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Tax Bytes
IRAS が新たな移転価格ガイドライン（第 6 版）を公表
Trusted. Transformational. Together.

在シンガポール 日系企業の皆様
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを受け賜り、厚くお礼申し上げます。
2021 年 8 月 10 日、IRAS は新たに移転価格ガイドライン第 6 版（本ガイドラ
イン）を公表しました。主な変更事項は、以下の領域になります。
•

金融取引及び費用分担契約（Cost Contribution Arrangement/CCA）

•

役務提供取引に係る便益テスト、低付加価値企業グループ内役務提供
取引に係るセーフハーバールール、利益水準指標

•

移転価格文書に係る補足説明、所得調整、サーチャージ

•

移転価格調査、二重課税排除、仲裁規定

本ガイドラインの内容は、関連者間取引を行っている納税者が遵守すべきもの
であり、大きな影響を与えるものといえます。主な変更事項の概要は以下の通
りです。

金融取引
本ガイドラインでは、関連者間で行われるローン、キャッシュプーリング、ヘ
ッジ、保証、キャプティブ保険について、独立企業原則を遵守するための広範
な論点を提供しています。
他の関連者間取引と同様に、実際の取引を正確に描写し、事実に基づく機能分
析を行うことの重要性が述べられています。たとえば、納税者が同一グループ
の他のメンバーに対して資金を調達し、提供するという活動が、実際は流動性
の管理、グループのためのキャッシュプールの調整及び管理等といった活動を
含んでいる場合、当該事案の事実と状況に応じて、ローンに係るガイダンスだ
けではなく、役務提供及びキャッシュプーリングに関するガイダンスの適用を
検討すべきと指摘しています。
金融取引について移転価格分析を行う場合、3 段階アプローチ(i.e., 比較可能性
分析、最適な移転価格算定方法及び検証対象者の選定、独立企業間価格の算
定)を適用するとともに、OECD 移転価格ガイドライン (OECD TPG) の第 X 章
も参照とすべきと述べています。また IRAS は関連者間ローンの金利が独立企
業間金利であるかを決定する前に、ローンと称するものが税務上のローンに該
当するか、他の種類の支払い、資本の拠出とみなされるべきかを、3 段階アプ
ローチを用いて決定することが重要と述べています。
IRASは、経済的に関連する特徴(e.g., 返済期日の有無、利息の支払義務、借り
手による第三者金融機関からの資金調達力、貸し手が元利金の支払いを強制す
る権利、融資の優先順位等)を分析する必要があり、ローンと称する取引をロ
ーンとみなすべきかを決定する上で有用な指標になり得ると述べています。ま
た、ハイブリッド商品が税務上の負債又は資本性の金融商品であるかを決定す
るためには、OECD TPGの第X章およびIRASから公表されている「Income
Tax Treatment of Hybrid Instruments」 を参照できると述べています。
ローンと称するもののすべて又はその一部がローンとみなされた場合、次のス

