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アジェンダ

トピック 講師/司会/パネリスト 時間

本日のスピーカーの紹介 五十嵐潤 10:00 a.m. – 10:05 a.m.

第1部： ガイダンスの解説

(1) 移転価格文書化とCOVID-19の影響を受けた企業の実績が移転価
格税制上適正水準であることの立証

(2) YA2021における特別対応 - 複数年度検証
(3) COVID-19とAPAへの影響 - 手順の明確化

五十嵐潤 / 下川直輝 10:05 a.m. – 10:30 a.m. 

第2部： Q&Aセッション 五十嵐潤 / 橋元由里子 10:30 a.m. – 11:00 a.m.
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第1部： Covid-19に係るIRAS新ガイダンスの概要
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2020年9月7日にIRASよりCovid-19に関するガイダンスが公表されました

Covid-19に係るTPガイダンスの公表

ローカルファイルに記載すべき情報について

Covid-19がどのような影響を業界や納税者に与えたかに
ついて定性的かつ定量的な説明・分析

複数年度検証について

2021賦課年度（YA2021）の1年に限り、IRASへの事前問
合せなしでの適用が可能

APAについて

新規/更新、審査中および締結済APAの取り扱い

公表されたガイダンスは、主に以下の観点となります：

https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-Guidance/Tax-Guidance/Transfer-Pricing/

https://www.iras.gov.sg/irashome/COVID-19-Support-Measures-and-Tax-Guidance/Tax-Guidance/Transfer-Pricing/
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ローカルファイルは、関連者との取引が独立企業間価格で行なわれたことを証明する書類です

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細

1. 企業概要
i. 組織構成
ii. 製品概要

2. 産業分析
i. グローバル市場及び競合他社
ii. カスタマーベース
iii. 市場及び規制等

3. 関連者間取引
i. 関連者取引の種類・金額
ii. 価格設定ポリシー

4. 機能・リスク分析
i. 研究開発活動
ii. 製造活動
iii. 販売活動
iv. リスク
v. バリューチェーン分析

5. 経済分析
i. 検証方法
ii. 移転価格算定方法
iii. 比較対象企業の検索
iv. 独立企業間価格の算定

6. 結論

1. 作成義務（毎年）
総収入がS$10M超（一度作成義務が生じると、翌年総
収入がS$10Mを下回っても3年連続で作成が義務化）

2. 免除要件
a) 同じ税率の国内関連者との取引
b) 金融業を本業としていない国内関連者とのローン
取引

c) 指針金利マージンが使用されている場合
d) ルーティンサポートサービスで5％マークアップが適
用されている場合

e) APAの確認対象
f) 取引高基準（S$15M/S$1M）を超えない

3. 作成期限
税務申告期限まで（YA2021より11月末）

4. 提出義務
IRASの要請から30日以内

5. ペナルティ
違反項目につきS$10,000 （その他、APA申請拒否・
MAP不可の可能性、課税における5％サーチャージ適
用等）

シンガポール文書化規定

ローカルファイルに記載すべき情報について
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ローカルファイルには、必要に応じて以下の情報を記載することが必要になります

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細

納税者の業界におけるCovid-19の影響お

よび直接納税者に与えた影響に係る広範

な分析

Covid-19に関連するリスク管理の意思決

定を、グループ内の誰/どの事業体が行っ

たか

・業界に共通する影響、それに加え、会社に直接与えた影響につい
て、定性的・定量的な説明を準備する

観光・ホテル、外食業界
外出制限や渡航制限措置によ
り、需要減

自動車・自動車部品業界
外出制限と工場稼働停止によ
り、製造・販売の両面に影響

例）産業分析
the industry, market, regulatory 

and economic conditions in 

which the group/ applicable 

entity operates in that basis 

period

例）機能分析
a functional analysis describing 

the functions performed, the 

assets (including intangible 

assets) used or contributed, and 

the risks assumed by each party 

to each transaction

機能を果たす=リスクを負う
 本社がCovid-19影響下、何かしらの
指示を出したか

 シンガポール法人独自でシンガポー
ルの制限措置に従い意思決定をした
のか

機能を果たした（コントロールした）者が
リスクを負う必要があり、リスクのみ負う
ことはできない

・リスク管理に係る意思決定について、実施者の特定と定性的な説
明を準備する

ローカルファイルに記載すべき情報について
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ローカルファイルには、必要に応じて以下の情報を記載することが必要になります

