 

変動費 C1 3,900

固定費 (給与) C2 18,100

その他固定費 D 60,000 

総費用 E = B+C+D 147,000 

営業利益 F = A-E
(37,000)

NCPM（総費用営業利益率） G = F/E -25%

稼動率調整
H = 

(C2+D)*$ 29,032 

総費用（修正） J = E-H 117,968 

営業利益 K = A-J (7,968)

Revised NCPM L = K/J -7%

検証対象会社の稼働状況を確認

変動費、固定費を特定

固定費を調整

1

2

3

• 製造会社は販売会社に100%製品を
販売し、コストプラスモデルを適用
している

• 製造会社は、四半期ごとに利益率の
調整を実施している。

• CoVid-19によるロックダウン期間中
、製造会社は操業停止となり製造活
動は実施されなかった (3月中旬~5
月) 。

• 6月のロックダウン解除以降、製造会
社は製造活動を再開したが、ソー
シャルディスタンス遵守のために非
効率が著しく、全体的な生産水準は
低下している。

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

参考事例2 製造会社の稼働率調整
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アプローチ

売上予測に基づいて2020年の利益水準を予測
広範囲の比較対象企業のデータを用いた検証対象企業の売
上予測に基づく収益性の予測

主な側面

8年間の 「ビジネスサイク
ル」 モデル;β=0.0572

2つのデータセット:1) すべての
データ2) 収益のマイナス成長の
み

OLS回帰による定量化

3年間の 「危機」 モデル
;β=0.2219

結果

解釈:

例:売上が30%減少すると、0.0572 x 30%から0.2219 x 
30%になる。つまり、収益性が1.72または6,66pp低下する。

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

参考事例3 回帰分析による調整
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１ 調整金額及び調整項目を検討・決定

2 調整のタイミングを検討・決定

3 適用される関税、GST/VAT、源泉税などを考慮

4 強力なサポート文書を準備し調整を実行

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP2>

移転価格調整プロセスの検討事項

＜シンガポール移転価格ガイドラインから抜粋＞

Types of adjustments relating to transfer 
pricing 

11.3 
Broadly, taxpayers may make the following 
adjustments in their tax returns or after the filing 
of their tax returns: 

a) Year-end adjustments at year-end closing 
of accounts

b) Compensating adjustments
c) Self-initiated retrospective adjustments
D) Corresponding adjustments arising from 

transfer pricing adjustments by tax authorities 
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 要求記載事項をカバーしておらず、情報記載の方法や詳細度が戦略的でない

 特に無形資産、ビジネスにおけるバリュー・ドライバー分析、事業再編等のビジネスモデル及び事業戦略に関する情報、サプライチェーン分析、シンガ
ポール現地法人及び取引相手関連者の詳細な機能分析等（検証対象法人の機能・リスクのみを記載するだけでは不十分）の記載が欠如している場合が多
い（文書の信頼性や調査において影響あり）

 情報開示の過多や不十分は税務当局から不要な追加質問を受けるので要注意。

 納税者のポジションを十分サポートする明確なストーリーを持った移転価格文書になっていない
 事実分析、サプライチェーン分析、機能分析、産業分析、経済分析が一体となっておらず、方向性がバラバラ。

 経済分析及び財務分析の説明能力が弱い

 検証で適用される移転価格算定方法、利益水準指標、スクリーニング基準等の選定理由が不十分の場合が多い。
 リスクがあるにもかかわらず全社検証のみで対応（必要に応じて補足分析や取引別検証も実施する必要）
 包括取引として検証する場合に、包括すべき合理的な説明がない

 レンジを外れても（下回るもしくは上回る）特殊要因分析や合理的な説明がない
 納税者のポジションを示す移転価格文書でサポートを諦めていたら調査で勝てない。またたとえレンジを上回って自国のリスクは限定的だとしても相手国のリスクを
考えるべき

 実績値を検証せず、移転価格ポリシーのみを検証している
 価格調整を行わず実績値とポリシーが乖離している中で、ポリシーを検証しても分析としては不十分

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP3>

シンガポール移転価格文書に見られる典型的な問題点 （COVID-19以前）
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 機能分析に関して、第三者間の情報と自社の情報（LF、移転価格ポリシー、MF、関連者間契約書等）を精査すること

 検証対象会社が損失を負担するポジションをサポートする場合、第三者間の商業上のプラクティスと自社の資料（過去ローカルファイル、移転価格価格ポリシー、関
連者間契約書等）を精査した上で、機能分析と企業特性（Characterization) を戦略的に記載することが必要

 必要に応じて、自社の既存資料を改訂する必要（損失が確定する前が望ましい）

 経済分析に関して、ローカルの税務当局の観点を踏まえた上で、比較可能性と差異調整は慎重に実施すること

 経済分析はIRASの観点を十分踏まえた上で実施すること。目的は、技術的に高度な経済分析を行うことでなく更正されないこと。
 特殊要因分析を実施する場合、検証対象会社にとって本当に特殊な状況であったかを精査すること。
 COVID-19は同業種の法人間であっても景況の影響差があり、比較対象会社のサンプルが少ないからといって安易に業種・業態の異なる法人を比較対象会社と
して用いるべきでない。（特に合算損失の場合は利益分割法の適用可能性は残しておく）

 Step2で決定したポジションをサポートする説明能力の高い移転価格文書を作成すること

 事実分析、機能分析、産業分析、経済分析が全て一体となって納税者のポジションをサポートすることが重要（必要に応じて他のTPMでの補足分析も準備）
 移転価格調査の対応戦略を考慮した上で、当該戦略を織り込んだ説明能力の高い移転価格文書を作成すること（コンプラ目的のTPDになってはいけない）
 文書化の内容をサポートする納税者に有利な証憑を事前に準備しておくこと