テップでは、独立企業原則をそのローン取引に適用する必要があります。そし
て、経済的に関連する特徴を分析する際には、貸し手と借り手の両方の視点を
考慮することが重要であり、たとえば関連者間ローンが無利息で行われていた
場合、同様の状況で独立企業が同様に無利息貸し付けを行うことが信頼性の高
い証拠をもって説明できない限り、IRASは当該取引を独立企業間取引とはみ
なさないと述べています。
独立価格比準(CUP) 法を適用する場合、関連者間ローンの独立企業間金利は、
経済的に関連するすべての条件が十分に類似している限りにおいて、公的に入
手可能なデータ(i.e., 外部CUP)、潜在的に利用可能な内部CUPに照らしてベン
チマークすることができると述べています。また経済的な特徴に比較可能性が
あり、現実的に代替可能な取引(e.g., 社債、独立第三者間のローン、預金、転
換社債、コマーシャル・ペーパー等)のリターンに基づきベンチマークするこ
とも可能であるが、比較可能性を高めるために差異調整を行う必要性があるか
もしれないと述べています。
CUP法に加えて、本ガイドラインではOECD TPGの第X章を参照して、企業グ
ループ内ローンの価格設定に関するその他の方法についても述べています。そ
の他の方法がより適切であると考えられる場合、当該採用された方法の妥当性
を説明するために移転価格文書を作成、保持することで、納税者はそれらを適
用することができるとも述べています。他方、いわゆる「バンカビリティ」オ
ピニオンは現実に実行された取引ではなく、実際の貸出しの申し出ではないた
め、一般的に独立企業原則の証拠とはみなされないと指摘しています。
貸し手が関連者間でローンを実行したものの、そのローンに関連するリスクを
引き受けていない場合、貸し手はリスクフリーレートのみを収受する権利を有
すると述べています。リスクフリーレートは、格付けの高い国債、インターバ
ンク金利、スワップレート、または格付けの高い国債の買戻条件など参照して
決定することができるとしています。また比較可能な金融商品が複数ある場
合、リスクフリーレートは最も収益率の低い金融商品を参照すべきと述べてい
ます。
借り手の信用力は、金利を決定する際に考慮すべき重要な要因の一つであり、
借り手が、独立した信用格付け機関によって公表され一般に入手可能な信用格
付けを有している場合には、当該格付けは、関連当事者の貸付金の独立企業原
則に基づく分析の参考になると述べています。それがない場合、一般にも入手
可能な金融ツール又は独立した信用格付け機関が採用する評価手法を用いて、
借り手の経済的な特徴を定量的かつ定性的に分析し、借り手の信用格付けを決
定することができると述べています。
受動的関係（Passive Association）の影響(e.g., 暗黙のサポート)、すなわち借
り手が貸し手と同じ企業グループに属するだけで借り手の信用格付けに影響を
与え、結果として低金利を享受している場合には、借り手は当該企業グループ
に対して何らかの対価を支払うことも、比較可能性の調整を行うことも要求さ
れません。ただし、関連者から形式または明示的な保証を与えられた結果とし
て得られる低金利は、借り手にとって直接的な利益が生じており、関連者が行
う当該保証に対して独立企業間で求められる保証料を支払う必要があると述べ
ています。また、本ガイドラインにおいては、グループ全体における借り手の
相対的な重要性、事業の関連性などによって借り手の格付けが影響を受ける可

能性があるものの、ある企業グループに属することによってのみ生じる暗黙の
サポートについては対価性がなく、比較可能性の調整を要供されることはない
と述べています。
また、関連者間ローンは個別に評価する必要があることを明確にしていますが
(契約条件が異なる場合があるため)、他方で、コンプライアンスの負担を軽減
するために、複数の関連者間ローンを有する場合には、類似の性質を有するロ
ーン取引について包括して独立企業間価格を算定することもできると述べてい
ます。
納税者は、関連者間の金融取引の価格設定が独立企業間で行われていることを
検証するために、移転価格文書を作成することが求められています。ただし、
当該文書の適用除外の閾値の範囲内にある場合はこの限りではありません。同
時に、移転価格文書の作成を義務付けられていない納税者であっても、関連者
間の金融取引に関する移転価格リスクをより適切に管理するために、移転価格
文書の作成が望まれる場合があることも述べています。

費用分担契約
複数のグループ内契約を締結する代わりに、ある企業グループのメンバーは、
無形資産の開発、又は有形資産を共有するため、若しくは相互にサービスを享
受するために、費用分担契約 ( 「Cost Contribution Arrangement/CCA」 ) を
締結できると述べています。
本ガイドラインにおいて、CCA の定義について言及されていますが、基本的
に OECD TPG に示された原則に従っています。2 つの類型の CCA が存在し、
「開発 CCA」 は無形資産又は有形資産の共同開発、生産、取得のために締結
されるものであり、 「サービス CCA」 はサービスを享受するために締結され
るものとされています。
CCA の条件が独立企業原則を満たすためには、すべての参加者が、CCA から
相互に利益を受け、期待された成果を獲得するために生じるリスクについてプ
ラス・マイナスの両面を共有する必要があります。また参加者による拠出資産
等の価値は、すべての期待便益全体に占める各参加者の持分を考慮して、独立
第三者が同等の状況の下で拠出することに同意したであろう価値と一致してい
る必要があり、実際の拠出資産等全体に占める各参加者の持分は、CCA の下
で受領される期待便益全体に対する各自の持分に比例していなければならない
とされています。そして CCA に対して独立企業原則を適用する場合の詳細な
手順が記載されています。
関連者が CCA を締結する際には、既存の拠出資産等に対して独立企業間価格
に基づく支払いが必要となる場合があります。同様に、CCA の参加者が変更
されると、参加者の拠出資産等と期待便益の持分割合について再評価が必要に
なる可能性があります。そして CCA が終了する場合、独立企業間原則は、参
加者による CCA 活動の成果に対する便益は、調整金の支払又は受取を考慮に
入れて、参加期間中の CCA への拠出資産等に対する持分と一致すると述べて
います。
参加者の拠出資産等に対する調整金の支払は、支払人による拠出資産等の追

