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前章︓はじめに 
 
2018 年 1 ⽉にタイの内閣府は移転価格改正草案を承認し、2018 年 9 ⽉に国⺠⽴法議会により当
該移転価格改正草案が承認され、この度の 2018 年 11 ⽉に移転価格税制に関する歳⼊法典改正
法が公布されました。 
 
この改正を受けて多くの⽇系企業様において、移転価格⽂書の作成保存義務が発⽣することになります。
本資料においては、全ての⽇系企業様が移転価格税制に適正に対応できるよう、「なぜ移転価格税制
が改正されたのか」、「移転価格税制の改正における問題点」、「移転価格における価格設定⽅法等」、
「タイの移転価格税制の改正状況」、「マスターファイル・ローカルファイルの具体的記載内容」、「マスター
ファイル・ローカルファイルの作成スケジュール」など、必要な情報を多数盛り込んでいます。 
 
移転価格⽂書においては、各国における移転価格⽂書の作成経験、タイでの⻑年の実務経験が必要
となり、⼀⻑⼀短で作成できるものではありません。また、作成にあたっては⾼額なデータベースの利⽤も
必要となるために⼗分な準備期間が必要になるものです。ただし、今回のタイにおける移転価格税制の
改正においては、幾度にもおよび改正内容が変更され、具体的な作成が難しい状況が数年間継続され
ました（タイの当局においては、移転価格税制が改正されるまでのモラトリアムに関しては現⾏の歳⼊法
典 65 条の 2「低廉譲渡のみなし所得課税」により、価格の適正性を指摘しています）。 
 
このような状況の中、早急にタイに進出されている⽇系企業様に移転価格税制改正の情報を届けるた
めに、タイにおいて活躍する多くの会計事務所及び⽇本の移転価格に精通した会計事務所と連携し、
「タイ移転価格税制協⼒会」を発⾜しました。タイで活躍する会計⼠・税理⼠の助⾔をいただき、本資
料の作成に携わって頂いたことをこの場を借りて御礼を申し上げます。 
 
※⽂末に本資料の作成に携わってもらいましたメンバーの会社案内を添付しておりますので、移転価格
⽂書が必要であれば是非いずれかの会計事務所へとご連絡をいただければ幸いです。 
 
本資料がタイの移転価格⽂書化実務において、⼀助になれば幸いです。 
 

 

 
LIBRO Co.,Ltd. 代表社員         

 タイ会計事務所 移転価格税制協⼒会         
発起⼈ ⽚瀬 陽平         
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1. 何故移転価格税制が改正されたのか︖ 
なぜこの度タイにおいて「移転価格税制」が⼤幅に改正されることになったのか、まずはその背景を“OECD
（経済協⼒開発機構︓Organisation for Economic Cooperation and Development）の
BEPS プロジェクト”の説明と共にしていきます。 
 

1.1 OECD の BEPS プロジェクト 
皆様は“ダブルアイリッシュ＆ダッチサンドウィッチ”やという節税スキームを聞いたことがありますか︖ 
 
“ダブルアイリッシュ＆ダッチサンドウィッチ”とは、アイルランドとオランダの（使⽤料課税がない）租税条約
を利⽤し、アメリカで得た利益を無税でタックスヘイブン（法⼈税の税率が 0%）である英国領バージン
諸島に移転するというアメリカの⼤⼿ IT 企業が利⽤していた国際的にも有名な節税スキームです。
OECD モデルの租税条約の場合には、使⽤料に係る源泉税課税は同税率（基本的に 10%）であり
ましたが、租税条約はあくまでも国同⼠で締結する条約なので、OECDモデル条約によらない各国におい
ては、同じ内容ではありませんでした。 
 
OECD の「BEPS プロジェクト」については、このような各国の国内法及び租税条約の違い（アービトラー
ジ）を利⽤した節税スキームをアメリカの⼤⼿企業がこぞって取り⼊れたことから端を発します。 
 
アメリカの⼤⼿企業によって利⽤されたこれら節税スキームはアメリカ国内において⼤きな問題とされてきま
した。ただし、アメリカ国内でいくら問題になろうともアイルランドとオランダの租税条約についてアメリカが⼝を
出すことは難しいために、アメリカは 2012 年 6 ⽉に OECD の租税委員会本会合にて、BEPS（税源
浸⾷と利益移転︓Base Erosion and Profit Sifting）が法⼈税収を著しく喪失させているとの問題
提起（上記スキーム等は合法であるために、国際課税原則を⾒直す必要性の提⾔）を⾏い、同年
11 ⽉に「BEPS プロジェクト（税源浸⾷と利益移転を防⽌するためのプロジェクト）」が発⾜したのがす
べてもの始まりです。 
 
その後も、2013 年 6 ⽉に「BEPS プロジェクト」における⾏動計画が公表されたのを⽪切りに、現在では
15の⾏動計画の最終パッケージまでが公表（⾏動計画⇒第⼀次提⾔⇒討議草案公表⇒最終パッケ
ージの公表）され、この最終パッケージを基に各国の国内法が再度整備されているという状況にまで話が
進んでいます。 
 
「タックスヘイブン国を含む他国へのむやみな利益の付け替えを防⽌し、併せて課税所得の浸⾷を防⽌す
る」という目的の下に、全世界統⼀のルールを作り、それを基に各国が国内法を整備しているのです。この
統⼀のルールこそが“15 の⾏動計画（Action Plan）”になります。 
※この度のタイの移転価格税制の改正についても、全世界統⼀のルールから外れるものではありません。 
※移転価格税制については、国際会計基準（IFRS）の税務版とイメージしてもらえれば良いかと思い
ます。つまり IFRS が国際的な会計インフラだとした場合に、移転価格税制は課税所得に依存する国と
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いう概念において当然に整備しなければならない税務インフラということができます。現在は多くの国の会
計基準が IFRS に準拠したものに変わっていますが、国際税務基準もこの 15 の⾏動計画に準拠したも
のに変わることが既に起こり始めているのです。 
 