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細

Covid-19前後の納税者及び関連者の機能

分析（例：機能、資産及びリスクの再配分、

キャラクタライゼーションの変更）

Covid-19の影響による関連者間契約上の

義務または重要な条件の変更、修正、終了

・機能・リスクの変更の有無を確認し、定性的な説明を準備する

在庫管理
シンガポール法人から本社に
在庫管理機能を移管

受託製造
製造販売を実施していたシンガ
ポール法人を受託製造会社化
（製品を本社が全量買い取り）

例）機能分析
a functional analysis describing 

the functions performed, the 

assets (including intangible 

assets) used or contributed, and 

the risks assumed by each party 

to each transaction

不可抗力（Force Majeure）条項
戦争、暴動、ストライキ等の「人的災
害」と政府機関の命令等、および地震、
台風、洪水、水害、竜巻等の「自然災
害」における免責

その他
 ロイヤルティ料率減率
 フィーの減額

例）関連者間契約情報
the contract or agreement

showing the terms of each

transaction

・関連者間契約上の変更の有無を確認し、定性的な説明を準備する

ローカルファイルに記載すべき情報について
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ローカルファイルには、必要に応じて以下の情報を記載することが必要になります

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細

納税者の予算(Covid-19以前)と実績の比

較分析およびその差異に係る説明、サポー

ト資料

納税者の収益性がCovid-19によりマイナス

の影響を受けた理由、サポート資料

・予算と実績の差異がCovid-19によるものであったことを定性的・定
量的に説明する

売上減
需要減、工場稼働停止等によって
売上にどのくらいのインパクトが
あったか

利益減
Covid-19前の予算との比較にお
いて、利益にどの程度インパクトが
あったか

例）差異調整（/特殊要因）
information and documents to 

support any adjustments

made to achieve comparability 

between the tested party

or tested transaction and the 

comparable companies or

transactions (where applicable)

マイナスの影響
売上：
 外出制限・出入国制限・在宅勤務に
よる需要減

 工場稼働停止による製品の製造・
販売停止

例）差異調整（/特殊要因）
information and documents to 

support any adjustments

made to achieve comparability 

between the tested party

or tested transaction and the 

comparable companies or

transactions (where applicable)

・Covid-19によるマイナスの影響を定性的・定量的に説明する

ローカルファイルに記載すべき情報について
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ローカルファイルには、必要に応じて以下の情報を記載することが必要になります

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細

納税者が受領したCovid-19に係る政府の

援助・補助金等や事業活動に影響を及ぼし

た規制の詳細

・事業活動に影響を及ぼした政府の補助金や規制について、またそ
のインパクトについて説明する

補助金
 Job Support Scheme（雇用支援スキーム）
 固定資産税減免・免除
 外国人雇用税減免

規制
 サーキットブレーカー
 Stay Home Notices（在宅待機）
 Quarantine Orders（隔離）

例）差異調整（/特殊要因）
information and documents to 

support any adjustments

made to achieve comparability 

between the tested party

or tested transaction and the 

comparable companies or

transactions (where applicable)

ローカルファイルに記載すべき情報について
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複数年度検証がYA2021に限って認められます（特別対応）

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細
複数年度検証について

独立企業間
利益率レンジ
（複数年）

売上
売上原価
売上総利益
販管費
営業利益
営業利益率

15,000,000

(12,000,000)

3,000,000

(4,000,000)

(1,000,000)

(6.67%)

25,000,000

(17,000,000)

8,000,000

(7,000,000)

1,000,000

4.00%

30,000,000

(20,000,000)

10,000,000

(8,500,000)

1,500,000

5.00%

70,000,000

(49,000,000)

21,000,000

(19,500,000)

1,500,000

2.14%

FYE2018 FYE2019 FYE2020
FYE2018-

FYE2020

複数年度検証

検証対象となる会社の1年の利益水準を検証する
検証対象となる会社の複数年（通常3年）の利益水準（加重
平均値）を検証する

単年度検証

下限値 上限値中央値

2% 8%6%
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複数年度検証でもレンジを下回る場合には、移転価格調整を検討します

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細
複数年度検証について

利益率レンジ
（複数年）

売上
売上原価
売上総利益
販管費
営業利益
営業利益率

15,000,000

(12,000,000)

3,000,000

(4,000,000)

(1,000,000)

(6.67%)

25,000,000

(17,000,000)

8,000,000

(7,000,000)

1,000,000

4.00%

30,000,000

(20,000,000)

10,000,000

(8,500,000)

1,500,000

5.00%

70,000,000

(49,000,000)

21,000,000

(19,500,000)