加、又は受取人による拠出資産等の減額として扱われます。外国の税務当局
は、CCA に対する参加者の拠出資産等に対する価値又は CCA からの期待便益
が適切ではないと判断した場合、移転価格の更正を行う可能性があります。こ
のような所得の調整によって、参加者間で調整金の支払いが必要になる可能性
があり、その結果、CCA の下で、損金算入額が減額、又は増額する可能性が
あると述べています。
納税者は、CCA に関連するすべての事実と状況を適切に文書化するために、
移転価格文書を準備し、維持する必要があります。CCA に関するガイドライ
ンを適用するための例も示しています。また、独立企業原則の適用上、CＣA
は所得税法上、一定の研究開発費の控除が認められているコストシェアリング
契約 (Cost Sharing Arrangement / CSA) と同義であり、本ガイドラインは
CSA にも同様に適用できるとも述べています。

役務提供取引に係る便益テスト
本ガイドラインは、関連者間の役務提供取引を検討する際に適用される 「便
益テスト」 について、株主活動、重複活動の取扱いに関して、追加的なガイ
ダンスを提供しています。
株主活動(e.g., 株主総会、親会社の株式発行、証券取引所への上場、親会社の
報告義務の遵守、親会社の利益のための他のグループメンバーの会計監査等)
は、関連者間の役務提供取引とはみなされません。これは、当該活動はグルー
プメンバーの利益になるとは期待されておらず、持株会社がその持分を有する
からこそ実施されるものであり、当該活動に係る費用はグループメンバーに請
求されるべきでなく株主レベルで負担されるべきと述べています (独立第三者
間であればそのような活動に対して対価の支払いが行われないため)。一方
で、これらの活動が持株会社の代わりに他のグループメンバーによって実行さ
れる場合、グループメンバーは持株会社に対して独立企業原則に基づいて対価
を請求すべきと述べています。
グループメンバーが行う活動が、他のグループメンバーが自己のために行って
いる又は第三者から受けている活動と重複している場合、そのような活動には
商業的又は実務的な必要性はないので、一般的に役務提供取引は行われていな
いとみなされます。ただし、サービスの重複が必要になる場合もあり(e.g., 事
業上の意思決定を容易にするため、異なる関連者から専門家の意見を求めるこ
と、又はグループレベルで現地及び連結ベースで監督管理機能を遂行するこ
と)、その場合は役務が提供されたとみなされます。役務提供取引に係る重複
の可能性を考慮するには、各活動の性質、要因、差異、その他の特徴を検討す
る必要があると述べられています。

低付加価値企業グループ内役務提供取引に対するマークアップ
IRAS は、5%のコスト・マークアップを適用できる活動の範囲を拡大していま
す。既存のリスト(本ガイドラインの Annex C)に加えて、その役務提供取引が
OECD ガイドラインに規定される低付加価値企業グループ内役務提供取引の定
義を満たしている場合、OECD ガイドラインにおいて個別に除外されていない
場合、相手の税務当局が OECD 簡易アプローチを採用している場合、第三者
に対して同様の役務を提供していない場合、当該役務提供に関連する直接、間

接及び管理費用を含むすべての費用が考慮されている場合には、低付加価値企
業グループ内役務提供取引のための OECD による簡易アプローチに基づく 5%
マークアップの適用を検討することができると述べています。
納税者が上記要件を満たした上で OECD による簡易アプローチを採用する場
合、役務提供取引に係る 5%マークアップは独立企業原則に沿ったものとみな
されます。ただし、OECD ガイドライン 7.64 が要求する情報及び文書を用意
する必要があります。
納税者は提供する役務が事実及び状況に基づいて低付加価値役務提供取引を構
成すると考える場合には、IRAS に対して確認を求めることができます。ま
た、本ガイドラインの Annex C の役務提供取引の一覧に、管理報告-管理目的
のためのデータ集計が追加されています。