この「BEPS プロジェクト」ですが、2017 年末現在の参加する国・地域の数は約 100 ヵ国にものぼります。
タイは OECD に加盟してはいません（BEPS 包括的枠組には参加）が、この度の改正はこの「BEPS プ
ロジェクト」の影響を受けたものであることは間違いありません。OECD が 2015 年 10 ⽉ 5 ⽇に 15 の⾏
動計画の最終パッケージを公表した後は、各国において粛々と国内法の整備が進められてきました。例
えば、中国ではこの最終パッケージに合わせた移転価格⽂書の改正草案を 2015 年 9 ⽉ 17 ⽇（同
年 10 ⽉ 16 ⽇までパブリックコメント募集）に公表、⽇本においては 2016 年度の税制改正に合わせ
て公表（税制改正⼤綱︓2015 年 12 ⽉ 16 ⽇公表）しています。 
 
まずはタイの内容を確認する前に、この BEPS プロジェクトの 15 の⾏動計画の確認からしてみようと思い
ます。※タイの内容に⾶びたい⽅は P18 まで進んでください。 
 

1.2 BEPS プロジェクトの 15 の⾏動計画（最終パッケージ） 
参考（⽇本の国税サイト）︓ 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/beps/index.htm 
⾏動１ 電⼦経済の課税上の課題への対処 
⾏動２ ハイブリッド・ミスマッチ取極めの効果の無効化 
⾏動３ 外国⼦会社合算税制（CFC 税制）の強化 
⾏動 4 利⼦控除制限ルール 
⾏動 5 有害税制への対抗 
⾏動 6 租税条約の濫⽤防⽌ 
⾏動 7 恒久的施設（PE）認定の⼈為的回避の防⽌ 
⾏動 8 適正な移転価格の算定が困難である無形資産を⽤いた BEPS への対応策 
⾏動 9 グループ内企業に対するリスクの移転、過度な資本の配分等によって⽣じる BEPS の防⽌策 
⾏動 10 その他移転価格算定⼿法の明確化や BEPS への対応策 
⾏動 11 BEPS の規模・経済的効果の分析⽅法の策定 
⾏動 12 義務的開⽰制度 
⾏動 13 多国籍企業の企業情報の⽂書化 
⾏動 14 相互協議の効果的実施 
⾏動 15 多数国間協定の策定 

 
この中の“⾏動 13”に移転価格の⽂書化のルールが記載されています。今までは⼀層構造であった移転
価格の⽂書化を三層構造にまで引き上げ、むやみな所得移転を防⽌することとしています。具体的には
⾏動 13 において、新たな⽂書化ルールとして、「マスターファイル」、「ローカルファイル」、「CbCR
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（Country by Country Report︓国別報告書）」の三つの⽂書を作成すべきであると提⾔されてい
ます。ちなみに従前のタイにおいて移転価格⽂書と呼ばれていたものは「ローカルファイル」に該当します。
そのため以前より移転価格⽂書を作成されていた会社は、この度の法改正における法律上の「ローカルフ
ァイル」記載内容とお⼿元にある移転価格⽂書に記載された内容を⽐較検討する必要があります。 
 
アメリカの IT 企業（を含めた⼤⼿新興企業）がむやみな租税回避を繰り返していたことが原因で全世
界的に移転価格税制のルールを⾒直さなければならなくなり、今回のタイの改正につながっているのです。
本来はビジネスがありきで、副次的な位置づけであった移転価格税制が、今回のタイの改正も含め全世
界統⼀ルールとなることによって規定が先⾏し、ビジネスによる製品等の値付けから、移転価格による値
付けをしなければならないと考えている⽇系企業が少なからずいるような気がします。 
 
ただし、ビジネスで利益が出ているのであれば、それは正常な経済活動であり、値付けが間違えているなど
と本来は指摘することができません（関連会社間取引と同様の第三者取引（内部コンパラブル︓内部
CUP）や市場価格確認できる取引（外部コンパラブル︓外部 CUP）があり、これらの取引と価格が異
なる場合などはもちろん除きます）。 
 
⾚字企業（低利益率及び利益率がばらつく企業を含む）である場合等は、特段の理由がなければ移
転価格リスクが存在しますが、それ以外の⽇系企業はそこまで焦る必要はありません。焦らず確実に移転
価格税制（⽂書化）に対応してもらえればと思います。 
※この度のタイの移転価格税制の改正においては、対象企業が移転価格⽂書の提出及び移転価格
⽂書の関連付表の提出に違反してしまうとそれぞれ 20 万バーツ以下の罰⾦が科されてしまうおそれが
あるために、いずれにしても移転価格⽂書の作成は必要になります。 
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1.3 三層構造のドキュメンテーション 
BEPS プロジェクトの⾏動 13 では、前述のとおり三層構造によるドキュメンテーションが求められています。
該当するドキュメントの記載内容は次の通りです。 
 
【各ドキュメントの記載内容】 
①マスターファイル グローバル企業の事業概況を記載（移転価格ポリシー含む） 
②ローカルファイル 関連会社間取引に関する情報を記載 
③CbCR 国別の所得配分、納税状況、経済活動の所在、主要な事業内容等を記載 

 
これらのドキュメントのうち、「マスターファイル」及び「CbCR」は、究極の親会社（連結の最上位の親会
社）により作成されるべきものとされており、⽇本ではどちらも連結売上⾼が 1,000 億円以上の⼤企業
にその作成義務があります。 
反対に「ローカルファイル」は、関連会社間取引における価格（利益率）が適正であることを、タイにおい
て証明するための資料であるために、タイにて作成され、タイに保存さることになります（⽇本において証
明するためのものは⽇本にて作成され、⽇本に保存する必要があります）。 
 
つまり基本的なルールとしては、「マスターファイル」及び「国別報告書」については究極の親会社（⽇系
企業の場合には⽇本親会社）が作成し、「ローカルファイル」については現地の移転価格税制により適
⽤対象となる各国関連会社において作成するというものになります。 
※マスターファイルは究極の親会社において 1 つ（汎⽤的）、ローカルファイルについては各国関連会社
において１つずつ（個別具体的） 
 