1,500,000

2.14%

FYE2018 FYE2019 FYE2020
FYE2018-

FYE2020

複数年度検証➡複数年度検証の結果、レンジの下限値を下回る場合、下限値までの調整を検討することになります

下限値 上限値中央値

3% 8%6%

70,000,000

(48,400,000)

21,600,000

(19,500,000)

2,100,000

3.00%

FYE2018-

FYE2020

関連者から
の仕入価格
を調整

複数年度検証については、海外の一部の国・地域で認められていない可能性があるため、適用や調整前に確認が必要です
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事前確認を継続する上で前提となる重要な事業上又
は経済上の諸条件

例）事業内容や事業組織に大きな変更がないこと / 

事業を規制する法令等に大きな改正がないこと / 事

業を取り巻く経済条件（為替レートなど）に大きな変化
がないこと等

12

APAの状況によって対応方法が異なります

Covid-19に係るTPガイダンスの詳細
APAについて

APA APA APA APA

新規・更新

Covid-19による重大な影響がない

➡申請可能

Covid-19による重大な影響がある

➡TPに影響を与える要因についてより高いレ

ベルの確実性が認められる時点まで申請延
期を推奨

➡その他不明点についてはIRASに問い合わ
せ

APAについては個別判断となりますので、ご不明点は専門家にご相談ください

審査・交渉中

Covid-19による影響がない

➡審査・交渉継続

Covid-19による影響がある

➡確認対象となっている法人、関連者の機
能・リスク等、なんらかの変更が生じている場
合、早急にIRASに通知

➡審査中APAについてはIRASが継続か否か
を判断。交渉中APAについては相手国と協議

既存

重要な前提条件やその他条件に抵触しない

➡継続

重要な前提条件やその他条件に抵触

➡影響分析、対応案とともに抵触理由を
IRASに提示

➡IRASが継続、条件の修正や停止・終了を
判断。二国間・多国間APAについては相手国
と協議
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第2部： Q&Aセッション
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Q&Aセッション

COVID-19の典型的な移転価格問題の下記の事例に関して、本ガイダンスの内容等
を踏まえて、以下の3つの観点からアドバイスをお願いします。

事例1： Covid-19の影響を受けてSG法人がレンジから外れてしまう事例
事例2： SG法人がSEA/APACビジネスの商流のハブになっている事例
事例3： SG地域統括会社がSEA/APAC関連者へ統括関連サービスの提供を行っている事例

 想定される問題点と当局との争点
 将来年度（YA2021年以降）及び本年度（YA2020）の移転価格文書化（サポート資料含む）
 APAやMAP戦略の観点

Q1

Q2 ポストBEPS及びCOVID-19の環境下、移転価格リスク管理に関して対応リソース（ヒト及びカネ

等）が限られている中で、効率的かつ効果的な移転価格リスク管理手法（移転価格戦略、文書
化、移転価格調査対応等）について何かヒントはありますでしょうか。

 質問1：Covid-19に伴う移転価格リスクを管理する為にどのようなステップを踏めばいいか？
 質問2：効率的（安く＆早く）かつ効果的（説明能力の高い）に移転価格文書を作成するため
のアイデアは？

 質問3: 将来の移転価格調査の事前準備と調査対応の管理を徹底させるアイデアは？
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シンガポール移転価格税制
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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

16

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
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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

17

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

*1：金額が超えていても、一定の要件を満たす場合は作成義務が免除される。
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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

 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。

 2019年5月：Commodity and Trading Activitiesに係る移転価格ガイドラインを公表

 2020年9月：Covid-19に係る移転価格ガイダンスを公表

18

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
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 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。

19

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

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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(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）

20

グループの情報*1 シンガポール法人（現地法人）の情報

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

*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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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。
21

移転価格調査の特徴・動向および更正後の対応方法

移転価格に関する調査は増加傾向にある
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APAの特徴

 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。

 初のAPA合意案件は、シンガポールにおける移転価格税制導入以前の1990年代。

 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。

22

APAの特徴およびAPA・相互協議の件数推移

APA（事前確認）・相互協議は大きな変化は見られない
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ANNEX C – Routine support services

