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(SGT)14:05-14:35

(JPT)15:05-15:35
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(SGT)14:35-14:55

(JPT)15:35-15:55

Key Takeaways
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はじめに

• 2018年7月にOECDから金融取引の移転価格に関する指針案が公表されました。当該指針案は、

今までOECD移転価格ガイドライン上は明確ではなかったローン取引、債務保証委託取引等の関

連者間金融取引の移転価格について具体的な分析方法を提示しています

• 当該指針案に関しては、各国から集まったパブリックコメントを受けて、OECD内部で最終化に向

けて継続的に協議が行われていましたが、2020年2月11日、最終版として特段大きな修正が入る

ことなく、OECD移転価格ガイドラインの一章として追加されました

• OECD移転価格ガイドラインへの追加を受けて、各国の税務当局も、金融取引の移転価格に関し

てOECD移転価格ガイドラインの内容を踏まえた国内法の整備に着手することが想定されます

• 本セミナーにおいては、一般事業会社が行っているケースが多い関連者間でのローン取引及び債

務保証委託取引に焦点を当て、基本的な知識を確認すると同時に、2020年2月に公表された

OECD移転価格ガイドラインの規定のうち、重要と考えられる部分を解説し、今後の移転価格対応

にお役立ていただくことを目的としております
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１．関連者間ローン取引に関する移転価格対応
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• 移転価格税制の観点からは、金利の計算が妥当に行われているかが論点となりますので、次頁

以降では、OECD移転価格ガイドラインの規定を参照しつつ、金利の具体的な計算方法について

解説します

関連者間ローン取引の概要

(例) 日本親会社から東南アジア子会社への貸付

通貨：USD (1,000万ドル)

貸付期間：3年 (2020年4月1日~)

金利(年率)：変動利率 3%

金利の受取り
(30万USD)

親会社 東南アジア子会社

1,000万USDのローン

(東南アジア)(日本)

移転価格税制の適用
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• 金利は、以下のとおりベースレートとスプレッドから構成されます

• ベースレートは、一般的にリスクフリーレートと呼ばれる”LIBOR”が多く使用されるものの、TIBOR、

EURIBOR、SIBOR、SHIBOR等もあります

• LIBORは、London InterBank Offered Rate(ロンドン銀行間取引金利)の略になります。ロンドン

市場で世界の主要銀行が想定する平均貸出金利であり、基本的に毎日レートを公表しています。

対象期間は、翌日物、1週間物、1ヵ月物、 2ヵ月物、3ヵ月物、6ヵ月物及び1年物の7つで、対象

通貨としては、ユーロ、米ドル、英ポンド、日本円及びスイスフランがあり、インターコンチネンタル

取引所(ICE)で管理されています

• スプレッドは、信用リスクプレミアム、流動性リスクプレミアム等、資金を貸し付けることにより発生

するリスクに対するプレミアム(リターン)を指します

• 移転価格税制の観点からは、ベースレートを適切に選択しているか（ローンの通貨と一致してい

るか、期間は対応しているか、等）、適切なスプレッドを付加しているか、等が論点となります

金利について

例： LIBOR(1%) + 50bps(0.5%) = 1.5% 

ベースレート
(リスクフリーレート)

スプレッド
(リスクプレミアム)

出来上がりレート
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• 英金融当局は、LIBORに関して、 2012年の不正操作事件を機に2021年末までにLIBORを廃止

し、より信頼性の高い新たな指標金利を採用する方針を示しています

• 主要通貨のLIBORについては、以下のとおり代替指標となるRFRが既に公表されています

• したがって、関連者間ローンの実施にあたり、LIBORをベースレートとして選択している事業会社

に関しては、今後、適切な代替指標を選択の上、関連者間契約を見直す必要があります

• ただし、LIBORから代替指標への移行にあたって必要となる金利の調整方法に関して、現時点

(2020年8月時点)で関係当局から統一的な見解が公表されていないため、今後の動きを注視す

る必要があります

ベースレートについて

例： LIBOR（1%） + 50bps(0.5%) = 1.5% 

ベースレート
(リスクフリーレート)

スプレッド
(リスクプレミアム)

出来上がりレート
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• スプレッドは、信用リスクプレミアム、流動性リスクプレミアム等、資金を貸し付けることにより発生

するリスクに対するプレミアム(リターン)を指します

• ベースレートに付加すべき妥当なスプレッドを計算するためには、まずは、資金調達者（債務者）

の債務履行能力又は個別債務の履行確実性を評価する必要があり、OECD移転価格ガイドライ

ンも、“借入人の信用格付または特定の発行体の格付を考慮し、貸付条件および比較可能性の

すべての要素を考慮したうえで、独立企業間金利を求めることができる（OECD移転価格ガイドラ

イン10.89）”と規定し、スプレッドの計算にあたっては、債務者の信用力を考慮することの重要性

を強調しています

• したがって、移転価格税制の観点から妥当なスプレッドを計算するためには、以下の検討を行う

ことが必要となります

(1) 資金調達者(債務者)の信用力の評価（信用格付け判定）

(2) 信用格付け判定結果に基づき、妥当なスプレッドの水準をデータベースを使用してベンチマー

ク分析を実施して算定

スプレッドについて

例： LIBOR(1%) + 50bps(0.5%) = 1.5%

ベースレート
(リスクフリーレート)

スプレッド
(リスクプレミアム)

出来上がりレート
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• 資金調達者(債務者)の債務履行能力又は個別債務の履行確実性に関する評価結果は、一般的

に「信用格付け」と呼ばれます

• これは格付機関(格付会社)が公正な第三者として表明する評価意見であり、通常、独自に定める

格付記号(例: A+)によって表現されます

• 代表的な格付機関は以下のとおりです

# 信用格付け機関

1 Moody's Corporation (Moody’s) 海外

2 S&P Global Ratings (S&P) 海外

3 Fitch Ratings (Fitch) 海外

4 株式会社格付投資情報センター (R&I) 日本

5 株式会社日本格付研究所 (JCR) 日本

信用格付け判定
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Moody's S&P Fitch Ratings

Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term

Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

F1+

Prime

Aa1 AA+ AA+

High gradeAa2 AA AA

Aa3 AA- AA-

A1 A+
A-1

A+
F1+

Upper medium gradeA2 A A

A3
P-2

A-
A-2

A-
F2

Baa1 BBB+ BBB+

Lower medium gradebaa2
P-3

BBB
A-3

BBB
F3

Baa3 BBB- BBB-

Ba1

Not prime

BB+

B

BB+

B

Non-Investment grade speculativeBa2 BB BB

Ba3 BB- BB-

B1 B+ B+

Highly speculativeB2 B B

B3 B- B-

Caa1 CCC+

C CCC C

Substaional Risks

Caa2 CCC Extremely speculative

Caa3 CCC-
Default imminent with little 

prospect for recoveryCa
CC

C

C

D /

DDD

/ In default/ DD

/ D

信用格付け判定（続き）
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• 債務者が前出の信用格付け機関から信用格付けを取得している場合には、当該格付けを使用し

て分析を進めますが、親会社から子会社に関連者間ローンを実施する場合において、親会社が

信用格付けを取得している場合はあっても、債務者である子会社が信用格付けを取得している

ケースは多くありません

• その場合、以下のいずれかのアプローチを採用して、債務者である子会社の信用格付けを判定

するのが一般的です

(1)S&P公表の「グループ格付け手法」に則って、債務者である子会社の信用格付けを判定

親会社が信用格付け機関から信用格付けを取得している場合、当該信用格付けをベースに、債

務者である子会社のグループ内での重要性を、S&P公表の「グループ格付け手法」に則って判断

し、見做し信用格付けを判定します（詳細は次頁参照）

(2)信用格付け機関が提供している分析ソフトウェア*1 を用いて判定

債務者である子会社の財務諸表のデータ等を使用して、簡易的に子会社の信用格付けを判定し

ます

信用格付け判定（続き）

*1：Moody’s社のRiskCalcやS&P社のS&P Capital IQ等が実務上使用されております
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• 前頁に記載のS&P公表の「グループ格付け手法」は、以下の基準に則って子会社のグループ内

での重要性を判定することとしています

信用格付け判定（続き）

# 格付け判定基準(パラグラフ45)

1 売却される可能性が非常に低い

2
グループの主力事業と顧客基盤に密接に関わる事業や機能を有している（ここでの機能は、
グループのリスク管理や資金調達を含む）。多くの場合、ターゲットとする市場もグループと
重なる

3
経営状態にかかわらず支援を提供するという強い長期的なコミットメント、またはそうした支
援を促すインセンティブがグループに存在する

4
事業運営にかなり成功している、あるいはグループの中長期的な目標や利益計画の未達に
つながりかねない懸案事項が存在しない

5
連結グループ全体のなかでかなり大きな割合を占めるか、またはグループに完全に統合さ
れている

6 グループの評判、名称、ブランド、リスク管理に密接につながっている

7 原則として、およそ5 年以上の営業実績がある

8
法的、規制上、あるいは税務上の理由により別個の法人となっているが、むしろグループに
とって必要不可欠なプロフィットセンターもしくは部門を運営している
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• 前頁の8つの判定基準の全てを満たす場合