それでは、この BEPS プロジェクトの⾏動 13 において求められる「マスターファイル」へ記載”すべき”内容を
⾒てみましょう。（タイ法⼈に保存されるべき「マスターファイル」記載内容については P21 を参照。） 
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1.4  BEPS プロジェクトのマスターファイル記載内容 
【マスターファイル記載内容】 
（１）組織のストラクチャー 

MNE（多国籍企業︓MultiNational Enterprise）の法的及び所有関係のストラクチャーと事業
体の所在地を⽰した図 

（２）MNE の事業説明 
各 MNE の主要事業分野に関して 
・MNE の事業概要の書⾯説明（以下の内容を含む）。 
・営業収益の重要なドライバー。 
・MNE グループの主要な 5 種類の製品及び役務提供のサプライ・チェーンを⽰す図、および、多国籍
企業の総売上⾼の 5%以上を占める製品及び役務提供の説明（チャート図等による説明可能） 

・主要な製品及び役務提供のサプライ・チェーンを⽰す図。 
・R&D サービスを除く他の重要なグループ内役務提供取極めを⽰す図。 
・主要な製品及び役務提供の主要な地理的マーケットの説明。 
・書⾯による機能分析（グループ内企業の価値創造に対する主要な貢献を説明、つまり、果たしてい
る主要機能、負担している重要なリスク及び使⽤している重要な資産の説明）。 

・対象年度における重要な事業再編取引、事業買収、事業売却の説明。 
（３）MNE の無形資産 

・無形資産の開発、所有、活⽤に関する MNEの包括的戦略の説明（主要な R&D 施設とR&D 
マネジメントの所在地を含む）。 

・MNE グループの重要な無形資産（グループ）及びそれらの所有事業体リスト。 
・無形資産に関する重要な関連者間契約リスト（費⽤分担契約、主要な研究の役務提供契約、
ライセンス契約を含む）。 

・R&D と無形資産に関するグループ内移転価格ポリシーの説明。 
・対象年度中における無形資産の重要な持分の譲渡に関する説明（関係する事業体、所在地国
及び対価を含む）。 

（４）MNE グループ内⾦融活動 
・グループの資⾦調達⽅法の説明（非関連者との重要な資⾦調達取極めを含む）。 
・MNE グループ内で主要な⾦融機能を果たす企業の特定（当該企業の設⽴に係る法施⾏国（ど
の国の法律に基づき設⽴されたか）及び実質管理地国の情報を含む）。 

・⾦融取極めにかかるグループ内の⼀般的な移転価格ポリシーの説明 
（５）MNE の財務状態と納税状況 

・対象年度の MNE の連結財務諸表 
・MNE グループに適⽤されるユニ⼜はバイ/マルチ APA 及びアドバンスルーリングのリストと簡単な説明 
・特定国への所得配分に関するその他の税務ルーリングのリストと簡単な説明 
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「マスターファイル」は端的にいうと企業の概況書という性質を持っています。移転価格ポリシーを“どのレベ
ルで含むのか”という論点はありますが、その性質上、「マスターファイル」によって企業の経済活動が独⽴
企業間価格（ALP︓Arm's Length Price）によって⾏われているという証明にはなりません。価格
（利益率）の適正性を証明する移転価格⽂書は「ローカルファイル」であり、「マスターファイル」は「ローカ
ルファイル」によって評価される価格（利益率）の前提となる経済活動がどのように⾏われているか及び
実際に⾏われた取引価格が何を根拠に設定されたか（移転価格ポリシー）を税務当局へ説明するた
めの資料ということができます。「ローカルファイル」においてもサプライ・チェーンを⽰す図や、企業の概況情
報を記載しますので、前提部分には重複するものもあります。「ローカルファイル」の情報と「マスターファイル」
の情報に重複する部分がある場合には「マスターファイル」を参照する（まとめる）ことが可能です。 
 
また、「マスターファイル」は概況書の性質であるために、移転価格ポリシー以外においては専門的な知識
を要さずに作成することも可能となります。次の例を⾒てください（上記【マスターファイル記載内容】
（１）組織のストラクチャーの例⽰）。 
 
⽇本の法律（基本的には BEPS プロジェクトの⾏動計画に基づくマスターファイルを要求されているために
各国においても記載内容に⼤きな違いはない）におけるマスターファイルの記載内容のうち、⼀部分を抜
き出しました（措置法施⾏規則 22 条 10 の 5①⼀より）。 
 
措規 22条の 10の 5①一 

特定多国籍企業グループの構成会社等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
並びに当該構成会社等の間の関係を系統的に示した図 

 

マスターファイルの記載においては、この法律の内容をそのまま図表にすれば良いのです。具体的な図表
の形式は次の通りです。 

図表: 構成会社一覧 

構成会社等 略称 
所在地 

（税務管轄地） 
出資会社 

所有 

割合 
主たる事業 

      

      

      

 
このように法律の内容をそのままアウトプットすればマスターファイルの 6 割~7 割は専門的な知識を要さず
に作成することができます。残りの部分は移転価格ポリシーであるために専門的な知識を要することになり
ますが、マスターファイルのあらかたの記載内容のイメージはこちらで付くかと思います。 
※下記、タイのマスターファイル記載内容においても詳細を記載しています。 
 
次は BEPS プロジェクトの⾏動 13 において求められる「ローカルファイル」へ記載”すべき”内容を⾒てみま
しょう。（タイ法⼈に保存されるべき「ローカルファイル」記載内容については P32 を参照。） 
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1.5  BEPS プロジェクトのローカルファイル記載内容   
【ローカルファイル記載内容】 
（１）対象事業体 