利益水準指標としてベリーレシオ及び付加価値コストマークアップ
本ガイドラインでは、取引単位営業利益法 (TNMM) の適用で使用される利益
水準指標 (PLI)の 1 つであるベリーレシオ(i.e., 営業費用に対する売上総利益の
比率)と付加価値コストマークアップ(i.e., 営業費用に対する営業利益の比率)は
いずれも、機能の価値が営業費用に比例 (売上高に比例しない)するという仮定
に基づいており、いずれの PLI を使用する場合も検討事項は同様としていま
す。また販売された物品の原価がその収益性の重要なプロフィットドライバー
であり、納税者の活動がそれらの原価に影響を与える可能性がある場合には、
いずれの PLI も適用することが不適切と述べられています。

文書化ルールの明確化
移転価格文書化の要件を明確にするため、新たなセクションとしてよくある質
問（FAQ）が追加されました。
•

移転価格文書の完成日は、同時文書化されているかを確認するために
要求されている。

•

グループ資本構成を準備する上で、シンガポールの事業がグローバル
な資本構成構成の中でどのように他の事業体とリンクしているかを示
す必要がある。ただし、複雑な資本構成については、当該年度にシン
ガポールに所在する事業体が取引を行った関連者の所在地及び資本関
係を示すため簡略化した図表を作成すればよい。

•

エンティティレベルの情報は、一般的なビジネスの説明ではなく、法
的及び事業構造、ビジネスモデル及び戦略、業界及び経済状況、対象
事業が全体的のバリューチェーンにどのように位置づけられ、貢献し
ているかについて説明する必要がある。

•

国外関連取引の概要には、各取引の内容、取引金額、契約期間、取引
相手の所在及び関係、並びに、取引相手が遂行した機能、引き受けた
リスク (意思決定能力を含む) 及び使用した資産を記載すべきである。

•

移転価格分析には、移転価格算定方法や PLI の選定理由と根拠、検証
対象者/取引、比較対象会社とその財務情報、及び差異調整を含める必
要がある。

•

独立企業間価格とその算定過程が提供されるべきであり、必要に応じ
て業績に重大な影響を及ぼした事象に関する有用な文書を含める必要
がある。

•

他国の税務当局向けに作成された移転価格文書についても、IRAS が規
定する要件に基づいてシンガポールでの事業に関連する情報、グルー
プ及びエンティティレベル情報などを補足することができれば使用す
ることができる。

所得調整及びサーチャージの適用
本ガイドラインでは、所得調整、ペナルティ及びサーチャージが課される場合
について、追加的な説明がなされています。
•

納税者は、過去年度について自発的に増額調整を行うことができる
が、このような自主的な調整についても、その調整の結果、支払うべ
き税金があるかにかかわらず、5%のサーチャージの対象となる。

•

ただし、特定の移転価格調整には、5%のサーチャージは適用されな
い。特定の移転価格調整には、特定の要件を満たす期末調整、事前確
認（APA）における補償調整、及び相互協議 (MAP) の結果に基づく対
応的調整、仲裁決定を実施するために行われた調整が含まれる。

移転価格の調整には 5%のサーチャージが課されますが、IRAS は納税者が協力
的、IRAS が設定した期限内に回答及び必要な文書を提出し、適切な移転価格
文書を維持し、申告期限までに納税申告書を速やかに提出し、直近 2 年間、期
日までに納税を行っているような優れたコンプライアンスを実践している場合
には、サーチャージの全部または一部を免除することができると述べていま
す。
関連者間取引に係る自発的な開示を奨励するため、納税者が IRAS による照会
又は移転価格調査に係る通知を受けておらず、良好なコンプライアンス実績が
あり協力的であることを条件として、申告期限から 2 年以内(2 年以内でない
場合には部分免除が認められる可能性がある)に、自主的に遡及的な増額調整
を行う場合には、サーチャージの全額免除が認められると述べています。
一方、IRAS は所得税法第 93 A 条第 1 項に基づく誤謬/錯誤が生じた場合、遡
及的な減額調整も認められるが、移転価格文書の作成が必要としています。逆
に当該年度末から 4 年間の制限期間内の誤謬又は錯誤による調整でない限り遡
及的な減額調整は認められないと述べています。

移転価格調査及び係争
本ガイドラインでは、IRAS は 「コンサルテーション」 という文言を削除し、
正式に移転価格 「調査」 プロセスと呼ぶようになりました。このプロセスで
IRAS は納税者の移転価格コンプライアンスを移転価格調査を通じて検証する
ことになります。また IRAS は独立企業原則が遵守されていない場合には、所
得を増加させるための移転価格調整を検討し、5%のサーチャージを課すと述
べています。
移転価格による潜在的な係争を予防するため、IRAS は納税者からの APA 申請