– 当該子会社は、「中核(Core)」子会社に該当することとなり、見做し信用格付けは親会社の格

付けと同じとなります

• 「中核」子会社の特徴のほぼすべてを備えているが、予想されるグループからの特別支援の程度

がわずかに異なる場合

– 当該子会社は、「戦略的に非常に重要な」子会社に該当することとなり、見做し信用格付けは

親会社の格付けより1ノッチ下となります

• グループ内での重要性が低くなるにしたがって、「戦略的に重要な」子会社、「戦略的にやや重要

な」子会社、「戦略外の」子会社と判定され、見做し信用格付けが低い判定結果となるケースもあ

ります

信用格付け判定（続き）
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ローン取引に関する移転価格算定方法

• 一般的に関連者間ローン取引においては、CUP法が適用されます

• CUP法とは、独立価格批准法を指し、関連者間取引において移転された資産又はサービスの価

値と、(実質的に同一であると認められる状況下で)比較可能な独立企業間取引において移転さ

れた資産又はサービスの価格を比較する方法です

• 本邦移転価格税制においては、「CUP法と同等の方法」又は「CUP法に準ずる方法と同等の方

法」と呼ばれます

第三者の財
務情報プラッ
トフォーム

貸手
グループ外
の第三者

国外
関連者

市場参加者がビットとアスクの価格を第三
者の財務情報プラットフォームに提供し、
市場が形成される。

CUP分析

ビット(客から見た売値)とア
スク(客から見た買値)の市
場価格/第三者の財務情報
プラットフォームによって決
定された利子

潜在的なCUP
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データベースを使用したベンチマーク分析

• 信用格付け判定結果をもとに、次は、第三者のデータベース会社が提供しているデータベースを

使用して、移転価格の観点から妥当なスプレッド(又は出来上がりの金利)を算定します

• ベンチマーク分析で主に使用されるデータベースは以下のとおりです

# データベース名 使用場面

1 LoanConnector (Refinitive)
主にローンのスプレッド、アップフロントフィー及
びアニュアルフィーに関するデータの抽出

2 EIKON (Refinitive)

主に社債(固定利付債券等)のイールド、
LIBORやスワップレート等の最新/ヒストリカルj

情報及びSwap Pricierを利用したSwap計算

3 Bloomberg database (Bloomberg)

主に固定利付債券のイールド、LIBORやスワッ
プレート等の最新/ヒストリカル情報及びSwap 

Managerを利用したSwap計算(EIKONと基本
的には同じ情報が取得可能)

4 Markit (IHS Markit)
上記EIKON及びBloombergと基本的には同じ
情報が取得可能
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移転価格対応を進めるにあたっての留意点

• 前頁までに記載のとおり、移転価格の観点から妥当な金利を算定するためには、まずは債務者

である子会社の信用力を評価し、当該評価結果に基づいてベンチマーク分析を実施する必要が

あり、OECD移転価格ガイドラインも当該アプローチの重要性を強調しています

• ただし、以下のとおり、多くの日系事業会社は、移転価格の観点から適切な金利を設定できてい

ないのが現状であり、今後の税務調査を見据えると、早期に金利設定方法の見直しに着手する

ことが推奨されます

日系事業会社の現状 留意点

親会社から子会社へローンを提供するケース
において、適用金利は、日本の事務運営指針
3-8(2)(貸手の調達サイドの利率に基づく方法)

に基づいて設定しているケースが多い

 貸手の調達サイドの利率には、貸手である
親会社の信用力が反映されており、債務者
である子会社の信用力は反映されていない

 すわなち、適用金利が移転価格の観点から
妥当な金利と比較して低い水準となってい
るケースが多く、今後、貸手側の日本の税
務調査で厳しい指摘を受けることが想定さ
れる
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移転価格対応を進めるにあたっての留意点（続き）

日系事業会社の現状 留意点

親会社から子会社へローンを提供する場合又
は子会社間でローンを提供する場合において、
取引のある金融機関にヒアリングを実施し、銀
行の担当者から見積もりを取って関連者間
ローンの金利を設定しているケースが散見さ
れる

 OECD移転価格ガイドラインは、“バンカビ

リティオピニオンは、実際の取引の比較に
基づくものではないため、比較可能性に基
づく独立企業原則からの逸脱を意味する
(OECD移転価格ガイドライン10.107、
108)”と規定しており、見積もりは実際の取

引金利ではないため、見積もりをベースに
適用金利を決定しても移転価格の観点か
ら妥当な金利とは言えないと明言している

 したがって、金融機関から見積もりを取って
関連者間ローンの金利を設定している場合
には、今後、税務調査で当該金利の妥当
性を否定される可能性が高い

子会社間でローンを提供する場合において、
親会社が当該ローンの金利設定方法をコント
ロールできていないケースが多い

 金利の設定方法は、グループ内で統一的
に運用されていることが望ましい

 各社の判断に任せてしまうと、信用格付け
の判定結果、ベンチマーク分析結果等もグ
ループ内で異なるものとなってしまい、各国
の税務当局への一貫した説明も難しくなる
可能性が高い
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• 取引概要

– 本邦親会社は、タイに設立した子会社に対してタイバーツ(THB)建て融資を実行

– 当該融資の金利に、本邦長期プライムレート(長プラ)に一定の上乗せを行った利率を採用

– 原処分庁は、THBのスワップレートに貸手のスプレッド(本邦短プラ－円LIBOR)を加算して更

正

• 裁決結果

– 原処分庁の更正を支持。請求人はその後東京地裁へ訴訟提起も、請求棄却・確定

日本における裁決事例 タイバーツ建て融資：H15.7.9裁決

タイ子会社
（借手）

本邦親会社
（貸手）

タイバーツ建て融資

金利 請求人
本邦長プラ＋一定の上乗せ利率を採用）

金利 裁決
THBのスワップレートに、スプレッド（本邦短
プラ－円LIBOR）を加算した利率を採用

）



19

• 取引概要

– 本邦親会社から、経営状況が芳しくないベルギー子会社に対し、EUR建て融資(年限2年6か

月)を実行。当該融資に円建て短プラレートを適用

– 原処分庁は、スワップレートを用いて更正

• 裁決結果

– 原処分庁が適用したスワップレートでの更正を容認

– 子会社が債務超過でなく、かつ再建計画も存在しない点で、倒産防止のための相当な理由が

あったとは認めず

日本における裁決事例 倒産防止低利融資：H24.8.1裁決

ベルギー
子会社
（借手）

本邦親会社
（貸手）

融資

金利 請求人
倒産防止のため、やむを得ず円建て短プラ
に設定））

金利 裁決
債務超過でない上に再建計画もなく、やむ
を得ない適正な貸付とは認められず、ス
ワップレートを採用

）
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• 取引概要

– 本邦親会社と関連会社は、第三者銀行から米国子会社への長期転貸を前提にJPY融資(～3

年2か月)を取得

– 同社は、米国子会社に10年及び20年の年限で当該資金を転貸し、銀行融資の利率を適用

– 原処分庁は、貸付期間に対応するスワップレートに銀行借入のスプレッドを加算

• 裁決結果

– 原処分庁が適用した長期スワップレートに、借入におけるスプレッドを用いた更正を容認

– 請求人の主張する銀行との合意の内容は定かでなく、借入金利は貸付期間と同一期間の金利

とは認めず

日本における裁決事例 期間の異なる転貸融資：H28.2.19裁決

米国子会社
（借手）

本邦親会社
（貸手）

JPY融資（10年・20年）

金利 請求人
銀行融資の利率を適用

金利 裁決
貸借期間（10年・20年）のスワップレートに、
銀行融資のスプレッドを加えた利率を採
用）

取引銀行

JPY融資
（～3年2か月）

金利
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ヘッダー口座

キャッシュプーリングについて

グローバル企業の現況

 コロナ禍により業績が悪化して資金繰りに窮している拠点もある一方で、資金を潤沢に
保有している拠点もあり、グループ内での資金の過不足にばらつきがある

 コロナ禍により信用スプレッドが上昇していることを受け、業績の悪化している海外子会
社が現地の金融機関から借入をしようとする場合、金利が高くなるケースも散見される

 グループ全体で見た場合、外部金融機関に対する支払利子の金額は決して小さくない
ケースも多い

 グローバルキャッシュプーリングを導入して、資金余剰の拠点から、ヘッダー口座に資金
を集約し、資金が不足している拠点に資金を提供する

フッター口座C

不足ポジション
フッター口座A

余剰ポジション
フッター口座B

余剰ポジション

サービス提供銀行

資金の集約 資金の集約 資金の提供

イメージ図

ソリューション：グローバルキャッシュプーリングの導入

21
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キャッシュプーリング導入のメリット

キャッシュプーリング導入のメリット

導入のメリット 内容

グループ内余剰資金の有効
活用が可能

- グループ内には、資金余剰の拠点と、資金不足の拠点があ

るのが一般的である。キャッシュプーリングを導入して資金余
剰の拠点から資金不足の拠点へ資金を供給することで、グ
ループ内の余剰資金を有効に活用することが可能となる

外部借入、支払利子の削減
が可能

- 資金余剰の拠点から資金不足の拠点へ資金を供給するこ

とで、資金不足の拠点の第三者銀行からの借入を縮減する
ことが可能となり、第三者銀行への支払利子の削減も可能と
なる

親会社によるグループ全体
の財務ガバナンスの強化が
可能

- キャッシュプーリングを導入することで、子会社の財務状況

のモニタリングが可能となり、海外子会社にはなるべく預金残
高を置かないようにすることで、社内の不正リスク削減が可
能となる

22
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キャッシュプーリング関する税務上の観点からの留意点

OECD移転価格ガイドライン 税務上の観点からの留意点

現状、プールリーダーの果たす機能の分析が十
分に実施されていないケースが多い。プール
リーダーの果たす機能に応じて、一定の対価（コ
ストプラスα等）を優先的に配賦すべきと考えられ
る