 文書化作成の過程でリスクエリアを本社/地域統括会社やナショナルスタッフと共有して対応策を事前に検討しておくこと

 リスクの高い取引がある場合は、文書化のポジションが税務当局から指摘される場合に備えて、事前にシナリオ分析や想定問答を準備しておくこと
 税務当局から上記ポジションを否認された場合に備えて、セカンドベストのポジションを事前に準備しておくこと（但し、セカンドベストのポジションは最初のポジション
と理論的に大きく乖離してはいけない）

 文書化作成を通じて、ナショナルスタッフの移転価格に対する問題解決能力を向上させること

Case 1: 製造・販売会社における対応 <STEP3>

COVID-19を勘案したFY20以降のシンガポール移転価格文書作成における留意点



© 2020 Deloitte & Touche LLP

Case 2: 役務提供取引における対応
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マレーシア

インド ニュージー
ランド

ベトナム

タイ
インドネシ

ア
フィリピン

豪州

ポイント⑤
源泉税及び損金

性の検討
(租税条約）

ポイント①コスト特定
ポイント②有償性の検討
ポイント③配賦基準の検討
ポイント④マークアップの検討

シンガポール地域統括会社（SG-RHQ）

MS/CS 提供
（対アセアン関連者）

MS/CSフィー
（コストプラスX%）

役務提供
（対日本本社）

業務委託費
（コストプラスX%）

ポイント⑥
MS/CS費用の損金性
の検討（SG-RHQが
回収できない場合）

過年度の域内各子会社への請求額が大幅に変更されると各国で税務調査を引き起こす原因になる為、IGSポリシーの策定に関しては、「あるべ
き配賦基準」、「過年度の請求金額」、「各国の移転価格の執行状況」、「各国の源泉税と損金算入性の可否」、「他地域のIGSポリシー」、
「日本本社の見解」等を総合的に勘案した上で決定されることが望ましい。

ポイント⑦ SG-RHQとの重複業務を検討
ポイント⑧ SG-RHQの分析との整合性
ポイント⑨直接回収 or SGを通じて回収

MS/CS フィー
（コストプラスX%）

MS/CS 提供
（対アセアン関連者）

ポイント⑩
源泉税及び損
金性の検討
（租税条約）

①費用集計／ 特定

②「有償性」の検討

③役務提供原価の計算
（配賦基準の検討等）

④マークアップの検討

地域統括会社が域内各子会社
から回収すべき統括業務に係

る費用の決定

日本本社 (JP-GHQ)

Case 2: 役務提供取引における対応 <STEP1>

SG-RHQのIGS取引の概要
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マレーシア

インド ニュージー
ランド

ベトナム

タイインドネシア フィリピン

豪州

シンガポール地
域統括会社
（SG-RHQ）

サービスの提供

対価の支払

 コストベース・配賦基準とマークアップ率
Covid-19状況下遠隔で役務提供が実施されている場合、当該活動

に係るすべてのコストが直接的もしくは間接的に集計され、当該費

用に移転価格税制上適正なマークアップ率を付した金額が請求さ

れているか。

➡遠隔であってもコストとマークアップの回収がなされていない場

合は移転価格課税リスクが生じる

 役務の有償性
Covid-19状況下、シンガポール地域統括会社がアセアン各国子会

社に対して提供する、各社が便益を享受すると考えられる全ての

サービスについては、変わらず有償性があると判断されているか。

➡Covid-19状況下においても有償性のあるサービスが提供されて

いるのにもかかわらず対価の請求がなされていない場合は移転価

格課税リスクが生じる

 コストベース・配賦基準とマークアップ率
Covid-19状況下、コスト集計において、既存の集計方法を適用することで役務提

供に直接紐づかない費用が含まれていないか。売上及び利益が大きく変動した

場合は配賦基準に影響しないか。また、マークアップ料率は、提供されたサービ

スに対して高過ぎないか。

➡Covid-19による役務の提供方法が変更になる中、請求されるコスト、配賦基準

及びマークアップが適切でないと判断された場合は移転価格課税リスクが生じる

 役務の有償性
Covid-19状況下、シンガポールから提供されるサービスについて、すべてが有償

性のあるサービスか。シンガポール地域統括会社として負担すべき株主活動や

重複活動は役務提供として扱われていないか。Covid-19状況下、役務が実際に

提供されたことを示す追加成果物等は準備されているか。

➡Covid-19状況下、有償性のないと判断されたサービスについて対価を支払っ

ている場合は移転価格課税リスクが生じる

Case 2: 役務提供取引における対応 <STEP1>

COVID-19状況下におけるIGS取引の典型的な論点とリスク
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提供される役務の有償性再

判定・新規判定

-オンラインによる役務提供は

出張による役務提供と比べて

内容に変化が生じ、有償性に

変化が生じる可能性

-役務と便益の関係が明らかで

ない管理、調整、監督等の役

務提供がオンライン状況下で

どのように変化するか。

-ニューノーマルの環境下で有

償性の再判定の必要性

別の対価回収方法の検討

-製品販売価格を通じて役務提

供対価を回収していたが、

Covid-19により製品販売が一

時的にストップして回収でき

ない可能性

-COVID-19状況下で役務提供

対価を別途請求すると各国で

リスクが生じる為、製品販売

価格を通じて対価を回収する

ことも一案

役務提供対価の改定（費用

集計方法の見直し・マーク

アップ率の変更）

-出張による移動時間について

も請求の対象としていたが、

遠隔サービスによってその分

が削減されている可能性

-業務内容の変更に伴い高付加

価値、若しくは低付加価値の

分類に変更が生じている可能

性

-毎月定額で設定されている役

務提供対価が実態に合わない

可能性

証憑類の整備

-報告書、会議議事録、社内

メールだけではなく、ビデオ

会議の録画や電話会議の録音

等

-オンラインツールの使用、在

宅勤務への追加コストに係る

費用明細 等

Case 2: 役務提供取引における対応 <STEP2>

移転価格リスクを低減させるためのアイデアは？
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1. IRASはIGS取引に関してどんなコメントをしているか？
（もしまだなければどんなコメントが想定されるか？）