を奨励しています。他方で、確認対象取引が通常の事業上の観点からは行われ
ない場合や、税金の回避や軽減を主な目的とするスキームを含む場合には、
APA 申請を受理しないことを明確にしています。また IRAS は関連者間取引に
関する APA 申請を、調査が進行中の場合には受理しないと述べています。す
なわち納税者は、IRAS による調査が完了した後、APA の申請を検討すること
ができます。
また、IRAS は不適切な移転価格文書を保持していたり、独立企業原則に従っ
ていない場合など、特定の状況において APA 又は MAP 申請を却下すること
があると述べています。APA 又は MAP 申請が却下された場合、IRAS はその
理由を納税者に説明しますが、納税者は関連する国内法又は移転価格リスク管
理などの選択肢によって救済を求めることになります。
IRAS は、関連者間の取引に係る事実や状況に大きな変化がない場合、同一の
移転価格算定方法を一貫して適用すべきとの見解を明確にしています。APA
でカバーされていない過去年度に、異なる移転価格算定方法が使用されている
APA が申請された場合、IRAS は異なる移転価格算定方法が適用される理由を
明確にすることになると述べています。
IRAS の調査による増額調整によって二重課税が発生した場合、納税者は当該
二重課税を解決するために、国内法に基づく法的救済措置を求めるか、二重課
税回避するための協定 (DTA) に基づく相互協議（MAP）を求めることができ
ます。MAP の結果、IRAS が過去年度に行った増額調整を減額する必要が生
じ、当該移転価格調整に対してサーチャージが課されていた場合、IRAS は減
額された調整額に対応するサーチャージを還付することになると述べていま
す。
IRAS 及び関係する外国税務当局が MAP に基づく移転価格紛争を一定期間 (一
般的には 2 年から 3 年) 以内に解決できない場合、納税者は、関係する DTA
にそのような手段を規定されていれば、「仲裁」 を通じて紛争の解決を要請
することができます。
関連する DTA の仲裁規定に基づき、納税者は未解決の問題があれば書面で仲
裁委員会に提出するよう要請することができます。IRAS 及び関連する外国の
管轄当局から提供された提案又は情報に基づいて仲裁委員会が行った決定は、
両管轄当局を拘束することになります。仲裁は納税者に確実性をもたらし、国
境を越える紛争をより迅速に解決するのに役立つかもしれません。

デロイトシンガポールによる見解
今回の改訂では、関連者間取引において、特に金融取引、費用分担契約を通じ
た無形資産/役務提供取引に関する具体的なガイダンスが追加されました。こ
れまでと同様に、IRASが採用している原則とアプローチは、基本的にOECD
TPGと整合しています。

ローンに係る独立企業間価格の決定に関して、移転価格分析の一環として、ロ
ーンと称される取引は、まず正確にその実態を描写、検証される必要があるこ
とを明らかにしています。これはハイブリッド又は債務ではない取引/金融商
品に関連します。また貸出・借入業務を行っている事業体又はトレジャリー・
センターについて特別な例外は言及されておらず、まずすべての関連者間ロー
ン取引を分析し、ローンであるか否かを評価した上で、ローン金額に課される
独立企業間金利を検討すべきとしています。
本ガイドラインでは金融取引の一部が役務の提供として認識されていることを
含め、金融取引及び役務提供取引に関して一般的に遭遇する様々な問題にも対
処しています。リスクを負わない貸し手にはリスクフリーレートが適切な対ア
であることを明確にするとともに、借り手に対する暗黙のサポートは支払いや
比較可能性の調整を必要としないことも明らかにしています。さらに、「バン
カビリティ」オピニオンは実際の取引ではないため、一般的には独立企業間取
引の証拠とはみなされないとしています。これらで明確化された点は、納税者
にとって実務上有用なガイダンスであり、OECD TPGと整合的です。
より注意を払うべき問題の一つに保証取引の扱いがあります。本ガイドライン
が公表されるまでは、保証取引の取扱いは明確にされておらず、実務上、
IRASによる移転価格調査において保証取引の取扱いは、必ずしも主な調査対
象項目ではありませんでした。したがって保証料を徴収しない納税者も多かっ
たと思われます。一方、本ガイドラインをみた場合、現状を再評価し、移転価
格設定方法などを考慮する必要があるかもれません。
CCAに関するガイドライン (CSAにも同様に適用される) は広範なものであ
り、納税者が具体的な事実や状況にこの原則を適用できるよう、基本的に
OECDのTPGと一致しています。他の関連者間取引と同様に、IRASは独立企業
原則を適用する必要性と、納税者が移転価格文書を作成し、維持する必要性を
強調しています。
本ガイドラインにおいては、特に独立企業原則及び文書化制度を納税者が遵守
する上での実務的なガイダンスも行っています。たとえば、OECD簡易アプロ
ーチに基づく低付加価値企業グループ内役務提供取引は、セーフハーバーマー
クアップ (5%) 制度の下で、 (低付加価値サービスの定義を満たす) 役務提供取
引の範囲を拡大できる可能性があり、それによってコンプライアンスコストを
削減し、納税者がより複雑な取引に集中するために有用と思われます。
さらに、関連者間の役務提供取引に係る便益テストの追加、特定の利益水準指
標の利用は、納税者の具体的な事実や状況を支援するための追加的なガイダン
スを提供しています。同様に、Q&A形式を通じた移転価格文書化規則の補足
説明は、コンプライアンスを遵守するための取り組みやコストに関して、的を
絞ることができるかもしれません。たとえば、他国の税務当局向けに作成され
た移転価格文書の利用可能性もその一例になります。
前回の改訂と同様、本ガイドラインでは、IRASが要求するより厳しいコンプ
ライアンスと、このようなコンプライアンスを実践するためにIRASが取るで