・対象事業体の経営ストラクチャー、組織図、対象事業体の経営報告先となる者及び該当する者の
主要事務所の所在地の説明。 

・当年度⼜は直近年度において対象事業体の関与（影響）のあった組織再編や無形資産の譲渡
に関する説明、対象事業体に影響を与えた取引の説明等。 

・主なコンペティター 
（２）関連会社間取引 

対象事業体の関連者間の主要な取引類型（カテゴリー）ごとに以下の情報を提出する。 
・各関連会社間取引（製造に関する材料/役務調達、商品購⼊、役務提供、ローン、資⾦調達、
無形資産ライセンス等）と取引背景（事業活動、MNE の⾦融活動、コストシェアリング契約等）
の説明。 

・関連者間の取引類型ごとの取引累計額（棚卸、役務、無形資産、利息等に分類し、該当者の
納税地ごとに記載）。 

・関連者間の取引類型ごとの関連会社間取引に係る関連者の特定と関連者間の関係。 
・⽂書化された関連者間の取引類型ごとの納税者及び関連者の詳細な機能分析（すなわち、果た
す機能、使⽤若しくは寄与した資産（無形資産含む）と負担するリスクに関して、前年との⽐較を
含め記載）。 

・⽂書化された関連会社間取引価格に直接⼜は間接に影響を与える可能性のある、納税者の他の
関連会社間取引の特定と説明。 

・取引類型ごとの最適な移転価格算定⼿法及びその算定⼿法を選択した理由の説明。 
・必要に応じ、どの関連者を検証対象企業としたかの明⽰及びその理由の説明。 
・移転価格算定⼿法を適⽤するに当たっての重要な前提条件の要約。 
・複数年度検証を⾏う理由の説明。 
・選定された⽐較対象取引（外部⼜は内部）のリストと説明。 
・移転価格分析において依拠する独⽴企業の関連財務指標情報（⽐較対象取引の選定⽅法及
び情報源に関する説明含む）。 

・差異調整の説明、差異調整の実施対象（検証対象企業か⽐較対象取引かあるいはその両⽅か）
の明⽰。 

・選定された移転価格算定⼿法の適⽤に基づき、関連会社間取引が独⽴企業原則に則り実施さ
れたと結論付ける理由の説明。 

・移転価格算定⼿法の適⽤に当たって利⽤された財務情報のサマリー。 
・APA 及びその他の税務ルーリングの情報のコピー。 

（３）財務情報 
・対象事業体の対象年度の監査済財務諸表の提出（なければ未監査財務諸表）。 
・財務諸表に基づく移転価格算定⼿法の適⽤に当たって利⽤された財務情報と切出損益表。 
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・分析で使⽤された⽐較対象取引の関連財務データのサマリーとその情報源。 
※記載されている情報が、マスターファイルの情報と重複している限りにおいてはマスターファイルにおい

て参照することが可能です。 
 
この「ローカルファイル」は価格・利益⽔準等の適正性が検証されるために、移転価格⽂書の中でも特に
重要なものです。ローカルファイルをどのように作成するかが移転価格⽂書作成の⼤きな鍵となります。実
務上は多くの会社が「TNMM（Transactional Net Margin Method）︓取引単位営業利益
法」によって簡便的にドキュメントを作成していますが、インドなどの移転価格税制の発達した国において
は、この TNMM の濫⽤を防⽌する判例等が既にあるので注意が必要です。 
 
なお、CbCR の記載内容に関しては、作成が容易であるために割愛します（目的はあくまでも税務当局
内での連携のための資料）。 
※各国において CbCR の記載フォームがあり、その記載フォームにローカルファイル⼜はマスターファイルに
記載した機能リスクの内容および各国国外関連者の具体的な数字を転機すれば基本的には作成可能。 
 
BEPS プロジェクトの⾏動 13 の三層構造のドキュメンテーション内容に関する最終報告書の記載は、あく
までも「ローカルファイル・マスターファイルに記載すべき内容」とされているだけであり、この⾏動 13 の最終
報告書が強制⼒を持ち合わせているものではありません。そのために具体的な取り扱いについてはタイの
国内法における移転価格税制の規定を参照することになります（ただし、タイの移転価格税制において
もこの⾏動 13 を基に作成されるため記載内容に⼤きく異なるところはありません）。 
 
記載内容に関しては問題になることはないのですが、その他の項目において問題になる箇所が散⾒されま
す。タイよりも前に移転価格税制が改正された他国（⽇本、中国、インドネシア、ベトナムなど）の例を
みると記載内容に関しては⾏動 13 に合わせるものの、それ以外の個別具体的な移転価格税制のルー
ルについては、各国に⼀任されているものであり、統⼀のルールができていないという現状があります。 
 
ちなみに⼀例としては、BEPS プロジェクト⾏動 13 の最終報告書の中に、⽂書化をするか否かの重要性
の判断について「各国の⽂書化の規定の制定にあっては重要性を考慮し、納税者に過⼤な負担にな
らないように配慮する。特に中⼩企業は⽂書化の対象から外“すべき”」と記載されているのですが、こ
の⾏動 13 においては、具体的な中⼩企業の定義がなされておらずに各国が⾃分たちで中⼩企業の範
囲を決めている現状があります。このような状況では、「⽇本においては 50 億円を超える関連会社間取
引でローカルファイルを作成する」、「タイにおいては売上⾼が２億バーツ以上の外資系企業において移転
価格⽂書作成及び付表の提出を要する」とバラバラに規定されることとなります（各国において中⼩企
業の範囲が違うのです・・・）。 
 
それでは次は個別具体的な改正が各国の判断に任せられている現状とそこからもたらされる問題点につ
いて確認してみましょう。 
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2. 各国と⽇本の移転価格税制の改正や実務における問題点 
2.1 過去改正のあったインドネシアの場合 
まずは 2016 年末に移転価格税制の改正があったインドネシアの事例をみていきましょう。インドネシアの
移転価格税制（PMK-213）の 2 条 2 項に、マスターファイル及びローカルファイルの保存義務について
記載されています。※インドネシアにおいてもマスターファイル及びローカルファイルの記載内容は基本的に
は同様です。 
 