2. SG‐RHQ（役務提供者側／請求側）の観点で留意すべき点は何
か？IGSポリシーを見直す際に留意すべき点は？

3. SG（支払側）の観点で留意すべき点は何か？

Case 2: 役務提供取引における対応 <STEP2>
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COVID-19

期間中の追加
の資料作成の

必要性

移転価格文書（IGS）

 どの様なサービスをどの関連者に提供し、そのサー
ビス対価の設定が妥当か、移転価格文書上に記載す
る必要がある。

 アセアン各国で全社検証を行っている場合は、別途
補足分析の必要性

証憑

 実際に提供されたサービスの詳細やサービスの
受け手側が便益を享受したことを証明する証憑
類（役務提供契約書・覚書、出張命令書、出張
報告書、業務日誌、経営会議資料、稟議書、分
掌規定、人事台帳等）の整備が求められる。

 各国税務当局の観点を考慮した証憑準備が重要

移転価格ポリシー（IGS）

 提供されるサービスの有償性判断、コスト集
計、費用配賦、マークアップ率の設定に係る
方法について文書に残しておく必要がある。

 必要に応じてアセアン各国税務当局向けの
IGSポリシーも作成

運用マニュアル

 実務担当者向けに、有償性判断の基準、コス
ト集計プロセス、費用配賦方法の選定基準、
マークアップ率の設定プロセスを記載したマ
ニュアルの作成が推奨される。

 今後同様事象による在宅勤務に備えてはマ
ニュアル作成は必須

Case 2: 役務提供取引における対応 <STEP3>

移転価格リスクを低減させるための文書化及びサポート資料の作成
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Case 3: APA（事前確認）における対応
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締結済

交渉中

新規

APA

（事前確認）

 連結ベースで赤字であるのに大幅な補償調整を行って子会
社側のみ有税としなければならないのか？

 Covid-19の感染拡大による景気低迷が重要な前提条件
（例：経済環境の激変）に抵触していると判断できるか？

 重要な前提条件に抵触しているとして、改定や再交渉の申
し出ができるのか？

 もしAPAが取り消された場合はその年度の課税リスクはど
うなるのか？

 交渉中のAPAを取り下げることはできるのか？
 今後、景気がさらに悪化するか、好転するか、予想がつか

ない中で、どのようにAPAの中で独立企業間価格を設定す
べきか？

 重大な前提条件をどのように見直すべきか？
 申請レンジの見直しは考慮してくれるのか？

 現状、新規でAPA申請を受け付けてくれるのか？
 不況を反映した低い移転価格で合意した場合、将来の課税

リスクも排除できるという点で、納税者は二重に有利とな
りえるのか？

 特に今までAPAが上手く機能しなかったアセアン諸国で税
収（低くても）を求めてAPAを受け入れる土壌ができるの
か？

Case 3: APA（事前確認）への影響における対応 <STEP1>

COVID-19状況下における論点とリスク

IRAS

SG法人 日本法人

税務当局

二国間APA

IRAS

SG法人 他国法人

他国
税務当局

一国内APA
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1

2

3

4

1. IRAS／NTAはAPAのガイダンスを公表する予定はあるか？

2. 現時点でのIRAS/NTAの非公式見解を踏まえて何か共有すべきこ
とはあるか？（合意済、交渉中、新規APAの観点から）

3. 過去の景気後退期においてどのような問題があったか？

Case 3: APA（事前確認）への影響における対応 <STEP2>
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締結済

交渉中

新規

APA

（事前確認）

 もしCovid-19に起因する事象で重要な前提条件に抵触しているとみなされた
場合は、既に締結されているAPAを再交渉・取り消しできる可能性がある。

 重要な前提条件を見直し、パンデミックが重要な前提条件の抵触とみなされる
か確認する。

 新型コロナウィルス大感染のインパクトに関するデータ（売上減、特殊費用な
ど）をリアルタイムで集計しておくと後々役立つ可能性がある。

 APAが取り消された場合、その年以降の課税リスクの対応を慎重に行うべき

 現在APAを申請中・交渉中の場合、現在の経済的な不確実性や世界的なサプ
ライチェーンの不確実性を考慮して重大な前提条件をすぐに見直す。

 重要な前提条件は締結前のみ追加・変更可能なので、今すぐに対応する必要
がある。

 申請レンジが経済好調期の比較対象企業のデータがもとになっている場合は、
不況下の経済実体を反映した対応を提案する必要がある（eg 比較対象企業選
定の精緻化、期間平均の精緻化、差異調整の精緻化、レンジの修正、利益分
割法の適当等）

 多額の関連会社取引となる新規の取引について、確実性担保のためのオプ
ションとしてAPAを検討する。

 将来の景気回復を見越して、今までAPAが機能しなかった国との取引に対し
て不況を反映した価格でのAPAの合意を模索する。

Case 3: APA（事前確認）への影響における対応 <STEP2>

考えられる対応策
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3. 税務調査マネジメント＜Step 4＞
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Step 4: シンガポールにおける税務調査マネジメント