プールリーダーへの適切な対価は、キャッ
シュプーリングのアレンジにあたっての事実
関係、プールリーダーが果たす機能、保有す
る資産及び負担するリスクに基づいて決定さ
れる

独立企業原則に則った金利は、全ての契約
条件と比較要因を考慮の上、借手の信用格
付けに基づいて設定されるべきである

事務運営指針3-7（2）（貸手の調達サイドの利率

に基づく方法）に基づいて金利を設定している企
業に対し、適用優先順位が高い3-7（1）（借手サ

イドの利率に基づく方法）を用いて金利を設定す
るよう税務当局から指摘を受ける可能性がある

キャッシュプーリングに関するOECD移転価格ガイドラインの規定

キャッシュプーリングにおいては、グループメ
ンバー間での利益又は損失の配分方法につ
いて決定することが必要である

移転価格リスク管理の観点から、キャッシュプー
リング導入前と比較して、キャッシュプーリング参
加拠点の全てがメリットを享受するよう適切に
プーリングベネフィットを配賦する必要がある
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キャッシュプーリングに関して日系事業会社に求められる移転価
格対応
キャッシュプーリング

 金利水準の妥当性を検証すると同時に、キャッシュプーリングに参加している全ての拠点が

キャッシュプーリング導入前と比較した場合に有利な状況となっているか検証する必要がある

 関連者間ローンと同じように、金利水準が借手の信用力を考慮したものとなっているか

確認する必要がある

 OECD移転価格ガイドラインにおいて、キャッシュプーリングベネフィット（キャシュプーリ

ングの導入によってグループ全体で享受しているベネフィット）の配賦の必要性が強調

されていることから、既にキャッシュプーリングを導入している企業に関しては、適切に

キャッシュプーリングベネフィットを配賦できているか検証する必要があり、今後キャッ

シュプーリングの導入を検討している企業に関しては、導入の検討段階でキャッシュ

プーリングベネフィットの配賦についても考慮すべきである

 キャッシュプーリングは、グループ内で営業資金を短期的に融通しあうことを目的とする

ものであり、特定の拠点が長期に借入ポジションになることは想定されていないため、

長期に借入ポジションとなっている拠点がある場合（長期に資金が動いていない場合）

には注意が必要である（⇒長期金利を適用すべきと指摘される可能性あり）

24
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２．関連者間債務保証委託取引に関する移転価格対応
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• 移転価格税制の観点からは保証料の計算の妥当性が論点となりますので、次頁以降ではOECD

移転価格ガイドラインの規定を参照しつつ、保証料の具体的な計算方法について解説します

関連者間債務保証委託取引の概要

(例) 東南アジア子会社の現地金融機関からの借入れに対する親会社保証

通貨：USD (1,000万ドル)

借入期間：3年 (2020年4月1日~)

保証料率：0.5%

ローン
1,000万ドル

東南アジア
子会社

現地金融機関

金利の支払い

親会社

債務保証

保証料の支払い
5万ドル

保証委託契約

移転価格税制の適用
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債務保証料について

• 金融機関から子会社が借入を行うにあたって、親会社が保証を差し入れることにより、子会社は、

一般的に単独で借入を行う場合と比較して、有利な条件で借入を行えるようになります

• OECD移転価格ガイドラインも、“債務保証の存在により、貸し手がより広範な資産プールまたは

借入額にアクセスできるため、保証を受けた当事者がより有利な金利を得ることを可能にする

(OECD移転価格ガイドライン10.157)”と規定しており、移転価格の観点から対価回収の必要性

を強調しています

ローン

東南アジア
子会社

現地金融機関

（例）単独借入の場合の金利⇒5%

親保証が付いた場合の金利⇒3%

親会社

債務保証

保証料の支払い保証委託契約

金利の支払い
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債務保証料の算定方法

• 前頁のとおり、移転価格の観点からは、保証を差し入れる対価として債務保証料を回収すべきこ

とになりますが、次に、債務保証料の具体的な計算方法が論点となります

• この点、OECD移転価格ガイドラインは、以下の二つのアプローチの有用性について言及してい

ます

1. イールドスプレッドアプローチ

イールドスプレッドアプローチでは、保証がない場合と、ある場合に払う金利のスプレッドを計算す

る（OECD移転価格ガイドライン10.174）

2.  コストアプローチ

コストアプローチは、保証を提供することにより保証人が被る期待損失額(債務不履行による損

失)を推計し、保証人が負担する追加的なリスクを定量化するものである（OECD移転価格ガイド

ライン10.178）
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債務保証料の算定方法 ‐イールド・スプレッドアプローチ‐

• 前出のS&Pの「グループ格付け手法」、又は分析ソフトウェア(RiskCalc)を用いて被保証者である

子会社の見做し信用格付けを判定するまでは、関連者間ローン取引における作業と同様の流れ

となります

• 判定の結果、保証者である親会社と被保証者である子会社の信用格付けが異なる場合、本アプ

ローチを使用して債務保証料を計算することになります

• 保証前後の被保証者の格付け・信用力に基づく市場金利差を基に保証料率を算定するアプロー

チです。当該格付けに基づく第三者からの借入金利と保証がある場合の第三者からの借入金利

とを比較し、その金利差をグループ間保証の対価とする手法になります

 この差が最大の保証料

 経済的利益の分割として
この差の50%~75%の料

率を保証料とするのが実
務上一般的

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

AAA AA A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-

(%)

Credit Rating

INDICATIVE CREDIT SPREADS
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債務保証料の算定方法 ‐コストアプローチ‐

• コストアプローチには色々と種類がありますが、OECD移転価格ガイドラインが規定している内容

は、債務保証を引き受けることにより将来予想される損失額である期待損失に、債務保証を引き

受けることに対し稼得すべきリターン(対潜在的損失利益)を加味して保証料を算定するアプロー

チであり、「保険証券アプローチ」と呼ばれることもあります

• 保険証券アプローチでは、前出のS&Pの「グループ格付け手法」に基づき、被保証者である子会

社の見做し信用格付が保証者である親会社と同格と判定された場合でも保証料の算出が可能と

なるメリットがあります

期待損失

(EL)

対潜在的損失利益

(PL)

債務保証を引き受けることに

よる予想損失割合を算出す

る。Moody’sが発行する累積

デフォルト率データ及び債権

回収率データを用いて算出

する

＋

債務保証を引き受けることに

対し稼得すべきリターンを算

出する。一定の統計学手法

の下、リスクに晒された資本

額を計算し、それに税引き前

ROEを乗じて算出する

＝ 独立企業間保証料

【保険証券アプローチ】
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移転価格対応を進めるにあたっての留意点

• 前頁までに記載のとおり、移転価格の観点から妥当な債務保証料を算定するためには、関連者

間ローン取引と同様に、まずは債務者である子会社の信用力を評価し、当該評価結果に基づい

てベンチマーク分析を実施する必要があり、OECD移転価格ガイドラインも当該アプローチの重

要性を強調しています

• ただし、以下のとおり、多くの日系事業会社は、移転価格の観点から適切な債務保証料を設定で

きていないのが現状であり、今後の税務調査を見据えると、早期に一定の対応を行うことが推奨

されます

日系事業会社の現状 留意点

日本の税法上、債務保証料に関する規定が置
かれていないので、債務保証料は特段回収し
ていないケースが散見される

 日本の税法上、債務保証料特有の規定は
置かれていないが、税務当局は、役務提供
の一種として対価回収が必要であることを
前提に調査に臨んでいるケースが多い

 今までは、債務保証料を取っていなくても金
額的規模が大きくない限り、特段指摘を
行っていない事例もあったが、OECD移転

価格ガイドラインが債務保証料の回収の必
要性を明言していることから、今後は厳しい
姿勢で調査に臨むことが想定される
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移転価格対応を進めるにあたっての留意点（続き）

日系事業会社の現状 留意点

債務保証料は回収しているものの、特に合理
的な理由もない(同業他社と同じ水準で設定し
ている、平成14年裁決に従って10bpsに設定し
ている、等)保証料設定を行っているケースが
散見される

 今までは、債務保証料を取ってさえいれば、
債務保証料の料率自体が税務調査で争点
となる事例は多くなかったが、OECD移転価

格ガイドラインにおいて、具体的な保証料率
の計算方法が明示されたことにより、今後
は、債務保証料を取っていることを当然の
前提として、具体的な料率が争点となる可
能性が高い

キープウェル契約等、債務保証類似行為を
行っている場合に、対価回収の必要性を個別
に検討できていないケースが散見される

 キープウェル契約であっても、実質的に国
外関連者の特定の債務を保証しているよう
な契約形態になっている場合には、債務保
証と同様に、一定の保証料を回収すべきと
考えられるため注意が必要である
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• 取引概要

– オランダ子会社は、債券発行及び銀行等からの借入で資金を調達

– 本邦親会社は、オランダ子会社へ(1)保証、(2)キープウェル契約を提供し、第三者貸手に(3)保

証予約念書、(4)経営指導念書を差入れ。本邦親会社は、上記(1)に係る対価のみを受領

– 原処分庁は、上記(2)～(4)についても対価の必要性を指摘し更正

• 裁決結果

– (2)キープウェル契約に保証取引と同等の法的責任を認定し、対価収受の必要性を認定。(3)