Routine Support Services （低付加価値サービス）

サービス 詳細

1 記帳及び内部監査
会計仕訳、会計帳簿に基づく財務諸表作成、財務データ照合、会計データの信憑性・信頼性確認、内部監査、その他類似
業務

2 債権・債務管理
財務報告、エイジング、請求、顧客からの支払に係る問い合わせ、顧客への支払、その他類似業務に係る売掛金・買掛金
データの照合・確認

3 予算作成 予算・予想作成及びレポート作成のためのデータ収集

4 PCサポート
PC（ハードウェア・ソフトウェア）の使用、ITインフラのメンテナンス、トラブルシューティング、その他類似業務に係るテクニカ
ルアシスタンスサービスの提供

5 データベース管理 データストレージ（収集データの分析は対象外）を含むコンピューターデータベースの一般的な維持・管理

6
従業員福利厚生関連業
務

従業員の給与、福利厚生（ヘルスケア、保険、デンタル、インセンティブ報酬やプロフィットシェアを含む）の管理、福利厚生プ
ラン導入に当たっての外部の医療及び保険関係者とのコーディネーション

7 一般事務 仕入、データ入力、資料のコピー・スキャン、スケジュール調整、文書作成、ファイル管理等の一般事務・管理業務

8 法務 社内法務チームによる一般的な法務サービスの提供

9 給与計算 給与、コミッション等計算のための従業員の労働時間管理、費用精算、給与支払処理、銀行振込

10 広報 会社方針に従った広報業務

11 採用関連業務 人材配置要件、パフォーマンス問題、及び福利厚生の管理、採用情報の公開、採用候補者の選定

12 税務 税務申告準備、税金計算、申告書作成、税務当局からの質問に対する回答準備・送付、税金納付

13 従業員教育・研修 研修や人材開発プログラムの導入・管理

以下のRoutine support servicesを関連者に提供する場合に適用されるマークアップは5％で良いとされております。
（正確には移転価格ガイドラインをご参照ください）
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移転価格調査（TPC）のプロセス

シンガポールの移転価格調査

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
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Deloitte Singapore 日本人移転価格専門家 &

Deloitte SEA （Southeast Asia) 移転価格チーム紹介
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Deloitte Singapore 日本人移転価格専門家

五十嵐 潤 / Jun Igarashi

2020年3月にDeloitte&Touche LLP（デロイト シンガポール）入社し、
主に日系企業を対象とした東南アジア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。

Partner, Transfer Pricing

下川 直輝 / Naoki Shimokawa

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。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。

Manager, Transfer Pricing

橋元 由里子 / Yuriko Hashimoto

2020年にDeloitte Singaporeに入社し、主に日系企業への税務サポー
ト及び東南アジア地域における移転価格コンサルティングサービスに
従事。当事務所入社以前は、金融機関に勤務後、4大ファームの東
京及びシンガポール事務所（駐在）移転価格チームにて勤務。2017年
から2020年までは4大ファームのデンマーク（コペンハーゲン）事務所
にて欧州・米国企業グループに対する移転価格プランニング・アドバ
イザリー業務に従事した。

金融機関での業務経験に基づき、他社東京事務所では金融移転価
格チームにも所属し金融移転価格コンサルティングサービスも提供。
幅広い業界の日系・非日系企業に対する移転価格文書作成、調査対
応、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･相互協議サポート等のアドバイザリー業務を担当している。

Manager, Transfer Pricing

奥村 光輝/ Mitsuteru Okumura

2018年9月デロイトトーマツ税理士法人に入所。入所前は大手税理士
法人に所得し、10年超にわたり大手企業グループに対して、移転価
格アドバイザリーサービスを提供していた経験を有する。

特に、完成車メーカー、自動車部品メーカー、機械、商社等の多国籍
企業に対し、グローバル移転価格ポリシー策定、各種プランニング、
移転価格調査、APA、相互協議等の様々なプロジェクトに従事した経
験を有する。

2021年1月よりデロイトシンガポールに駐在予定。

Senior Manager, Transfer Pricing（駐在予定）
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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 日本人移転価格専門家

SEA統括

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

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner (SEA Japanese TP Leader)
+65 6800 2989 
juigarashi@deloitte.com

Singapore

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

Avik, Bose
Partner
+65 6216 3369
avbose@deloitte.com

五十嵐潤 / Jun Igarashi
Partner
+65 6800 2989
juigarashi@deloitte.com

下川 直輝 / Naoki Shimokawa
Manager (デロイト日本から出向）
+65 6216 3129
nshimokawa@deloitte.com

橋元由里子/ Yuriko Hashimoto
Manager
+65 6932 5571
yuhashimoto@deloitte.com

Thailand

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

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

mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:juigarashi@deloitte.com
mailto:jcsee@deloitte.com
mailto:avbose@deloitte.com
mailto:juigarashi@deloitte.com
mailto:nshimokawa@deloitte.com
mailto:yuhashimoto@deloitte.com
mailto:ssimons@deloitte.com
mailto:koyoneoka@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 日本人移転価格専門家