移転価格に関する調査の特徴

• 調査官とは基本的に書面（メール）でのやり取りで、実地調査はほとんど行われない。

• 法人所得税調査の一環として行われる調査と、移転価格専門チームによる調査（TPC＝Transfer Pricing Consultation）の2種類がある。

− TPCの目的は、税務当局が移転価格文書の内容や作成時期、並びに移転価格分析の手法および結果を検証し、納税者にアドバイスを提供することとされているが、
調査期間が長期化する傾向があるのでTPCに移行させないような通常調査への対応が必要。

• 調査の終了時にはクロージングレターが発行される。

移転価格調査の動向

• 移転価格文書化義務導入以降、税務当局の質問状において移転価格に関する質問が増加している。

−法人税申告書への関連者間取引フォームの添付義務化により、より移転価格にフォーカスした質問の増加が見込まれる。

−近年ではサプライチェーンや経済分析の内容に関する質問も増加しており、説明能力の高い文書化の作成が求められる。

• 最終的に修正申告を求められたり、更正される事例も増加している（日系企業含む）。

更正（移転価格課税）後の対応方法

• 相互協議による二重課税解消を図ることが一般的。

• これまでに移転価格課税に係る税務訴訟事案は確認されていない。

移転価格調査の概要



© 2020 Deloitte & Touche LLP 35

情報収集及びディスカッション
 初回のミーティング前に情報依頼
 初回のインタビュー時、主要ビジネスメンバーにインタビュー
 その後必要に応じて追加の資料依頼及びディスカッション

資料のレビュー
 ローカルファイルに係る改善アドバイス
 移転価格算定手法の適正性や独立企業間価格で価格が設定されてい
るかについてアドバイス

関連者間取引価格が独立
企業間価格ではなく、納
税者の課税所得が過少と

なっている

NO

Tax adjustmentについて
IRASから提案（納税者
回答可）。IRASと納税
者のミーティングが設
定される可能性あり

Tax adjustmentなしでクロージングレターが発行される。（ローカル
ファイル、移転価格算定手法についてIRASよりアドバイスがなされる
可能性あり）

YES

IRASと納税者と
のディスカッショ

ン後、Tax

adjustmentを進め
るか？

NO

IRASよりTax adjustmentが実施され、コ
メント付きのクロージングレターが発
行される

YES

Step 4: シンガポールにおける税務調査マネジメント

移転価格調査（TPC）のプロセス
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1. IRASはCOVID-19の影響の年度に関して通常と同じタイミン
グで調査を開始するか？それとも遅らせるか？（COVID-19の
影響分析や比較対象企業のデータのAvailabilityを考慮して）

2. ポストCOVID-19でIRASの調査のフォーカスポイントはどこ
になるか？COVID-19前後で何が変わるのか？

Step 4: シンガポールにおける税務調査マネジメント
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 移転価格コンサルテーション（TPC）に移行させないことが最重要事項

 CITQの段階で説明能力の高い移転価格文書を提出することが必要。
 移転価格関連のCITQの回答する際には、現地スタッフに一任せず日本人責任者の関与が必須。また専門家も一般税務の税務代理
人でなく移転価格専門家を必ず関与させること。

 IRASの特性を考慮した戦略的かつ合理的な対応が必要。特に中途半端な対応は非常に危険。

 TPCでは議論の論点をできるだけ絞り、テクニカルな議論ができるようにコントロールすべき

 TPCでは当局からの資料依頼や質問事項が非常に多くなる傾向がある為（対応コストが大きくなる可能性）、早い段階でできるだけ論
点を絞り、経済分析等のテクニカルなディスカッションに持っていくことが重要

 シンガポールでは他のアセアン諸国と違って合理的なディスカッションが可能なので、必要に応じてOECDや他国の判例等を利用しな
がら、一つ一つ丁寧に説明していくことが重要。

 APAやMAPの適用も視野に入れながら交渉すること

 シンガポールは東南アジアでは唯一二国間APAやMAPの経験が豊富である為、調査においてはAPAやMAPを視野に入れた合理的
な議論に基づいて交渉すべき。

Step 4: シンガポールにおける税務調査マネジメント

移転価格調査における留意点
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APA MAP

東南アジア諸国で唯一、税務当局は二国間APA（事前確認）に関して豊富な経験を有している。
 APA対象期間は通常3～5年間。ロールバックも可能（原則2年まで）。ただし、国内APAの場合は不可。事前相談を早期に実施しなければならず、必要資料も多い（詳
細は添付資料参照）。

 2018年において、APAは受理済42件、新規受理20件、合意20件、取下げ/却下2件で合計40件、MAPは、受理済17件、新規受理16件、合意10件、取下げ/却
下2件で合計21件であり、問題なく機能している

Step 4: シンガポールにおける税務調査マネジメント

シンガポールのAPA・MAPの状況
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4. 日本本社及びRHQの観点
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日本本社及びRHQの観点

Post-BEPSとCOVID-19状況下で、本社と地域統括会社はアセアンの移転価格リ
スク管理の観点から何をしなければならないか？

国際課税原則の再構築（BEPS)