及び(4)の念書は、保証取引と同等とみなさない判断

日本における裁決事例 キープウェル契約：H14.5.24裁決

オランダ
子会社

（被保証者）

本邦親会社
（保証者）

(1)保証

取引銀行

(2)キープウェル契約

(3)保証予約念書(4)経営指導念書

金銭債務

金利 請求人
(1)保証のみ対価収受

金利 裁決
(1)保証及び(2)キープウェル契約

が対価性あり
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３．金融取引の移転価格に関するQ&A

33
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金融取引の移転価格に関するQ&A

• 日系の事業会社の多くは、BEPSの流れを受けて、本業に関する移転価格については一定の対

応を行っているところが多くなってきましたが、金融取引の移転価格に関しては、全く対応できて

いない、あるいは対応が著しく不足してる事業会社が多くなっております

• 金融取引に関するOECD移転価格ガイドラインの公表によって、金融取引に関する価格設定方

法が明確化されましたので、今後は、各国でOECD移転価格ガイドラインの内容を踏まえた税務

調査が実施されることが想定されます

• 以降のページでは、事業会社からいただくケースが多いご質問、それに対する回答を整理させて

いただきましたので、今後、金融取引に関して移転価格対応を進めるにあたってご参考にしてい

ただければと思います
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question1(金融取引の移転価格対応に関して)

現状、金融取引の規模はそれほど大きくないのですが、金融取引の規模がどの程度に
なったらOECD移転価格ガイドラインに則った移転価格対応を行うべきなのでしょうか。

Answer

国によってローカルファイルを準備すべき国外関連取引の金額は異なりますが、日本に
おいては、平成28年度税制改正で、同時文書化対象国外関連取引（一の国外関連者と
の間で行った国外関連取引が取引金額50億円以上、または無形資産取引金額3億円以

上）に関しては、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（ローカルファ
イル）を申告期限までに備え置く必要があることになりました。
金融取引に関しては、元本ではなく、金利や保証料の受払が50億円以上の場合に同時
文書化義務が課されることになりますが、50億円以上の金利や保証料の受払がなされる

ケースは多くなく、税務調査においても、数百万円程度の金利や保証料の受払いであっ
ても細かく価格設定について質問を受け、合理的な回答ができない場合には更正処分に
至っているケースがございます。

従いまして、金額的な規模にこだわることなく、税務調査で質問を受けた場合に価格設定
について質問を受けた場合に回答できる程度の資料（金融取引の概要、借手の信用格付
け判定の結果、ベンチマーク分析結果等を纏めた資料）は準備しておかれることを推奨い
たします。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question2(貸付金利の設定に関して)

現状の関連者ローン取引の金利は、金融機関からの調達レートに、当該調達にあたって
要したコストを賄える金利（数bps程度）を上乗せして設定しており、借手の信用力を評価
した設定方法とはなっておらす、OECD移転価格ガイドラインに則った金利設定とはなっ
ていません。
見直しが必要だとして、いつまでに対応すればよいのでしょうか。

Answer

2020年の2月に公表されたOECD移転価格ガイドラインの内容を受けて、各国の税務当
局も国内法の整備に着手することが想定されています。

一方で、日本においては、現段階で国内法の改正が入るという情報はないものの、関連
者間ローンの金利設定に関して、既に税務調査において、OECD移転価格ガイドラインの
内容の踏まえていると考えられる指摘を行っている事例が散見されるようになっています。
SEA各国の税務当局についても、今後の対応について現時点では読めない部分がござ
いますが、国内法の整備を待つことなく、可能な限り早い段階でOECD移転価格ガイドラ
インに則って見直しを開始することを推奨させていただきます。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question3(貸付金利の設定に関して)

国外関連者側で資金ニーズが発生し、関連者間ローンで資金を提供することにしました。
いつ返済できるか契約時点では読めない部分があるため、とりあえず契約期間を半年に
設定し、金利も短期の金利を適用することにしました。
移転価格の観点から、何か留意すべき点はありますか。

Answer

国外関連者側での資金ニーズを契約締結時点で確認し、実態に合った金利を設定した上
で、契約を締結することが重要です。例えば、一時的な事業資金の不足を補うための関
連者間ローンであれば、短期の金利を適用することにも合理性が認められますが、設備
投資資金として使用される場合等、長期に資金か固定されることが予め分かるようであれ
ば、返済時期を合理的に予測した上で、長期の金利を適用すべきことになります。税務調
査においても、国外関連者側での資金使途は必ず聞かれますので、ご留意ください。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question4(貸付金利の設定に関して)

COVID-19の影響により国外関連者の資金繰りが悪化しており、関連者間ローンを提供

することを検討しています。借手の信用力を評価して金利を設定しなければならないとす
ると高い金利水準となる可能性が高いため、国外関連者の負担とならないよう出来るだ
け低い金利を適用したいと考えていますが、認められるものでしょうか。

Answer

少なくとも日本の税務当局は、国外関連者が債務超過に陥っている場合等、限定的な
ケースでのみ金利の減免を認めており、現在のCOVID-19の下でもその姿勢は崩してい
ません。

安易に低い金利を適用することに関しては移転価格課税リスクが高まることとなりますの
で、ベンチマーク分析を実施して、独立企業原則に則った金利レンジ内で可能な限り低い
水準の金利を適用する、等をご検討いただければと思います。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question5(子会社への財務支援に関して)

COVID-19の影響により国外関連者の資金繰りが悪化しており、国外関連者へ財務支援
を行うことを検討しています。支援形態として、主に「出資」と「ローン」の2種類があると理
解していますが、それぞれのメリットとデメリットを教えてください。

Answer

まず「出資」ですが、子会社からすると、金利の支払いや元本の返済が不要である点がメ
リットとして挙げられますが、一方、デメリットとして、出資にあたって子会社側での取締役
会決議が必要となると同時に、登記所で登録変更も行わなければならず、出資時の手続
きが煩雑であるという点と、一度出資すると、基本的に配当としてしか回収することができ
ず、減資を行おうとすると、現地の会社法上の複雑な手続きが必要になる点等を挙げるこ
とができます。

次に「ローン」ですが、「増資」と比較して複雑な手続きを要しない点がメリットとして挙げら
れますが、デメリットとしては、多くの場合、利息を費用計上する国外関連者側の税率と比
べて収益計上する日本側の税率が高いことから、連結ベースで見た場合、実効税率に影
響が出てくる点、「ローン」の元本や利息支払いの通貨によっては、国外関連者が為替リ
スクを負うことになる点等を挙げることができます。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question6(貸付金利及び保証料の見直しについて)

OECD移転価格ガイドラインに則って金利及び債務保証料の設定を見直す場合、資金の

借手及び被保証者側で金利及び債務保証料の支払いが増加するケースが多くなると思
います。

資金の借手及び被保証者側の税務当局から、増加分の損金計上を否認されたりするリス
クはないのですか。

Answer

OECDに加盟しているのは、欧州諸国、米国、日本等を含む37カ国ですが、加盟国以外
であっても、多くの国がOECDとの協力関係を構築しています。
また、OECDが提唱しているアプローチは、金融の原理原則に則ったものであり、第三者
間の金融取引では既に一般化しているものです。
したがって、OECD移転価格ガイドラインに則って金利及び債務保証料の見直しを行った

結果、資金の借手及び被保証者側の損金計上額が増加したとしても、当該見直しの根拠
資料(分析資料)を適切に準備している限り、当該増加分を否認されるリスクは大きくない
ものと考えます。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question7(ローカルファイルの見直しについて)

関連者間ローン取引について、OECD移転価格ガイドラインの規定に則って借手の信用

力を評価し、ベンチマーク分析を実施の上で適用金利の妥当性を検証し、ローカルファイ
ルに検証対象取引の一つとして追加しました。
分析の内容については、どれくらいの頻度で見直しを実施する必要がありますか。

Answer

分析の内容として、主に信用格付け分析、ベンチマーク分析の二つがございます。
格付け判定に関しては、S&P公表の「グループ格付け手法」に則って判定している限り、

短期的に判定結果が変わる可能性は低いため、組織再編等で事業内容が大きく変更さ
れる場合等を除き、実務上、三年に一回程度の見直しを実施しているケースが多くなって
います。

一方で、金利市場は常に変動していることから、ベンチマーク分析に関しては、実務上、
毎年見直しを実施するケースが多く、OECD移転価格ガイドラインも毎年の見直しを推奨
しています。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question8(保証料の設定について)

国外関連者が現地の金融機関から借入を行うにあたって、親会社が保証を差し入れまし
た。保証を差し入れることによって、親会社側で特段コストは発生していないため、これま
で債務保証料を取ってきませんでしたが、OECD移転価格ガイドラインが公表されて、こ
のような整理で債務保証料を取らないことは認められないのでしょうか。

Answer

保証者側で特段コストが生じていなくとも、保証を差し入れることによって、国外関連者は、
現地の金融機関から有利な条件で借入を行えるようになるのが一般的であり、国外関連
者側で明確な便益が発生することになります。

対価回収の判定にあたって重要となるのは、役務の受領者側で便益が生じているか否か
になりますので、役務の提供者側で特段コストが生じていなくとも、債務保証料を取る方
向で見直しを行っていただく必要があります。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question9(保証料の計算について)

国外関連者が現地金融機関から借入を実施するにあたって、親会社が保証を差し入れる
ことになりましたが、国外関連者は、現地金融機関から融資枠を設定してもらうようですの
で、融資枠に対して保証を差し入れることにしました。