【インドネシアのマスターファイル保存義務（抜粋）】 
関連会社間取引を⾏っている納税者で、次の①〜③の条件に⼀つでも当てはまる場合には、マスターフ
ァイル及びローカルファイルを保存しなければならない。 
①前年度の総収⼊額が 500 億ルピア（5 億円程度）を超える納税者 
②関連者間における有形資産取引が 200 億ルピア（2 億円程度）を超える、⼜は、無形資産取引

等が 50 億ルピア（5 千万円程度）を超える納税者 
③インドネシアよりも低税率（所得税）の国の関連者との取引を⾏っている納税者 
 
マスターファイル及びローカルファイルの保存については、このような記載がされています。そして、ここに問題
点が含まれてしまっているのです。⽇本の取扱いも含めて⼀連の流れを抜き出して追いかけてみましょう。 
 
【⼀連の流れ】 
①マスターファイル及び CbCR については“究極の親会社（究極の親会社とはグループ全体の親会社を

いう。多くの場合は⽇本親会社を指す。）”が作成します。 
②⽇本におけるマスターファイル及び CbCR は“究極の親会社の直前会計年度の売上⾼が 1,000 億

円以上” である場合に作成します。  
③インドネシアにおけるマスターファイル及びローカルファイルの保存義務は、“基準年度の総収⼊額が

500 億ルピアを超える場合”、“関連者間における有形資産取引が 200 億ルピアを超える、⼜は、無
形資産取引等が 50 億ルピアを超える納税者”、“インドネシアよりも低税率（所得税）の国の関連
者との取引を⾏っている納税者”この三点のいずれかに該当する場合です。 

 
この時点で既にお分かりになられた⽅も多いと思いますが、⽇本の親会社においてはマスターファイルの作
成義務がない場合でも、インドネシアの移転価格税制（PMK-213）に則ると⽇本において“存在しな
いはずの”マスターファイルをインドネシアにおいて保存しなければならないのです。 
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念のために⽇本のマスターファイルの作成要件を下記に記載しておきます。 
 
【⽇本のマスターファイル作成要件】 
①記載項目 マスターファイルの記載項目は、移転価格ガイドライン改定案の別添 1 に記さ

れた記載項目と同様とする 
②対象企業 連結総収⼊⾦額が 1,000 億円未満の多国籍企業グループについてはマス

ターファイルの提供義務を免除する（その他は e-Tax により、税務署⻑に提
供） 

③適⽤開始年⽉⽇ 平成 28 年 4 ⽉ 1 ⽇以後に開始する最終親事業体の会計年度終了の⽇
の翌⽇から 1 年を経過する⽇までに、e-Tax により税務署⻑に提供する必
要がある 

④⾔語 ⽇本語⼜は英語を使⽤する 
※⽇本においてマスターファイルを保存する必要がない企業においても、海外進出をしている場合には各
国の税務当局から要求される可能性があるために英語にて汎⽤的なマスターファイルを作成・保存してお
くことをお薦めいたします。タイにおいても、税務当局の考え⽅としては、海外に進出し関連会社間取引を
⾏う場合には、当然に移転価格ポリシー（マスターファイル）を保有しているという考え⽅に則っているた
めに作成・保存しておくべきでしょう。 
 

2.2 過去改正のあった中国の場合 
同様の問題は中国においても過去に起こっています。⽇本ではマスターファイルの作成義務がなかったとし
ても中国においてマスターファイルの保存が必要となります。 
 
【中国のマスターファイル保存義務】 
①記載項目 マスターファイルは多国籍グループ企業のグローバル業務の概況を開⽰する 

※以下割愛していますが⾏動 13 と同様の記載項目 
②対象企業 関連会社間取引が 2 億元（棚卸︓30 億円程度）、4,000 万元（役

務︓6 億円程度）超の取引がある会社⼜は限定的な機能・リスクで⾚字の
会社は、同時⽂書（マスターファイル、ローカルファイル、特殊事項ファイルを
含む）作成保存しなければならない 

③適⽤開始年⽉⽇ 関連取引が発⽣した年度の翌年の 5 ⽉ 31 ⽇までに作成保存し、税務局
から要求された⽇から 20 ⽇以内に提供しなければならない 

④⾔語 中国語を使⽤する、ただし、原始資料が外国語である場合、中国語の副本
を添付しなければならない 

 
以前、中国の移転価格対応をしている際に、この状況を中国の税務当局に確認し、マスターファイルを
中国国内に本当に保存する必要があるのかと問いあわせたことがありますが、その際には「必要」と⾔われ
ています（2016 年当時）。このような状況がいずれの国においても起こっているのです。 
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2.3 実務上の問題点 
実務上の問題点としては、上記の規定間の齟齬という問題点はもちろんのこと、アセアン各国の移転価
格調査の状況についても⼤きく異なり、問題となることが多いようです。簡単に⽇本の移転価格調査から
お伝えすると、⽇本は移転価格調査に 1 年以上の⻑い年⽉をかけることが多く、税務当局は取引規模
の⼤きな会社（多くの税⾦を確保したいため）からローラーで移転価格調査を⾏っていたという状況があ
りました。そのために⽇系企業の担当者と話していても「うちは移転価格調査を受けるほどの規模がない
から」という⾔葉を非常によく聞きます。果たして、タイにおいても規模がなければ移転価格の調査を受
けないのでしょうか︖ 
 
タイを含むアセアン各国において移転価格調査の可能性が⾼い企業 
①過去に⾚字の事業年度がある 
②前年までは⿊字であったが⾚字に転落した 
③利益率が⼀定ではない 
④原価割れで販売している個別の製品群がある 
⑤売上⼜は仕⼊の⼤部分が関連会社からのものである 
⑥親会社への多額のロイヤルティ、役務提供フィーを⽀払っている 
⑦最終消費財を製造する企業であり、かつ同業他社と⽐較して価格が⼤きく異なる 
⑧同種の製品や材料等を関連会社とは異なる価格で取引している 