BEPS最終報告の3本柱

実質性

• 無形資産
• リスク

透明性

• 移転価格3文書
• 情報交換

整合性

• ミスマッチの
無効化

• 有害税制

「実質性」を重視した「利益を生み出す経済活動が行われ、
価値が創出される場所で、適切に課税されるべき」

従来に増してグローバルベースでのより広範なグループ関連
情報の開示

各国税務当局の移
転価格調査リスク

各国同時多発的な
調査リスクの増大

A 国

B 国
税制改正
執行体制整備中

【当局サイド】

重要な無形資産の形成、グローバルベースでの高付加価値ビジ
ネス、低コストを目指したグローバル供給体制の構築

親会社、地域統括会社、海外拠点機能区分の多様化による移
転価格の複雑化

開発力

• R&D
• 企画・戦略

販路拡大

• マーケティング

• 共有体制強化

グローバル
マネジメント

• 人材（人財）
• 組織強化

海外市場への積極的な進出

【企業サイド】
企業理念・企業ビジョンの実現

C 国

グローバル移転価格ポリシー
戦略的な移転価格ポリシーを策定
し、効率的且つ効果的に実現する為
のオペレーションマニュアルや調査
対応マニュアルを作成することが重
要

経済実態

利益を生み出す経済活動が実在す
るか、高付加価値創出される経済
活動の実態が存在するか

３層構造の新移転価格文書

サポート資料

３層構造の新移転価格文書を通じ
てグループ全体の税務ポジション
を明確にすることが重要

関連者間取引に係る契約書、価格
決定のメカニズム、ベネフィット
テストのサポート資料等々

各国税務当局

• COVID-19の影響で各国の税収が大幅
に減少→BEPSを利用した移転価格調
査によって各国の課税権の拡大を図る

コロナ禍
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5. Key takeaways
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5 Key takeaways

各国個社対応でなく、本社とRHQを含めたグループ全体で戦略的に対応すること01

対応には優先順位とタイミングが重要 （遅すぎても早すぎてもダメ）
02

貴社にとって有利なポジションをサポートする資料はグループ全体で今から準備すべき03

将来の各国税務調査に備えた事前の徹底した準備が重要 ＜Audit management＞04

COVID-19を前向きにとらえて移転価格リスク管理や税務ガバナンスを向上させること05
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Deloitteの役割
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Deloitteの役割
ご要望に応じた支援

 付加価値の高い移転価格文書
税務調査に耐えうる移転価格文書を作成

 本社・RHQ主導の移転価格文書作成
税務調査に耐えうる移転価格文書を作成

 切出損益の作成
調査対応や移転価格管理上必要な切出損益の作成をサ
ポート

 関連者間契約書
関連者間契約作成のアドバイス

 TP戦略
将来の税務調査を見据えて、税務当局の見解や戦
略的な分析を基に税務ポジションを確立

 ベンチマーク分析
CoVid-19の影響を加味したベンチマーク分析を
実施

 移転価格オペレーションの最適化
運用ポリシーの導入や価格調整メカニズムの導入
を支援

 無形資産・グループ内役務提供（IGS）ポリシー構
築のアドバイス

 金融移転価格サービス

 移転価格リスクアセスメント
現状のレビュー＆想定される論点とリスクを特定し、対応方法
についてアドバイス

 関連者間契約書＆第三者情報の分析
COVID-19状況下のグループ全体のリスク配分の整理

 移転価格プランニング／バリューチェーン分析
新たに発生した（する予定）の取引に対し、移転価格税制の観
点からアドバイスを提供

 移転価格調査マネジメント
移転価格調査に移行させない＆移転価格調査を最
小限に抑えるためのノウハウを提供

 移転価格調査対応支援
課税額を最小限に抑えるためのサポートを実施

 現地ナショナルスタッフへのトレーニング
ナショナルスタッフの移転価格税制に対するハードル
を下げ、より複雑な移転価格問題に対応できるような
教育を実施

 APA / MAP 戦略
これまでのシンガポールにおけるAPA/MAPの経験
を活かし、納税者にとってベストなソリューションを提
供

Step 3

Step 2Step 4

Step 1



© 2020 Deloitte & Touche LLP 45

Deloitte シンガポール

五十嵐 潤
パートナー
SEA地域
日系移転価格サービスリーダー
Deloitte Singapore

2020年にデロイトシンガポール事務所に入所し、主
に日系企業を対象とした東南アジア（SEA）地域に
係る移転価格コンサルティングサービスのリーダー
を担当している。
当事務所に入所する前は、2005年から2012年まで
某4大ファームの東京事務所及び米国事務所
（Washington National Tax及びニューヨーク）に
て移転価格サービスに従事し、2012年より2019年
まで某4大ファームのシンガポール事務所にて、移転
価格パートナー並びにジャパンデスク統括リーダー
を兼務していた。日本、米国、シンガポールの各事
務所において、多様な業界の日本企業・外資系企業
に対して、移転価格リスク分析、移転価格プランニ
ング、各国税務当局とのAPA（事前確認）･相互協議
サポート等の移転価格政策を中心とした国際税務戦
略のアドバイザリー業務、移転価格調査対応、移転
価格争訟サポートなど数多くの案件を担当。

- 米国公認会計士
- 米国ジョージタウン大学院ロースクール（租税
法）
- 豪州Monash大学修士（経営システム）
- 早稲田大学法学部卒

See Jee Chang
パートナー
移転価格チームリーダー
Deloitte Singapore

Jee Changは、20年以上の税務経験を有し、そのう
ち10年以上IRASに勤務し、タックスディレクターと
して、APA、相互協議等を担当した経歴を持つ。ま
た、IRASではチームリーダーとして、シンガポール
への移転価格税制導入及び2006年の移転価格ガイド
ライン作成に大きく貢献した。

現在は、国税不服裁判所のBoard of Review、IRAS 
TP roundtable、更にTaxation & Levies 
Committeeのメンバーでもある。