国外関連者から債務保証料を回収するにあたっては、融資枠をベースに計算すべきです
か、それとも国外関連者の実際の借入額をベースに計算すべきですか。

Answer

債務保証料の計算は、国外関連者の実際の借入額をベースに行うことになります。

国外関連者は、融資枠を限度にいつでも借入を行える、という便益を享受することになる
ため、債務保証料は融資枠をベースに計算すべきという考え方もありますか、融資枠に
対して保証を差し入れてもらっただけでは、移転価格の観点から対価を回収すべきと考え
られるほどの便益が国外関連者側で実現しているとは言えず、実際に借入を行って初め
て便益が実現したと考えられることによります。
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金融取引の移転価格に関するQ&A（続き）

Question10(保証料の計算について)

保証料を計算するにあたっては、イールドスプレッドアプローチを採用して、保証がない場
合とある場合に払う金利の差をベースに保証料を計算するのが一般的だと理解しました。

親会社が保証を差し入れている場合、国外関連者は一般的に有利な条件で借入を行え
るとのことですが、仮に国外関連者が単独で借入を行った場合の金利に関して取引金融
機関にヒアリングを行って、ヒアリング結果と実際の借入金利の差分のうち、一定割合を
保証料として回収する、という整理では問題がありますか

Answer

関連者間ローン取引の金利設定にあたって、取引金融機関から見積もりを取って、当該
見積もりをベースに金利を設定することに関しては、OECD移転価格ガイドラインが明確

に否定していると申し上げましたが、関連者間債務保証委託取引も同じ話があてはまり、
単独で借入を行った場合のヒアリング結果に関しては、あくまで見積もりであり、実際の借
入金利ではないため、移転価格の観点から比較可能性は認められないことになります。

したがって、ベンチマーク分析を実施して保証料を計算するアプローチを検討されることを
推奨いたします。
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金融取引の移転価格に関するQ&Aの重要部分のまとめ

取引名 必要となる移転価格対応

関連者間ローン取引

 まずは、現状の金利の設定方法を確認の上、借手の信用力
を考慮した金利設定方法になっていない場合には、ローンの
元本の金額に関わらず、また、OECD移転価格ガイドライン

の内容に則った国内法の整備を待つことなく、早い段階で金
利設定方法の見直しに着手することを推奨します

 金利の見直し後も定期的なアップデートが必要となり、借手
の信用格付判定結果については3年に1回程度、金利のベ
ンチマーク分析については1年に1回程度のアップデートの
実施を推奨します

関連者間債務保証委託取引

 債務保証に関して、現状、保証料を取っていない、又は取っ
てはいるものの計算方法がOECD移転価格ガイドラインに

則ったものとなっていない場合には、債務保証の元本の金
額に関わらず、また、OECD移転価格ガイドラインの内容に

則った国内法の整備を待つことなく、早い段階で保証料設定
方法の見直しに着手することを推奨します

 保証料の見直し後も定期的なアップデートが必要となり、被
保証者の信用格付判定結果については3年に1回程度、保
証料のベンチマーク分析については1年に1回程度のアップ
デートの実施を推奨します
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４．金融取引の移転価格に係る東南アジア諸国の状況



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan and guarantee 
transactions in your country? Are there any domestic 
guidelines/regulations specifically relating to inter-company financing 
transactions? Has the local guidance been updated/revised after 
publication of OECD’s financial transactions guidance? 

2. How are interest rate 
quotes rates obtained from 
third party banks, viewed by 
the local revenue 
authorities?  Are these 
quotes considered as a CUP 
to determine the pricing for 
intercompany loans? Further, 
does your country have an 
indicative/safeharbour 
interest rates? 

3. In your country, what are the 
typical concerns of your local 
clients with respect to financial 
transactions under COVID-19? 

Before OECD After OECD

Australia * Tax authority’s 
position

Aggressive Aggressive (no change) Cannot be used / 
Safeharbour indicative rates 
only for low level 
inbound/outbound loans

How to set interest rates, 
whether to review and change
interest rates to reflect these 
temporary conditions, relying 
on parent-company guarantee 
or ‘Implicit support’ or 
renegotiating existing loans,
unable to pay obligations on 
current loans, revisit historical 
credit ratings – do they need to 
be reconsidered in light of 
current crisis?, switching 
interest on/off

Regulations on FT Existed Exists (no updates, no 
change)

India * Tax authority’s 
position

Aggressive Aggressive (no change) Transaction specific quotes 
may be acceptable but 
generic quotes not / 
Safeharbour indicative rates 
exists

Aggressive position of the tax 
authorities, high cost of funding 
in local currency markets,
aligning the transactions with 
various regs

Regulations on FT Existed Exists (no updates, no 
change)

Indonesia * Tax authority’s 
position

Aggressive Aggressive (no change) Quote prone to challenge –
has to be backed by 
benchmarking / No 
safeharbour

•Changes in credit ratings
•Impact of fluctuating/ lowering 
market interest rates
•Changes in insurance/ 
reinsurance premium and 
commission rate

Regulations on FT Existed Exists (no updates, no 
change)

Summary 

* Thin cap or limitation on interest deductibility rules exists



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan and guarantee 
transactions in your country? Are there any domestic 
guidelines/regulations specifically relating to inter-company financing 
transactions? Has the local guidance been updated/revised after 
publication of OECD’s financial transactions guidance? 

2. How are interest rate 
quotes rates obtained from 
third party banks, viewed by 
the local revenue 
authorities?  Are these 
quotes considered as a CUP 
to determine the pricing for 
intercompany loans? Further, 
does your country have an 
indicative/safeharbour 
interest rates? 

3. In your country, what are the 
typical concerns of your local 
clients with respect to financial 
transactions under COVID-19? 

Before OECD After OECD

Malaysia * Tax authority’s 
position

Moderate Stricter (change: under 
increasing focus)

Prone to challenge and 
should be backed up by 
benchmarking / No 
safeharbour

Whether Malaysian lender can 
provide interest-free loan to 
affiliate, how to defend 
premium interest rate charged 
by affiliate due to the cash 
crunch, would guarantee fee be 
payable

Regulations on FT Existed Exists (no updates, no 
change)

Philippines 
*

Tax authority’s 
position

Moderate Moderate (financial 
transactions not yet 
scrutinised by revenue 
authorities)

Only specific bank reference 
rates considered as quotes –
material transaction to be 
benchmarked / No 
safeharbour

Using the same interest rates as 
before under COVID-19
Revaluation of credit worthiness

Regulations on FT Existed Exists (no updates, no 
change)

Singapore Tax authority’s 
position

Moderate to 
aggressive (some TP 
audits)

Moderate to aggressive 
(no change)

Not considered as CUP –
only has persuasive value –
benchmarking is necessary / 
Safeharbour indicative rates 
exists

Interest free loans
Negative interest rate
Back to back loans

Regulations on FT Existed Exists [no change yet but 
expected to be updated 
next year (Q1)]

Summary 

* Thin cap or limitation on interest deductibility rules exists



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan and guarantee 
transactions in your country? Are there any domestic guidelines/regulations 
specifically relating to inter-company financing transactions? Has the local 
guidance been updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate 
quotes rates obtained from 
third party banks, viewed by 
the local revenue 
authorities?  Are these 
quotes considered as a CUP 
to determine the pricing for 
intercompany loans? Further, 
does your country have an 
indicative/safeharbour 
interest rates? 

3. In your country, what are the 
typical concerns of your local 
clients with respect to financial 
transactions under COVID-19? 

Before OECD After OECD

Thailand Tax authority’s position Low Low (financial transactions 
not yet under focus yet)

Prone to challenge but used 
in the past / informal 
safeharbour on domestic 
loans based on past tax 
rulings 

Use of dated informal 
safeharbour

Regulations on FT No specific 
guidance

No specific guidance (no 
change)

Vietnam * Tax authority’s position Moderate Stricter (change: under 
increasing focus)

Mixed usage of quotes –
challenged in some cases / 
No safeharbour

Interest being higher than 
market rate

Regulations on FT No specific 
guidance

No specific guidance (no 
change)

Summary 

* Thin cap or limitation on interest deductibility rules exists



国 1. ローン及び保証取引は近年どのように執行されているか？関連者間金
融取引に係るガイドラインや規制があるか？国内のガイダンスはOECDの
金融取引に係るガイダンスの発行後アップデートされているか？

2. 第三者の銀行から取得した利率
のクオートについて当国の当局はど
のように考えているか？関連者間
ローンの価格を決定する際のCUPと
考えられているか？また、利率を明
示的にセーフハーバーとして示して
いるか？

3. 金融取引に係る典
型的な懸念は何か（特
にCOVID-19下におい
て）

OECD前 OECD後

オーストラ
リア*

税務当局の姿勢 アグレッシブ アグレッシブ（変更な
し）

使用不可/ セーフハーバー指針レー
トは取引量の少ないローンについて
のみ

利率設定、コロナにお
ける状況を加味した利
率に変えるべきか、親
会社保証による暗黙の
サポートと既存ローン
の比較、ローン支払不
可の可能性、過去の格
付の見直し（コロナ下
での状況を考慮すべき
か？）、利子を付けたり
付けなかったりといっ
た一貫性の欠如