 
タイを含むアセアン各国における移転価格調査については、⽇本と考え⽅が全く違います。⼤きな⾦額を
移転価格調査によって徴収するのではなく、確実に取れるところから取ってくるのです。 
 
また、アセアン各国においてはそこまで移転価格のノウハウを備えた調査担当官もいません。そのため指摘
のしやすさ（⾚字企業は正常なビジネスではないなど）も調査対象を選ぶ判断基準となっているようです。
毎年の決算書・申告書は、税務当局が簡単に確認できるため（特に機能・リスクが限定的な）⾚字企
業や利益率が⼀定でない企業に関しては調査に⼊られやすいのです。 
 
具体的には、（納税者から申告されて税務当局の⼿元にある）決算書・申告書を確認し、利益が出
ていない企業に関して、⼈件費や⼟地が安いという「マーケットプレミアム」があるにも関わらず利益が出
ていないのは価格を操作しているためとの⼀⽅的な指摘がなされることが多いように感じます（ロケーシ
ョンセービングの考え⽅も同様）。この状況は移転価格税制が整備された他のアセアン諸国（新興国）
で顕著であり、タイにおいてもまずは⾚字企業から指摘される（内容を確認される）傾向にあると考えら
れます。 
 
また、タイにおいては以前より歳⼊法典 65 条の 2 において「低廉譲渡のみなし所得課税」の規定があ
ります。この規定を簡単にいうと「低額譲渡と⾼額購⼊における利益流出を規制する法律（本来のもの
の価格よりも低額⼜は⾼額で売買することにより関係会社に利益を付け替えることを規制する法律）」
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なのですが、その位置付けは移転価格税制に非常に近い概念です。現在のタイにおいて、この歳⼊法典
65 条 2 により指摘を受ける会社の多くが⾚字企業（⾚字取引を⾏っている企業）です。つまり、この点
においても、タイでは、歳⼊法典 65 条 2 の拡⼤概念である移転価格税制において指摘を受けると予想
される企業も⾚字企業であると考えられるのです。 
 
※参考※ 
移転価格⽂書（マスターファイルとローカルファイル）については、税務当局からの提出依頼があるまでは
提出する必要はありません。そのため税務当局は確定申告書に添付されている付表によって各企業が
移転価格⽂書を作成しているかの情報を⼿に⼊れます。この少ない情報の中で、どのように税務当局が
更に踏み込んで調査をしようと考えるかというと・・・、毎年提出される決算書と申告書を基に調査を⾏う
企業を抽出するのです。上記移転価格調査の可能性が⾼い企業の①~⑧の項目の中で①~③の項
目は決算書・申告書によって⼿に⼊れることができ、まずはここから確認されることになるため「調査に⼊ら
れやすい」となるのです。 
 
調査に⼊られやすい企業は⾚字企業や利益率が⼀定でない企業と分かりましたが、調査に⼊られた後
に追徴が取られやすい企業はどのような企業でしょうか。 
 
【移転価格調査において追徴課税が取られやすい企業】 
⾚字企業は移転価格調査に⼊られやすく、かつ、追徴が取られやすいという特徴があります。⾚字なのに
更に移転価格調査において追徴が取られる。まさに踏んだり蹴ったりの状況となっています（⽇本におけ
る⾚字企業は納税がないからということで申告書の作成が重要視されないという傾向がありますが、海外
では⾚字企業こそ「本来はこれだけの利益が出ているはず」として税⾦を取られてしまうのです）。 
 
他にも、内部コンパラブル（内部 CUP）があるにも関わらず、関連当事者間の取引価格（料率）との
間に差異があるような場合にも指摘されてしまうために注意が必要です。内部コンパラブル（内部 CUP）
とはタイ⼦会社が同じ製品を親会社と第三者に対してそれぞれ違う価格で販売していた場合などの、当
該第三者との取引、つまり「グループ内部の⽐較対象取引」をいいます。 
※第三者との取引価格が正となり、親会社との取引価格が誤となります。 
 
内部コンパラブル（内部 CUP）の他にも外部コンパラブル（外部 CUP）という概念があります。外部コ
ンパラブル（外部 CUP）は第三者と第三者が⾏う「外部の⽐較対象取引」をいい、その取引価格が適
正な価格とされます。つまり移転価格税制において追徴が取られやすい企業とは、「⾚字企業（利益率
が⼀定でない企業）」⼜は「内部 CUP ⼜は外部 CUP が存在する企業」といえるでしょう。 
※上記で TNMM は指摘されることが多くなってきていると書きましたが、内部 CUP ⼜は外部 CUP の検
証を⾏わずに TNMM で作成された⽂書は非常に危険です。TNMM を利⽤するにしても検証はしっかり
と⾏う必要があります。 
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※下記に参考として⽇本での税務調査の実態を記載しておきます 
＜参考＞ 
移転価格による⼆重課税は、粗利率⼜は営業利益率という企業の営業活動の根幹部分に対する更
正であるためにその⾦額が多額になる傾向があります。例えば、海外⼦会社との取引が年間 5 億円とし
て、税務当局から 5％の所得移転が指摘された場合は 2,500 万円の所得が加算されます。⽇本にお
いて移転価格税制は最⻑６年（タイは 5 年）さかのぼることができますので、加算される所得の合計は
１億 5 千万円となります。この時の追徴税額は、延滞税や加算税を含めると 7,000 万円~8,000 万
円程度となり、中⼩企業がとても負担できる⾦額ではありません。 
 
国税当局から公表されている移転価格における追徴課税の平均額は 6,000 万円程度ですので、⽇本
においては関連会社間取引が 5 億円~10 億円ぐらいの規模もターゲットとなっていると⾔えます。以前、
国税 OB の移転価格専門の税理⼠の先⽣と仕事をしていたときに、その先⽣から「最近は総売上⾼が
50 億円~100 億円程度でも“移転価格調査”に⼊られている」ということを聞きました。少し前までは総
売上⾼ 100 億超の中堅企業以上に⼊っていたものが、（⼤きいところのローラーが終了してしまったため）
その調査の規模を少しずつ⼩さくしています。特に 50 億円~100 億円で国外関連者との取引が 5 億
円~10 億円ぐらいの企業は今までは移転価格調査の対象となっていませんでしたが、今後はメインのタ
ーゲットとして⽇本の税務当局も確認を始めることになります。 
 