日系企業の移転価格プロジェクトを数多く経験して
おり、日系企業の税務問題に精通している。

事業会社で約8年間勤務の後、税理士法人トーマツ
（現 デロイト トーマツ税理士法人）東京事務所に入
所。事業会社では、開発・マーケティング・事業管
理と幅広く業務を経験した後、管理部門にて移転価
格業務に従事し、事前確認及び相互協議対応（米・
仏）、移転価格プラニング、移転価格税務調査対
応、移転価格リスク評価、移転価格文書作成などを
担当。
入所後は、事業会社における幅広い業務経験と移転
価格実務経験を活かし、多岐に亘る移転価格コンサ
ルティングサービスを提供。
2018年2月よりDeloitte Singaporeに駐在。移転価
格チームに在籍し、税務面でのシンガポールの日系
企業サポートに加え、東南アジア地域における移転
価格プロジェクトのサポートを担当。

下川 直輝
マネジャー
移転価格チーム
Deloitte Singapore



© 2020 Deloitte & Touche LLP

Appendix



© 2020 Deloitte & Touche LLP

シンガポール 移転価格税制概要
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移転価格関連規則の概要
シンガポール 移転価格税制概要

備考

移転価格税制の導入年 2006年 2010年に所得税法第34D条により法制化

関連者の定義 実質支配基準 持株比率等の定量基準なし

国内取引への適用 あり

PE（支店等）への適用 あり

移転価格算定方法 CUP/CP/RP/PS/TNMM 最も適した方法を適用

税務申告時の開示義務 あり 2018賦課年度（YA2018）から導入

税務申告期限 年度終了の翌年11月末

文書（LF）作成義務 あり 法人税申告期限までに作成

文書（LF）の提出期限 要求から30日以内 不提出に対するペナルティあり

文書の言語 英語

加算税 更正所得額の5% 2019賦課年度（YA2019）から導入

延滞税 なし
納期限に納付しない場合は未納税額の5%＋
月1%（最大計17%）

時効 賦課年度終了後4年

APA（事前確認）
可（国内／二国間／多国間
）

国内APAはロールバック不可
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シンガポールの移転価格文書化義務の概要
シンガポール 移転価格文書化

ローカルファイル（LF）
マスターファイ

ル
（MF）

国別報告書

作成/提出
義務者

シンガポール法人、またはシンガポール
に

恒久的施設（PE）を有する外国法人
未導入

シンガポールに所在する
グループの究極親会社

作成/提出
義務の要件

総収入が1,000万Sドル超、かつ関連者間
取引の種類毎の合計額が一定額（棚卸資
産取引およびローン取引は1,500万Sドル、
その他の取引は100万Sドル）を超える場

合、当該取引について作成が必要*1

未導入

グループの前事業年度の
連結総収入額が11億

2500万Sドル以上の場
合、

作成・提出が必要

作成期限 法人税申告期限 未導入 定められていない

提出期限 税務当局の要求から30日以内 未導入
究極親会社の事業年度末

から1年以内

使用言語 英語 未導入 英語

適用開始 YA2019（2018年に終了する事業年度） 未導入
究極親会社の

2017年1月1日以後に
開始する事業年度
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特徴および最近の動向
移転価格税制の規制・執行は厳しさを増している

特徴

• 国外関連者（海外グループ会社）との取引のみならず、本支店間取引および国内取引にも適用される。

• 税務当局とOECD移転価格ガイドラインに沿った論理的な議論が可能。

• 日本や周辺諸国と比較すれば執行は厳しくないが、調査・更正事例は増加傾向にある。

最近の動向

• 2015年1月：移転価格ガイドラインの全面改定

−ローカルファイル（LF）の作成が義務付けられた。

• 2016年10月：関連者間取引の開示義務化を発表

− YA（賦課年度）2018から、法人税申告において関連者間取引フォームを添付することを義務付け。

• 2017年1月：移転価格ガイドラインの一部改定

− 1,500万Sドル以下の関連者間ローンは、税務当局の公表金利通りに金利を設定すれば文書化義務が免除される。

• 2018年2月：移転価格税制の改正

−移転価格文書化義務を法制化し、文書化義務の要件に売上高基準を追加。

−独立企業原則の不順守に対する課徴金や移転価格更正に対する加算税を導入。
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ローカルファイル（LF）作成義務の概要
取引金額および総収入額が基準額を上回る場合には要文書化

• 各年度のLFを法人税申告期限（事業年度終了の翌年11月30日）までに作成しなければならない。

− LFは毎年更新され、3年毎に新規で作成されるべき。ただし、1年目の文書から機能リスク、関連者間取引等に変更が無い場合においては、2年目及び3年目
は簡易文書の形式が認められる。

• 税務調査において税務当局からLFの提出を求められた場合、30日以内に提出しなければならない。提出できない場合はペナルティが課されうる。

• 一定の条件を満たす場合には移転価格文書（LF）の作成義務
が免除される。 （以下は例）

−年間の関連者間取引金額が右表の金額以下の場合

−総収入額が1,000万Sドル以下の場合（YA2019以降）

−国内取引（取引の両当事者に同じ税率が適用される場合）

−単純な役務提供（routine support services）に該当し、
対価が「コスト＋5%マークアップ」で設定されている場合

− 1,500万Sドル以下の関連者間ローンで、金利が税務当局の
公表金利マージンに従って設定されている場合、等

• LFを作成していない場合、以下のような不利益を被る可能性
がある。

−相互協議において税務当局は納税者をサポートしない。

−納税者がAPAを申請しても税務当局は申請を受け付けない。

取引の種類 年間合計額
製品・商品の販売 1,500万Sドル

製品・商品の購入 1,500万Sドル

ローンの貸付 1,500万Sドル

ローンの借入 1,500万Sドル

役務提供対価の受領 100万Sドル

役務提供対価の支払 100万Sドル

ロイヤルティの受領 100万Sドル

ロイヤルティの支払 100万Sドル

その他の取引
（種類毎に）
100万Sドル
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MFが未導入である代わりにLFにグループの情報の記載が必要