金融取引に係る規制
有無

有 有（アップデート・変更
なし）

インド* 税務当局の姿勢 アグレッシブ アグレッシブ（変更な
し）

取引特有のクオートは認められる可
能性があるが一般的なクオートは使
用不可/ セーフハーバー指針レート
あり

税務当局のアグレッシ
ブな姿勢、ローカル為
替市場での借り入れコ
ストが高いこと、国内の
様々な規制に対応しな
ければならないこと

金融取引に係る規制
有無

有 有（アップデート・変更
なし）

インドネシ
ア*

税務当局の姿勢 アグレッシブ アグレッシブ（変更な
し）

クオートは否認される可能性ありー
ベンチマークによるサポートが必要/ 
セーフハーバーなし

格付の変化、市場利息
の変化、低下
保険・再保険・コミッショ
ンの変化

金融取引に係る規制
有無

有 有（アップデート・変更
なし）

要約

* 過小資本規制または利息の控除可能性に係る規制あり



国 1. ローン及び保証取引は近年どのように執行されているか？関連者間金
融取引に係るガイドラインや規制があるか？国内のガイダンスはOECDの
金融取引に係るガイダンスの発行後アップデートされているか？

2. 第三者の銀行から取得した利率
のクオートについて当国の当局はど
のように考えているか？関連者間
ローンの価格を決定する際のCUPと
考えられているか？また、利率を明
示的にセーフハーバーとして示して
いるか？

3. 金融取引に係る典
型的な懸念は何か（特
にCOVID-19下におい
て）

OECD前 OECD後

マレーシ
ア*

税務当局の姿勢 普通 厳格化（当局の注目度
が高まっている）

否認される可能性ありーベンチマー
クによるサポートが必要/セーフハー
バーなし

マレーシア法人が貸付
人として無利息関連者
間ローンを供与できる
か、資金逼迫による関
連会社からのプレミア
ム利息の説明、保証料
の支払不能

金融取引に係る規制
有無

有 有（アップデート・変更
なし）

フィリピン* 税務当局の姿勢 普通 普通（当局による金融
取引への注目はまだ
そこまで高まっていな
い）

取引特有の銀行照会レートについて
のみクオートとみなされるー取引量
が多ければベンチマークが必要/ 
セーフハーバーなし

コロナ前と同じ利率を
用いること、信用力の
再評価

金融取引に係る規制
有無

有 有（アップデート・変更
なし）

シンガ
ポール

税務当局の姿勢 普通～アグレッシブ
（TP調査の例あり）

普通～アグレッシブ
（変化なし）

CUPとみなされない– サポートの一
環とはなりうるがベンチマーク分析
が必要/ セーフハーバー指針レート
あり

無利息ローン、マイナ
ス金利、バックトゥバッ
クローン

金融取引に係る規制
有無

有 有 来年（第一四半期）
にアップデート予定

タイ 税務当局の姿勢 低 低（金融取引に対する
注目はまだ高くない）

否認される可能性があるが、過去に
は使用されていた/ 国内ローンに係
る過去の個別ルーリングに基づく非
公式のセーフハーバーあり

非公式なセーフハー
バーの使用慣習につ
いて

金融取引に係る規制
有無

なし なし（変更なし）

ベトナム* 税務当局の姿勢 普通 厳格化（当局の注目度
が高まっている）

様々なクオートが使用されるものの
否認されるケースあり/ セーフハー
バーなし

市場利息よりも高い利
率の適用

金融取引に係る規制
有無

なし なし（変更なし）

要約

* 過小資本規制または利息の控除可能性に係る規制あり
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Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance 
been updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Australia •Australian local practical guidance and rulings published by 
the ATO for approaches to assessing risk on FT (e.g. cross 
border debt, interest free debt, derivatives, thin 
capitalisation approaches)
•Acceptance of OECD Guidelines in the local laws
•Increase local revenue authority activity given court case 
win; increase guidance released; and great administrative 
burden now placed on taxpayers to provide information. 

Thin capitalisation rule has been in place, however due to 
COVID-19, this has been relaxed.

•Unexecuted quotes are not accepted by the local revenue 
authority
•No safeharbour rates can be relied on as an arm’s length 
rate for large business; however for certain qualifying small 
taxpayers, indicative rates provided by the ATO for low level 
inbound and outbound loans assist with reducing 
administrative burden of TP documentation 

•From a TP perspective: Increased compliance burden for FT, 
and increased local revenue authority activity and audits on 
the topic
•Similar tax related issue: thin capitalization requirements 
on the quantum of debt also have an impact on TP / Tax 
outcome for FT
•Otherwise, managing FX fluctuations with the AUD is other 
practical concern

COVID-19
1. How can interest rates be set for new loans in an unstable 
environment, with few potential comparable transactions?
2. Should interest rates on existing intercompany loans be 
reviewed and changed to reflect these temporary 
conditions?
3. Relying on parent-company guarantee or ‘Implicit 
support’ to manage increased costs of securing new loans or 
renegotiating existing loans? 
4. Unable to pay obligations on current loans – renegotiate 
favourable terms; delay interest payments; recharacterize 
short term loans as long term etc. 
5. Revisit historical credit ratings – do they need to be 
reconsidered in light of current crisis? Document reasons for 
chosen credit rating
6. Explicit intra-group guarantees – useful tool and 
associated price for a formal guarantee
7. Cash pooling arrangements may be on the rise. 
8. Switching interest on/off (and its inherent problems: force 
majeure clauses, WHT, commerciality)



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan and guarantee transactions in your country? Are there any domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-company financing 
transactions? Has the local guidance been updated/revised after publication of OECD’s financial transactions guidance? 

India As far as the TP provisions are considered, the definition of international transactions vide Section 92B of the Indian TP regulations mentions – “(c) capital financing, including any type of long-term or 
short-term borrowing, lending or guarantee, purchase or sale of marketable securities or any type of advance, payments or deferred payment or receivable or any other debt arising during the course 
of business;”
However, there are no specific guidelines for the enforcement of loan and guarantee transactions in India. The entities may enter into related party transactions as per their need, business policy and 
specific requirements. With regards to the benchmarking for loans and guarantee fee analyses, the best approaches followed globally are been relied upon which are in accordance with the arm’s-
length principle set out in the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (“OECD Guidelines”). 

There are some critical parameters provided in the Indian TP regulations which are looked at while reviewing FT transactions:

•Interest deductibility – As per section 94B of Indian Income Tax Act, borrowing costs shall be deductible in the tax period in which they are incurred only up to 30 percent of the taxpayer's earnings 
before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) or interest paid or payable to Non- resident associated enterprises for that relevant year. The lower of the above two scenarios will be 
deductible. 

It may be pertinent to note that the objective of the provision to restrict the amount of interest paid to Non–resident associated enterprises and therefore, a view can be taken that the total interest 
means interest paid or payable to Non-Resident Associated Enterprises. Total interest will not include interest paid or payable to banks, financial institution, third party loans (provided any overseas 
group does not guarantee the same) or any other resident related entities etc.

Please note the above provision is applicable only if the interest expenditure exceeds INR 1 crores (about USD 135,000). It is further proposed to exclude Banks and Insurance business from the ambit 
of the said provisions keeping in view of special nature of these businesses.

•Most Appropriate Method (MAM) – Generally CUP is considered as the MAM for pricing the financial transactions. However, CUP requires, high degree of comparability and data points, as such 
aggregated bond yields, quotations, valuations may not clear the strict requirements of CUP.  Further, for guarantee fee analysis, the guarantee fee arrived at based on the analyses are derived rates 
and not based on actual third party guarantee transactions. Keeping the above provisions in mind, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) introduced the “Other Method” vide Notification No. 
18/2012 [F. No. 142/5/2012-TPL]. Notably, there is no specific method prescribed, and “other method” could be “any” method which takes into account the “price” of the international transaction 
vis-à-vis the same or similar uncontrolled transaction.

•Application of range – Based on CBDT notification no 83/2015, dated October 19, 2015, a minimum of six comparable are required for the application of range in cases where the MAM is selected as 
CUP. Further, an arm’s length range beginning from the thirty-fifth percentile of the data set (arranged in ascending order) and ending on the sixty-fifth percentile is considered. 
The range is not applicable in cases where the MAM is “Other Method”. In case, where the dataset consists of less than six comparable, or the MAM is the “Other Method”, the ALPs determined 
based on the arithmetical mean of all the prices/data included. Further, a 3% variation while adopting the arithmetical mean is applicable. 

Lastly, we would like to confirm that there has been no update in the Indian TP regulations after publication of OECD’s financial transactions guidelines.



Country 2. How are interest rate quotes rates obtained from third party banks, 
viewed by the local revenue authorities?  Are these quotes considered as a 
CUP to determine the pricing for intercompany loans? Further, does your 
country have an indicative/safeharbour interest rates? 

India Bank quotations are considered to be appropriate, if they are based on the 
terms and conditions of transaction under consideration. However, the 
consideration of bank quotes may be subject to additional scrutiny by tax 
authorities, in case of high value transactions. In such cases the authorities 
may want to implement a more detailed methodology based on the 
recommendations of the OECD and the best approach is to perform specific 
benchmarking analyses. It is important to mention that there is no specific 
direction on the materiality threshold of such transactions and may be 
subjective.
India first adopted the Safe Harbour Rules in September 2013 and the same 
were applicable for financial year (“FY”) 2012-13 to 2016-17 [Indian tax 
regulations provide for a financial year of April 1 to March 31]. The Safe 
Harbour Rules have been revised regularly since then. The most recent Safe 
Harbour Rules were notified on May 20, 2020 and the same is applicable for 
FY 2019-20.
The rules regarding financing transactions are as shown on the right hand 
side.

Sl. 

No. 