また、筆者が確認した「クライアントの実話」では 3,000 万円程度の追徴を実際に受けてしまった⽇本の
非上場会社（連結売上規模 150 億円程度）が、もう⼆度と同じ思いをしないために APA（事前確
認制度︓事前に当局と適正価格を調整、利益率を数年間固定する制度）を利⽤し、前もって税務
当局と利益率の合意をしました。ただし、この会社は企業を取り巻く環境の変化をその利益率に反映さ
せておらず、⼤きな価格変動・為替変動等によるあおりを受けて実態とかけ離れた過⼤な利益率によって
更に数年間の追加税負担を余儀なくされてしまいました。取引額が膨⼤な⼤会社であれば APA も有⽤
であると思いますが、中⼩企業には APA はそぐわないと個⼈的には感じています。 
※APA により利益率を数年間固定してしまったため、実際には利益が出ていないが、固定した利益によ
り税⾦を⽀払わなければならなくなってしまった。 
 
⽇本における移転価格調査は取引規模でローラーをかけ、海外における移転価格調査は⾚字企業を
中⼼にローラーをかけられるとは上記でお伝えした通りですが、筆者が多くのドキュメントを作成しているイ
ンドネシアにおいては、⾚字企業だけではなく、「還付申請をした会社」、「通常の税務調査を受けている
会社」などに移転価格⽂書を作成しているかの確認がされています。この時にもし「作成していない」と答
えた場合には、無茶な指摘がなされる可能性が⾼いようです（つまり法改正直後は、調査担当官も育
っていないため、「作成しているか︖作成していないか︖」の事実関係が重要です。また、インドネシアの場
合には「アンダーテーブル」で解決することも多いようですが、タイでは近年「アンダーテーブル」が取り締まら
れている傾向もあるのであてにはできません・・・）。 
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タイにおいても、おそらくインドネシアと同様に、まずは「還付申請時」や「税務調査時」にドキュメント作成
状況を確認されることになると思います。また、年度確定申告書に添付する付表の提出も非常に重要に
なります。対象会社で付表の提出ができない（不備があった）会社は、20 万バーツ以下の罰⾦だけで
はなく、推計課税の対象になるおそれがあります。もちろん⾚字企業も⾚字の内容を確認されます。また、
税務調査担当官が⼒を持っているタイでは、おそらく中国⽅式で「調査に⼊った際には必ず追徴課税を
取ること（⼜は繰越⽋損⾦の取消し）を目的」としてくるでしょう。 
 
そもそも移転価格税制における「独⽴企業間価格」の評価はかなり難しいものであり、⼀定以上の利益
が出ている状況で「利益移転があるか︖」、はたまた「正常なビジネスの範囲内であるか︖」という明確な
線引きができません。ただ、書類に不備があれば問題と指摘できますし、⾚字であればそれ⾃体が正常
なビジネスではないと指摘できます。タイにおける移転価格税制は整備されたばかりであり、税務調査担
当官も（そこまでの知識がないため）いきなり真正⾯から戦ってくるとは考えられず、取れるところから確
実に取るという⽅法が採られるものと考えています。 
※そのための、上記法改正直後は「作成しているか︖作成していないか︖」の事実関係が重要という記
載です。 
 
また、⽇本の移転価格税制を理解していたとしても海外での実際の取扱いは⼤きく異なることがあります
ので、⽇本と海外の両⾯から移転価格リスクを検証する必要があります。 
 
それでは次章からタイの移転価格税制の改正内容に⼊っていきましょう。 
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3. タイの移転価格税制 
3.1 移転価格税制改正の主な内容（新法案） 
まずは、タイにおける移転価格税制の変遷を時系列で確認します。 
 
＜2002 年︓移転価格ガイドライン No.Paw.113/2545＞ 
タイにおいて最初に移転価格関連規定が公布されたのは 2002 年の移転価格ガイドライン
No.Paw.113/2545 まで遡ります。ただし、この関連規定は歳⼊局内での通達の位置づけで公布され
たものであり、法的拘束⼒はありませんでした。この時点では直接的なペナルティもなかったために、⽂書
化対応する会社はなく、税務調査の際の低額譲渡・⾼額購⼊に移転価格の考え⽅が流⽤されるにす
ぎませんでした。 
 
＜2015 年 5 ⽉︓移転価格税制関連法案の内閣閣議承認＞ 
この時に改正案として公表された事項は主に次の 3 点です。 
①税務当局に対する独⽴企業間価格の算定と推計課税の権限付与 
②納税者の過払税⾦等の還付請求期限の改定 
③移転価格適⽤対象会社（この時点では適⽤対象の基準は⽰されていません）に対する、事業年
度終了⽇後 150 ⽇以内の⽂書（この時点では⽂書の内容は⽰されていません）提出義務 
※提出義務違反には40万バーツ以下の罰⾦（この時点では罰⾦額は40万バーツとされていました）。 
※ただし、閣議承認がされた当該移転価格税制関連法案については、（当初年内に改正されると⾔わ
れていましたが）2015 年中の改正がなされませんでした。 
※個⼈的には BEPS プロジェクトの⾏動 13 の公表時期に重なったためにタイの税務当局内において様
⼦を⾒たものと考えています。 
 
2 年間様⼦を⾒た当該移転価格税制関連法案は 2017 年 6 ⽉に再び動き出します。 
 
＜2017 年 6 ⽉︓上記移転価格税制関連法案の修正案の公表＞ 
この修正案のポイントは次の通りです。 
①移転価格税制の適⽤対象法⼈（この時点では適⽤対象法⼈の基準は⽰されていませんが、関連