(a) グループの概要（事業年度末時点）

 グループ全体の資本関係図（現地法人と取引のある各
関連者の所在国・持株比率含む）

(b) グループの事業の概要（現地法人に関連するもの）

 ビジネスラインや製品及びサービス等の概要
 グループが属する業界の概要
 ビジネスモデル、経営戦略、最近の事業再編
 利益の源泉（プロフィットドライバー）（無形資産及
びその所有者のリストを含む）

 各関連者の主な事業活動及び機能、サプライチェーン
図

 関連者間の取引関係

(c) グループの財務状況

 グループの財務諸表（現地法人の事業に関連するも
の）

 国内（ユニ）APAや事前ルーリングのリスト

(a) 現地法人の概要（事業年度末時点）

 経営構造（レポート先の関連者の概要含む）
 組織図（各部署の従業員数を含む）

(b) 現地法人の事業の概要

 ビジネスラインや製品及びサービス等の概要
 現地法人が属する業界の概要力学、市場、規制、
経済の状況

 ビジネスモデル、経営戦略、最近の事業再編

(c) 現地法人の関連者間取引の詳細説明

 関連者間取引の詳細：関連者の名称、所在国、現
地法人との関係、取引規模

 取引条件を示す契約書や合意文書
 機能・リスク・資産の詳細な分析（前年度との変
化を含む）

 関連するAPAや事前ルーリングの写し

(d) 経済分析（ベンチマーク分析等）

グループの情報*1 シンガポール法人（現地法人）の情報

*1：OECDが定めるマスターファイル（MF）とは異なり、現地法人に関連する情報に限定されている。
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日星二国間APAのタイムライン（事前相談～申請まで）

2021年2月
末

2020年6月末 2020年11月末2020年5月末

9ヶ月前まで

4ヶ月前まで

3ヶ月以内

10ヶ月前まで

2021年3月末

IRASに
事前相談資
料の送付 IRASとの

事前相談
（実質的に
国内審査
の開始）

申請の受理
又は不受理
の連絡

IRASへ
申請書類
提出

申請受理
の連絡

1ヶ月以内

2021年2月末

NTA/TRTBへ
申請書提出

2020年5月末

NTA/TRTBとの
事前相談

＜シンガポール＞

＜日本＞

SG申請受理の
連絡後

確認対象
事業年度
開始の日

（2021年4月1
日）

タイミングは要相談
（SG事前相談時）

確認対象
事業年度
開始の日

（2021年4月1
日）

2021年3月末

当該期間において、IRASから事実関係の確認等のヒ
アリングや資料提出依頼をされることが想定されます

納税者側のアクション

税務当局側のアクション
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日星二国間APAのタイムライン（～相互協議終了まで） 納税者側のアクション

税務当局側のアクション

合意結果の通知

約6ヶ月～12ヶ月 約2～3年（注）

仮合意から
1ヶ月以内

約2～3年（注）

2021年9月 202X年X月

仮合意

依頼資料提出・質問対応等

依頼資料提出・質問対応等

依頼資料提出・質問対応等

NTAとの相互協議

IRASとの相互協議国内審査

合意結果受入の
検討

202X年X月

最終
合意

＜シンガポール＞

＜日本＞

合意結果の通知

合意結果受入の
検討

（注）国内審査を含む相互協議全体に要する平均的な期間（3～4年）から国内審査に係るおおよその期間（6ヶ月～1
年程度）を差し引いた年数としております。
*APA審査及び相互協議の期間は、資料の提出状況や当局間の交渉状況等により変動いたします。
*国税庁の公開情報（平成30年度「相互協議の状況について」）では、平成30事務年度のOECD非加盟国との事前確認
に要する平均的な期間は43.6か月となっております。
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シンガポールにおける手続きの概要（1/2）

 事前相談資料と事前相談の実施

• APA申請期限の10ヶ月以上前に、IRASに対して事前相談の資料を提出する必要があります（2021年4月1日から開始する事
業年度で日星BAPAを申請する場合には、2020年5月末までにIRASに対して事前相談資料の提出が求められます。）。
IRASは事前相談の実施予定日から1ヶ月以上前に事前相談資料の提出を求めます。

• IRASとの事前相談はAPA申請期限の9ヶ月以上前に実施することになっています（2021年4月1日から開始する事業年度を
第一BAPA事業年度として日星BAPAを申請する場合には、2020年6月末までに事前相談を実施することになります。）。

【事前相談資料の内容】

1. 税務代理人の権限証書（レター）

2. 納税者の商号（会社名）、住所、納税者番号、連絡先

3. 確認対象事業年度（遡及適用を希望する場合には、遡及の対象となる事業年度）

4. 確認対象取引の概要

5. 確認対象法人（申請者と国外関連者）

6. 申請者が行う事業全体における確認対象取引の関係

7. 組織図（詳細なもの）

8. 確認対象取引に係る機能・リスク及び資産の概要

9. 確認対象取引に係る機能・リスク及び資産の概要の変遷（確認対象事業年度以前との比較）

10.申請する独立企業間価格の算定方法、利益水準指標、検証対象者及び独立企業間価格（利益率レン
ジ）

11.重要な前提条件

12.その他
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シンガポールにおける手続きの概要（2/2）

 事前相談後のIRASにおける手続き

• 事前相談実施後に、IRASは確認対象取引に係る事実関係を確認するため、納税者に対して資料・情報の提供を求めます。また、新規のAPA案件の場合、
IRASが必要と判断したときは、納税者の役員又は従業員に対してインタビューを実施することがあります。