International 

Transactions 
Credit Rating/ Monetary Threshold Safe Harbour Rates 

1 

Intra group loans 

denominated in 

Indian currency 

CRISIL rating of AE: 

One year marginal cost of 

funds lending rate of State 

Bank of India (SBI) as on 1st 

April, 2019 plus 

AAA to A or its equivalent 175 bps 

BBB-, BBB, BBB+ or Equivalent 325 bps 

BB to B or its equivalent 475 bps 

C to D or its equivalent 625 bps 

Credit rating of AE not available 

and the aggregate sum of loan 

advanced to AEs as on March 31, 

2020 does not exceed Rs. 100 

crore 

425 bps 

2 

Intra group loans 

denominated in 

foreign currency 

CRISIL rating of AE: 

Six month’s LIBOR of the 

relevant currency as on 30 

September, 2019 plus 

AAA to A or its equivalent 150 bps 

BBB-, BBB, BBB+ or Equivalent 300 bps 

BB to B or its equivalent 450 bps 

C to D or its equivalent 600 bps 

Credit rating of AE not available 

and the aggregate sum of loan 

advanced to AEs as on March 31, 

2020 does not exceed Rs. 100 

crore. 

400 bps 

3 
Provision of 

corporate guarantee 
No threshold 

1% of the amount 

guaranteed 

 

*CRISIL is S&P Global Rating’s local agency in India responsible for issuing local scale ratings for Indian entities.



Country 3. In your country, what are the typical concerns of your local 
clients with respect to financial transactions? 

India In India, the major concerns for clients with respect to 
financial transactions include the following: 

•Aggressive position of the tax authorities on guarantees-
sometime those positions may not align with the principles 
stated in the OECD Financial transaction paper;

•High cost of funding in local currency markets it at times 
difficult to only rely on the borrower’s perspective;

•Limited information on reliable data on interest rates in local 
currency; 

•Aligning the transactions with not only transfer pricing 
regulations, but other regulations stipulated such as 
Company’s Act, Foreign Exchange Management Act (FEMA), 
Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Companies Act;



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to 
inter-company financing transactions? Has the local 
guidance been updated/revised after publication of OECD’s 
financial transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Indonesia Indonesian TP laws require all related party transactions 
including loan and guarantee transactions to comply with 
the arm’s length principle. There are also thin capitalization 
rules which require the companies to maintain the overall 
debt-equity ratio of maximum 4:1.  In addition, there are 
DGT regulations and circular letter outlining the guidelines 
for tax audit for taxpayers with related party transactions 
and in these regulation and circular letter, the DGT also 
includes some guidance on the application of the arm’s 
length principle for related party loan and guarantee 
transactions.  It outlines the steps for analysing loan 
transactions. The analysis for loan transaction includes the 
followings:
• Analysis of the need for the loan;
• Analysis of the existence of related party loan 

transactions;
• Debt to Equity Ratio (“DER”) analysis to ensure that it is 

in line with the local DER regulation (i.e. 4 : 1); and
• Arm’s length analysis of the loan interest rate or 

guarantee fee on related party loan transactions

The local guidance so far has not been updated/ revised 
after the publication of OECD’s financial transaction 
guidance.

While interest rate quotes from third party banks are 
considered useful for determination of intercompany 
interest rates,  use of those in the TP doc on a standalone 
basis is prone to challenge by the Indonesian Tax Authority 
(“ITA”) as in most cases they do not represent actual loan 
transactions. There is no safe harbour interest rates in 
Indonesia.

Below are some typical concerns that are faced by local 
clients in respect of the financial transactions (i.e. mostly on 
loan and guarantee fee):
• Thin-cap rules - especially when the Indonesian entity 

has negative equity due to accumulated losses, all the 
interest expenses are disallowed resulting in additional 
tax cost. 

• Substantiating the existence, need and utilization of 
the loan. 

• Guarantee fee transactions – especially the basis 
(comparability analysis) to support the payment of 
guarantee fee. 

• Interest free loan arrangement from related party –
potential challenges from withholding tax perspective.  

• The impact of COVID-19 on their financial transactions 
– there is no clarity as of now as to how the tax office 
will factor in the COVID-19 impact on financial 
transactions, but they could expect that the inbound 
loan transactions are aligned with the falling market 
interest rates. 



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance 
been updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Malaysia This is an area of increased focus, with stricter enforcement 
and adjustments in audit as time progresses. Financial 
guarantee fee payments are non-deductible for tax 
purposes. 

Are there any domestic guidelines/regulations specifically 
relating to inter-company financing transactions? Yes – TP 
Rules, TP Guidelines and Earning Stripping Rules (“ESR”) (in 
addition to other local deductibility restrictions). 

Has the local guidance been updated/revised after 
publication of OECD’s financial transactions guidance? No –
but in practice, the OECD Guidance is expected to have 
persuasive value. 

This has not been tested in audit, yet. Preference is for 
actual transaction. Mere quote provided over email/phone 
would not comprise CUP. 

Does your country have an indicative/safe harbour interest 
rates? No.

Issue of interest free loans (debt capacity test) – interest 
free loans are common in the domestic controlled 
transactions front, and are being aggressively challenged by 
IRB since 2017. Another pertinent issue in current market 
conditions is how the IRB would view if the Malaysian lender 
were to provide interest free loan or at a low rate of 
interest to help affiliates tide over financial distress. An 
allied but opposite issue is how the IRB would view a 
premium interest charge due to the current economic 
environment (if Malaysian entity is the borrower).

COVID-19
# Whether Malaysian lender can provide interest-free loan 
(or at subsidized interest rate) to affiliate?

# Whether Malaysian lender can provide loan, back-to-back 
(i.e. no spread), to affiliate?

# How to defend premium interest rate charged by affiliate 
due to the cash crunch?

# Would guarantee fee be payable (in an arm’s length 
environment) under these circumstances? Group affiliation, 
passive association, debt-capacity, etc.

The local revenue authority has not provided any formal 
response to these. However, they do appreciate that these 
may be legitimate scenarios and would deal with these on a 
case-by-case basis.



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance 
been updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Philippines The Philippine TP regulations (RR 2-2013) generally follow 
the OECD Guidelines for loans and guarantees. Hence, the 
TP analysis for these transactions must follow the 
international requirements. 

Furthermore, the Philippine tax authorities issued Revenue 
Audit Memorandum Order No. 1-2019 (“RAMO 1-2019”) last 
August 2019, a guideline for conducting transfer pricing 
(“TP”) audits in the Philippines. Chapter 8 of RAMO 1-2019 
provides guidelines on how to test interest payment 
transactions, in addition to the requirements provided in the 
Philippine TP guidelines. For loan transactions, RAMO 1-
2019 requires the debt-to-equity ratio and interest coverage 
ratio. For guarantee transactions, there is no specific 
guidance provided.

There are no formal thin capitalization rules in the 
Philippines. However, the Philippine Transfer Pricing Audit 
Guidelines (RAMO 1-2019) require that the debt-to-equity 
ratio (“DER”) and interest coverage ratio (“ICR”) of an entity 
must be at arm’s length. If the DER and ICR are 
unreasonable, adjustments can be made.

We understand that interest rate quotes are rates quoted by 
third-party bank before a party enters into a loan agreement. 
Based on RAMO 1-2019, the comparable interest rates 
acceptable under local regulations are the interest rates 
commonly used by independent parties (e.g., BSP, LIBOR, 
SIBOR, USOR, or JISOR). For material loan transactions (i.e., 
where interest expense to total expense ratio is 15% or 
more), in actual practice benchmarking analysis is necessary 
and follows OECD approach. For non-material loan 
transactions, the above reference rates are used as quotes. 
Further, you may note that there are no safe harbour 
provisions in the Philippines with respect to payment of 
interest to related parties. 

While the Philippine TP regulations have no definite 
guidelines on the application of the interest rate quotes 
from third-party banks as CUP data, we may refer to OECD 
Guidelines since the Philippine TP regulations are generally 
OECD-compliant. 

Accordingly, in line with the Guidance on Financial 
Transactions, “the arm's length interest rate for a tested 
loan can be benchmarked against publicly available data for 
other borrowers with the same credit rating for loans with 
sufficiently similar terms and conditions and other 
comparability factors.” As the OECD requires that the 
comparable data be publicly available, third-party bank 
quotes are not “publicly” available since they are only 
provided to a specific lender. Hence, it cannot be used as 
comparable data. The Philippine TP regulations also require 
publicly available data to be used for comparability. 
Moreover, those third party bank quotes are not 
consummated transactions and thus will not fall within the 
ambit of a “transaction”.

The tax authorities have not started scrutinizing financial 
transactions in detail. Hence, the concern typically raised by 
the client is the fundamental question of whether the 
interest rates adhere to the arm’s length principle or 
whether an interest should be charged in case of a transfer 
of fund between related parties. We may expect a detailed 
scrutiny in the near future in view of RAMO 1-2019. 

COVID-19
There are entities that use the same interest rates imposed 
on related parties prior the COVID situation. Considering 
that there are lower market rate forecast for 2020, this may 
pose a challenge on the applicability of a CUP analysis. 
There were also some queries regarding the need to re-
evaluate the borrowing entity’s credit worthiness, and 
effectively re-assess interest rates based on updated credit 
ratings. 



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan and 
guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance been 
updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your local 
clients with respect to financial transactions? 

Singapore Financial transactions are one of the focus areas of the IRAS.  
Active TP audits, especially for real estate sector.

Yes, there are specific TP guidelines for benchmarking inter-
company loan transactions.

Based on informal discussions with the IRAS, some changes 
are expected in the next version of the TPG, to be issued by 
Q1 next year. 

Quotes are not considered as CUP transaction and only has 
persuasive value.  Has to be backed up by CUP analysis.