あろう措置についてのメッセージがみてとれます。たとえば、IRASの移転価
格調査（移転価格コンサルテーションでなく）による増額調整と5%のサーチ
ャージを賦課する状況、当該サーチャージの一部または全部の免除される条件
が示されています。
IRAS は、納税者が協力的であることを奨励し、良好なコンプライアンスを訴
求するとともに、自主的な増額調整にかかる課徴金の全部または一部が免除さ
れる可能性を示唆し、関連者間取引を自主的に開示することを奨励していま
す。また、IRAS は遡及的な減額調整は、誤謬または錯誤があった場合にのみ
認められ、海外税務調査の結果による修正等 (MAP プロセスを介して解決さ
れるべきである) その他の理由による修正は認められていません。
納税者のコンプライアンスの状況を確認する手段は、以前の「コンサルテーシ
ョン」から移転価格「調査」という文言に変更され、そのプロセスはより形式
的で厳格なものになるものと想定されます。またIRASはコンプライアンス違
反があったと評価される場合には、独立企業間価格に基づかない移転価格調整
を行い、5%のサーチャージを課すことを明確にしています。
同時に、本ガイドラインでは、経営の安定性を求める納税者のためにAPAと二
重課税に苦しむ納税者のためのMAPの利点を繰り返し述べています。さら
に、納税者が移転価格紛争を解決するために 「仲裁」 を利用できることも強
調しています。
全体的にみて、本ガイドラインはOECDの現行ガイドラインに近いものとなっ
ており、納税者に対して今後より厳格な移転価格コンプライアンスの期待と要
求を示唆すると同時に、納税者がAPAの下で確実性を求める際には、IRASか
ら継続的な支援が得られることも示唆しています。
移転価格ガイドライン（第6版）の公表は、納税者が既存の移転価格ポリシー
や移転価格文書を見直そうとする目的に適っており、最新の規定に準拠してい
るかどうかの確認だけでなく、納税者が潜在的な移転価格リスクを特定し、そ
れに対処するための機会を提供するものとして評価すべきです。

連絡先
上記またはその他の詳細については、以下に記載されている連絡先またはシン
ガポールのタックス・リーガルチームのメンバーまでお問い合わせください。
五十嵐 潤（Jun Igarashi）
SEA 日系企業移転価格統括 パートナー
+65 9244 3909
juigarashi@deloitte.com

奥村 光輝（Mitsuteru Okumura）
移転価格 ディレクター
+65 6800 3993
mokumura@deloitte.com

椿 拓也（Takuya Tsubaki）
移転価格 マネージャー
+65 6216 3299
tatsubaki@deloitte.com
なお、本ニュースレターの英語版はこちらをご確認ください。適宜、ナショナ
ルスタッフの方々に共有いただけますと幸いです。
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/tax/sgtax-updated-tp-guidelines.pdf
また、Deloitte Singapore Japanese Services Group Tax ウェブサイトに過去
の移転価格・税務セミナー・ニュースレターを載せております。詳細はこちら
をご確認ください。
https://www2.deloitte.com/sg/en/pages/tax/articles/japanese-servicesgroup-tax.html
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