• IRASは、相手国の税務当局（NTA/TRTB）からの資料・情報依頼書及び当該資料・情報依頼に基づき提出した資料・書類をすべて提出することを求めます
（英語の仮訳を付ける。）。

• 事前相談の結果、IRASがAPA申請を受け入れる場合には、IRASはAPA申請期限の遅くとも4ヶ月前にその旨を納税者に通知します。

 本申請以降の手続き

• 納税者は、上記の受理通知から3ヶ月以内に、APAの申請書をIRASへ提出する必要があります。BAPAの場合、納税者はIRASへのAPA申請と同時に、日本当
局にもAPAの申請書を提出する必要があります。

• APA申請書をIRASが受領後1ヶ月以内に、IRASは当該APA申請の受付又は却下の通知を納税者に対して行います。

• BAPAの場合、APA申請の受付後、IRASは外国当局とコンタクトし、BAPA手続きを進めます。想定スケジュールと外国当局との交渉状況につき、IRASは随
時納税者にアップデートを行います。

• 外国当局との仮合意がなされてから1ヶ月以内に、IRASは合意結果を納税者と協議し、当該合意結果を受け入れるかどうかを議論します。
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Deloitte SEA 及び Japan 移転価格チーム
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Deloitte SEA 移転価格チーム

Country ローカル移転価格専門家 日本人専門家

SEA 統括

Navarro, Carlo
Partner (SEA TP Services Leader)
canavarro@deloitte.com
+63 2 8 581 9035

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner (SEA Japanese TP Services Leader)
juigarashi@deloitte.com
+65 9244 3909

Singapore

See, Jee Chang
Partner (Country Leader)
jcsee@deloitte.com
+65 6216 3181

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner
juigarashi@deloitte.com
+65 9244 3909

下川 直輝 / Naoki Shimokawa
Manager (デロイト日本から出向）

nshimokawa@deloitte.com
+65 6216 3129

Thailand

Stuart Simons
Partner (Country Leader)
ssimons@deloitte.com
+66 (0) 2034 0135

米岡光二郎 / Kojiro Yoneoka
Director
koyoneoka@deloitte.com
+66 2034 0000 Ext. 14498

Malaysia

Goh, Theresa
Partner (Country Leader)
tgoh@deloitte.com
+60 3 7610 8837

秋元啓孝 / Hiroyuki Akimoto
Senior Manager
akimoto@deloitte.com
+60 3 7610 8905

mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:jigarashi@Deloitte.com
mailto:jcsee@deloitte.com
mailto:jigarashi@Deloitte.com
mailto:nshimokawa@deloitte.com
mailto:ssimons@deloitte.com
mailto:koyoneoka@deloitte.com
mailto:tgoh@deloitte.com
mailto:akimoto@deloitte.com
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Deloitte SEA 移転価格チーム

Country ローカル移転価格専門家 日本人専門家

Vietnam

Dinh, Hanh
Partner (Country Leader)
handinh@deloitte.com
+84 24 710 50050

高石元 / Gen Takaishi
Director（Tax）
gtakaishi@deloitte.com
+84 28 710 14342

Indonesia

Kiantiong, Roy
Partner (Country Leader)
rkiantiong@deloitte.com
+62 21 5081 8900

Balim, Balim
Partner
bbalim@deloitte.com
+62 21 5081 8807

南野啓 / Satoshi Minamino
Manager （デロイト日本から出向）

saminamino@deloitte.com
+62 21 5081 9067

Philippines

Navarro, Carlo
Partner (Country Leader)
canavarro@deloitte.com
+63 2 8 581 9035

花岡広之 / Hiroyuki Hanaoka
Director（Tax）
hhanaoka@deloitte.com
+63 2 581 9098

mailto:handinh@deloitte.com
mailto:gtakaishi@deloitte.com
mailto:rkiantiong@deloitte.com
mailto:bbalim@deloitte.com
mailto:saminamino@deloitte.com
mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:hhanaoka@deloitte.com
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Deloitte Japan 移転価格チーム

Country ナショナルリーダー 東南アジア地域担当

Japan

Rieko Ueda/上田 理恵子
Deloitte Tohmatsu Tax Co.
Japan National Transfer Pricing Leader
Office: +81 80 1397 4083
Email: rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp

Itaru Takaki/高木 格
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Tokyo Office
Transfer Pricing Senior Manager
Office: +81 80 4174 4508
Email: itaru.takaki@tohmatsu.co.jp

Ai Yoshimura/吉村 愛
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Osaka Office
Transfer Pricing Manager
Office: +81 80 4183 7318
Email: ai.yoshimura@tohmatsu.co.jp

Norihisa Niibori/新堀 徳久
Deloitte Tohmatsu Tax Co. Tokyo Office
Transfer Pricing Manager
Office: +81 70 1473 8948
Email: norihisa.niibori@tohmatsu.co.jp

• 外資系金融会社を経てデロイトトーマツ税理士
法人に入社し、以来移転価格コンサルティング業
務に従事し、数多くの日系多国籍企業に対して移
転価格プランニング、移転価格調査対応、移転
価格設定方針の策定、相互協議サポート、事前確
認等を含む様々な移転価格コンサルティングに専
門家として関与。

• 主に日系大手電機メーカー、ライフサイエンス、
消費財メーカー、商社等に関与した経験をもち、
各国の税務当局との協議に立ち会った経験を有す
る

mailto:rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp
mailto:itaru.takaki@tohmatsu.co.jp
mailto:ai.yoshimura@tohmatsu.co.jp
mailto:norihisa.niibori@tohmatsu.co.jp
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