Yes, there are prescribed safe harbour interest rates in 
Singapore (Indicative Margin).  IRAS has introduced an 
indicative margin which taxpayers can apply on each related 
party loan not exceeding S$15 million as tabulated in this 
table:  

Indicative margin for loan issued during:

1 January 2017 to 31 December 2017  + 250 bps (2.50%)  
1 January 2018 to 31 December 2018 + 175 bps (1.75%) 
1 January 2019 to 31 December 2019 + 175 bps (1.75%) 
1 January 2020 to 31 December 2020 + 200 bps (2.00%) 

IRAS will update the indicative margin at the beginning of 
each calendar year. 

For Fixed interest rate: above margin could be added to 
relevant currency SWAP rate or Singapore Government 
Securities Yield.

For Floating interest rate: above margin could be added on 
relevant currency LIBOR

• Interest free loans – whether documentation needed
• Negative interest rate in cash pool arrangements
• Back to back loans



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance 
been updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Thailand The Thai tax authority has generally not be focused on TP 
for loans and guarantees.  We do not have any specific 
guidelines or regulations.  We are currently waiting for 
secondary laws for the TP laws to be issued  and these may 
address financing transactions (albeit unlikely).

At a technical level, interest quotes may not be viewed as an 
acceptable CUP given that it is not an actual transaction.  
However, we are aware that such rates have been used in 
practice.  We have some informal safe harbor interest rates 
for domestic lending transactions which are based on some 
old private rulings.  For domestic loans made out of excess 
cash,  the fixed deposit rate may be used and for funds on-
lent, the interest rate should not be lower than the cost of 
borrowing.

The informal safe-harbor is based on private rulings issued 
to specific taxpayers.  These rulings actually pre-date the 
introduction of the TP laws in Thailand.  The rulings do not 
refer to any specific rates, but provide what rates should be 
referenced (e.g. relevant fixed deposit rates).  A number of 
companies have used these rates in setting their pricing for 
domestic loans.  Whilst the use of these rates do not 
necessarily give rise to arm’s length pricing, there would be 
low risk of challenge at this time given that the Thai tax 
authority has not indicated that they have changed their 
position. 

Given the lack of focus from the Thai tax authority on 
financial transactions so far, local clients have not shown 
significant concerns in this area.  One potential concern is 
the use of the informal safe harbours given that they are 
dated and do not necessarily result in arm’s  length loan 
pricing and only apply to the lender.



Country 1. How is the current practice of the enforcement of loan 
and guarantee transactions in your country? Are there any 
domestic guidelines/regulations specifically relating to inter-
company financing transactions? Has the local guidance been 
updated/revised after publication of OECD’s financial 
transactions guidance? 

2. How are interest rate quotes rates obtained from third 
party banks, viewed by the local revenue authorities?  Are 
these quotes considered as a CUP to determine the pricing 
for intercompany loans? Further, does your country have an 
indicative/safeharbour interest rates? 

3. In your country, what are the typical concerns of your 
local clients with respect to financial transactions? 

Vietnam There is no specific guidance relating to inter-company 
financing transactions. Guarantee transactions are treated as 
intra-group service and generally have to follow the 3 testing 
layers:
•Testing layer 1: Benefit test
•Testing layer 2: Arm’s length test
•Testing layer 3: Supporting document
There is a guidance on cap of deductible net interest 
expenses in determination of corporate taxable income as 
prescribed on Decree No. 68/2020/ND-CP (“Decree 68”), 
taking effective from 24 June 2020:The total interest 
expenses (after deduction of interest income from bank 
deposits and lending) incurred in the tax period to be 
deductible for Corporate Income Tax (“CIT”) purposes is not 
exceeding 30% of Total net profit from business activities 
plus interest expenses (after deduction of interest income 
from bank deposits and lending) and depreciation expenses 
within the period (EBITDA).

The view from local tax authorities are varied and depended 
on specific tax audit’s team and taxpayers’ explanation. 
Normally, there is no comment or challenge when the 
taxpayer applied CUP using reference rate from third party 
banks to determine the arm’s length for intercompany loans.
However, we have observed some cases when applying the 
interest rate obtained from State Bank of Vietnam or 
Commercial banks, the tax authority challenged that these 
sources are for reference purpose only, being not 
benchmarking analysis. Where applicable, the tax authority 
prefers using the interest rate stated in a loan contract 
between taxpayer and third party bank as a base for 
benchmarking purpose. There is no safe harbor about 
interest rates in Vietnam currently.

The typical concerns of taxpayers in Vietnam including:
-The applied interest rates is higher than market, in 
comparison with public quoted rates from commercial bank.
-There is intercompany loan when the taxpayers are 
currently having deposit or lend money to other parties. in 
case the Company has idle cash/ deposit in bank/ lending to 
other parties, there would be challenge if the Company still 
borrows money from related parties.
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金融業界担当パートナー

前田 圭
金融業界担当パートナー
東京事務所

Tel: +81(0)80-3694-3457
E-mail:
kei.maeda@tohmatsu.co.jp

 20年以上にわたり、資源エネルギー産業、化学産業、テ
クノロジー産業及び産業用機械等の日系企業に対して金
融取引を含む移転価格コンサルティングサービスを提供
している。

 移転価格問題における複雑な課題に対して、事業面に即
した実践的な解決策により企業の海外への事業展開・運
営に貢献してきた。

 サプライチェーンマネジメント、事業再編に関連する移転
価格対応など、移転価格プロジェクトを幅広く手掛け、特
にバリューチェーンアライメント（VCA）および移転価格ポ
リシーの策定に豊富な経験を有している。

 また、テクノロジーや人工知能（AI）を活用した税務ガバナ
ンスの改善、税務オペレーションの強化など、税務マネジ
メントに関するアドバイザリーサービスも提供している。

 大手監査法人、外資系コンサルティング会社等勤務を経てデロイ
ト トーマツ税理士法人に入社。大手日系・外資系金融機関の移
転価格文書化、税務調査対応、APA申請等の業務に従事すると
同時に、グループファイナンスに関する移転価格税制対応のコン
サルティング提供業務に従事しており、この分野において随一の
実務経験を誇り、グループファイナンス分野における調査事例や
判例・裁決例などにも詳しい。

 デロイト トーマツ税理士法人入社後も過去の経験を活かし、引き
続き日系多国籍企業のグループファイナンス関連のコンサルティ
ング業務を提供している。ローンや信用補完などの金融取引はも
ちろんのこと、キャッシュプーリングの移転価格税制対応のコンサ
ルティング業務に長年の経験を持つという強みをもっている。

丸山 裕司
金融業界担当ディレクター
東京事務所

Tel: +81(0)70-3237-2521
E-mail:
hiroshi1.maruyama@tohmatsu.co.jp

金融業界担当ディレクター 金融担当マネジャー

 大手総合電機メーカーにおける経理・財務業務を経験後、
複数のBig4税理士法人での移転価格アドバイザリー業務
に従事。2015年にデロイト トーマツ税理士法人に入所。
移転価格の専門家として約9年の経験を有する。

 金融機関を中心とした国内外の多国籍企業の国際取引に
係る、移転価格ポリシー構築、移転価格リスク分析、移転
価格文書化、タックスレビュー等の様々なプロジェクトに従
事。

 過去には経産省委託調査にて、本邦多国籍企業に対する
BEPSの影響並びに対応方法に関する調査の実施に関
与。

香坂 慎太郎
金融業界担当マネジャー

Tel: +81(0)80-3698-8725
E-mail:
shintaro.kosaka@tohmatsu.co.jp

Deloitte Japan
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Avik Bose

金融業界担当パートナー
シンガポール事務所

Tel: +65 6216 3369
E-mail:
avbose@deloitte.com

Avik is a Tax Partner at Deloitte Singapore. With over 16 years as 

a global transfer pricing professional with Big4 accounting firms, 

Avik has a wealth of experience in transfer pricing planning 

structures for various types of business models, supply/value 

chain realignments, intellectual property valuation, structuring 

and pricing intercompany financial transactions, corporate 

guarantees, cash pooling, debt factoring and leasing 

arrangements, thin-capitalisation analysis as well as planning 

and executing global documentation projects for multinational 

corporations (MNCs).

Avik is also an active speaker at various transfer pricing 

discussion forums. In the past, he had conducted training 

sessions on TP issues with revenue authorities in the region.    

Before relocating to Singapore, Avik worked in Australia, India, 

the United Kingdom and the United States.

Avik is a Chartered Accountant by profession and holds a Master 

Degree in Commerce. He is also an Accredited Tax Professional 

with the Singapore Institute of Accredited Tax Practitioners. 

金融業界担当パートナー

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 SEA/Singapore
Tel: + 65 6800 2989
E-mail: juigarashi@deloitte.com

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

SEA地域日系移転価格サービスリーダー 金融業界担当マネジャー

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
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している。
当事務所に入所する以前は、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。
金融機関における業務経験に基づき、東京事務所では金融移
転価格サービスチームにも所属し、主要行及び大手証券会社
の二国間APA（事前確認）・相互協議サポートを含む金融移転
価格コンサルティングサービスを提供。その他、幅広い業界の
日系・外資系企業に対する移転価格文書作成、移転価格調査
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経験
を有する。

橋元 由里子
金融業界担当マネジャー
シンガポール事務所

Tel: +6569325571
E-mail:
yuhashimoto@deloitte.com

Deloitte Southeast Asia
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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 (National 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

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

Thailand

Stuart Simons
Partner (National 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 (National 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
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mailto:nshimokawa@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 (National 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 (National 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 (National 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
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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.
Partner (National 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

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