Malaysia

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

Subhabrata Dasgupta
Partner (National Leader)
+60 3 7610 8376
sudasgupta@deloitte.com

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

Vietnam

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

下川 直輝 / Naoki Shimokawa
Manager (SG兼任）

+65 6216 3129
nshimokawa@deloitte.com

Indonesia

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

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

南野啓 / Satoshi Minamino
Manager （デロイト日本から出向）
+62 21 5081 9067
saminamino@deloitte.com

Philippines

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

下川 直輝 / Naoki Shimokawa
Manager (SG兼任）

+65 6216 3129
nshimokawa@deloitte.com

mailto:tgoh@deloitte.com
mailto:sudasgupta@deloitte.com
mailto:akimoto@deloitte.com
mailto:handinh@deloitte.com
mailto:nshimokawa@deloitte.com
mailto:rkiantiong@deloitte.com
mailto:bbalim@deloitte.com
mailto:saminamino@deloitte.com
mailto:canavarro@deloitte.com
mailto:nshimokawa@deloitte.com
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SEAコリドーチームの活動のご紹介

SEAコリドーチームは、Deloitte Southeast Asia JSG TPチームと連携し、東南アジアの最新トピックス、税務執行状況のアップデート等の
発信を在東南アジア日系企業様のご本社様向けに実施しています。また、Deloitte Southeast Asia主催のWebinarへの参加を通して、最
新の日本の移転価格税制執行状況等の情報発信やその後の日系企業様との関係構築に力を入れております。

Deloitte Singapore JSG TPチームを中心とした東南アジアのDeloitte移転価格チームとの連携を更に強化し、今後も日系企業様の東南
アジアの移転価格税制対策を日本側からサポート致します。

29

Deloitte Japan – SEA コリドー

Rieko Ueda/上田理恵子
Japan National Transfer Pricing 

Leader / SEAコリドー担当
Deloitte Tohmatsu Tax Co.

Office: +81 80 1397 4083

Email: rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp

Mitsuteru Okumura/奥村光輝
Transfer Pricing Senior Manager

Deloitte Tohmatsu Tax Co. 

Office: +81 80 3010 3088

Email: mitsuteru.okumura@tohmatsu.co.jp

Itaru Takaki/高木格
Transfer Pricing Senior Manager

Deloitte Tohmatsu Tax Co. 

Office: +81 80 4174 4508

Email: itaru.takaki@tohmatsu.co.jp

Ai Yoshimura/吉村愛
Transfer Pricing Manager

Deloitte Tohmatsu Tax Co.

Office: +81 80 4183 7318

Email: ai.yoshimura@tohmatsu.co.jp

Norihisa Niibori/新堀徳久
Transfer Pricing Manager

Deloitte Tohmatsu Tax Co. 

Office: +81 70 1473 8948

Email: norihisa.niibori@tohmatsu.co.jp

<2021年1月よりDeloitte Singapore駐在予定>

mailto:rieko2.ueda@tohmatsu.co.jp
mailto:mitsuteru.okumura@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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免責事項

本資料に記載されている内容の著作権はすべてデロイト トゥシュ トーマツ リミテッド、そのメンバーファームまたはこれら
の関連会社（以下「デロイトネットワーク」と総称します）に帰属します。著作権法により、デロイトネットワークに無断で転載、
複製等をすることはできません。

本資料は、関連税法およびその他の有効な典拠に従い、例示の事例についての現時点における一般的な解釈について
述べたものです。デロイトネットワークは、本資料により専門的アドバイスまたはサービスを提供するものではありません。
貴社の財務または事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または行為を行う前に、必ず資格のある専門家のアド
バイスを受ける必要があります。また本資料中および講演中の発言における、意見にわたる部分は講演者の私見であり、
デロイトネットワークの公式見解ではありません。デロイトネットワークの各法人は、本資料に依拠することにより利用者が
被った損失について一切責任を負わないものとします

また講演・セミナーで説明した、または配布資料に掲載した当法人の講演・セミナー内容や見解を、当法人の事前の承諾
なくインターネットに掲載する等の行為もお控えください。講演・セミナーで講師等が説明、または補足をした背景事情や前
提を知り得ない第三者が、そのようなインターネット上の掲載に基づき誤った判断をする等の懸念もあるため、発見した場
合は必要に応じ、掲載の差し止めを含む必要な措置を取らせていただく場合もあります。
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