者は 50％以上の直接⼜は間接の資本関係がある法⼈及び実質⽀配関係にある法⼈とされました）
は、移転価格税制に係る付表を事業年度末⽇から 150 ⽇以内に歳⼊局に提出しなければならない
（提出すべき書類は移転価格⽂書ではなく⽂書の内容をまとめた⼀定の付表である旨が明らかにさ
れました。この時点では具体的な付表の記載内容は⽰されていません）。 

②税務当局は法⼈税申告書の提出⽇から 5 年以内に、ローカルファイル・マスターファイル及び関連証
憑の提出を求めることができる。提出を求められた納税者は、その通知を受けた⽇から 60 ⽇以内に
当該書類を提出しなければならない。ただし、税務調査官は⾃⾝の裁量により、通知⽇から 120 ⽇
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を超えない範囲内で、その提出期限を延⻑することができる。 
※上記の書類を期限内提出ができない場合には 20 万バーツ以下の罰⾦（40 万バーツから減額さ
れましたが、付表と移転価格⽂書の両⽅に係るため合計⾦額は 40 万バーツと変わりません） 

 
この修正案により、付表と移転価格⽂書は別物とされ、毎年の提出が必要なものは移転価格⽂書を要
約した付表とされました。 
 
その後のパブリックコメントにより次の討議がなされています。 
 
Q︓付表作成は納税者に対する追加負担ではないか︖ 
A︓関連会社間取引に関する付表に記載される内容は、納税者が準備可能な⼀般的なものであり、
納税者に過度の事務負担をもたらすものではない。付表提出の目的は、あくまで関連会社間取引や移
転価格の算定⽅法等といった情報を通じて、税務調査の必要性や租税回避の可能性を評価すること
にある。 
 
Q︓移転価格⽂書の提出依頼を受けてから 60 ⽇以内の提出は困難ではないか︖ 
A︓⼀般的に移転価格⽂書は、会社の持つ移転価格ポリシーが独⽴企業間価格に基づいていることを
⽰すため、関連会社間取引の開始時に⽤意されるべきものである。そのため通知を受けてから 60 ⽇以
内の提出は困難ではない（適切である）。 
 
このパブリックコメントにおいて次の 2 点、実務上難しい点がありますが、「移転価格⽂書（ポリシー）を
取引開始時から作っていれば問題ない（関連会社間取引の開始時に当然の書類として保有してい
るはず）」という税務当局からの回答がなされたのです。 
【実務上対応が難しい点】 
①移転価格⽂書を作成⼜はポリシーを作成した後でないと付表の作成は難しい 
②移転価格⽂書提出依頼を受けた後 60 ⽇以内に移転価格⽂書を作成することは難しい 
 
このパブリックコメントにより、いずれにしろ移転価格⽂書は必要であることが⽰されました。そしてこのパブリ
ックコメントを受けて移転価格関連法案が内閣閣議承認を受けます。 
 
＜2018 年 1 ⽉︓上記移転価格税制関連法案の修正案の内閣閣議承認＞ 
この時に改正案として公表された事項は主に次の 3 点です。 
①適⽤対象法⼈は対象年度において関連会社（国外及び国内を含む）との取引額が 3,000 万バ
ーツ以上となる会社 
②初回の付表の提出は 2017 年 1 ⽉ 1 ⽇~2017 年 12 ⽉ 31 ⽇の事業年度の会社であり、該当
する会社は 2018 年 5 ⽉ 31 ⽇までに付表の提出をしなければならない（事業年度終了後 150 ⽇
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以内） 
③税務調査担当官は税務調査において 5 年間遡って調査することが可能 
※本資料においては「関連会社との取引額が 3,000 万バーツ以上」と記載していますが、その他⽇系の
コンサルの公表資料には売上⾼が 3,000 万バーツと記載されているものもありました。タイ語のプレスやタ
イ⼈会計スタッフの話では「関連会社間取引」と考えられるようですので、本資料では当時の状況におい
て「関連会社間取引」と公表させていただいておりました（法改正現在では売上⾼とされているために、
下記においては売上⾼が 2 億バーツ以上と記載しています）。 
 
この時点においては、対象⾦額は 3,000 万バーツとされ、多くの⽇系企業がその作成対象とされていま
したが、タイの経済界からの申⽴があり、対象⾦額については下記の通り売上⾼ 2 億バーツ以上と変更
されています。 
 
＜2018 年 9 ⽉︓上記移転価格税制関連法案の修正案の国⺠⽴法議会承認＞ 
2018 年 1 ⽉に内閣閣議承認されたにも拘わらず、その後に国⺠⽴法議会の承認がなかなかなされず
に、提出スケジュール（上記 2018 年 5 ⽉提出）が実質的に延期となりました。その後、2018 年 6
⽉に移転価格税制に関する法案が国⺠⽴法議会に提出され、2018 年 9 ⽉末に当議会において承
認されました。また、この度 11 ⽉にタイ国官報にて公告され、法改正となりました。 
 
＜2018 年 9 ⽉における変更点＞ 
①対象事業年度の売上⾼が 2 億バーツ以上の法⼈ 
②移転価格⽂書の提出を求められた納税者は、その通知を受けた⽇から 60 ⽇以内に当該書類を提

出しなければならない。ただし、初回のリクエストに限り 180 ⽇以内の提出が認められる。 
※①について︓⾦額が 3,000 万バーツから 2 億バーツへと引き上げられました。また、関連会社間
取引額基準ではなく売上⾼基準となります。 
※②について︓上記 2017 年のパブリックコメントにて 60 ⽇以内の提出は難しいとの指摘がなされ
ましたが、その指摘を受けて初回のリクエストに限り 180 ⽇以内の提出が認められるようになりました。 
 
＜2018 年 11 ⽉︓上記移転価格税制に関する歳⼊法典改正法が公布＞ 
前回の 9 ⽉における変更により歳⼊法典改正法が公布されました。これにより売上⾼が 2 億バーツ以上
の⽇系企業については移転価格⽂書の保存義務が発⽣することになります。ただし、⽂書化の詳細につ
いては省令に委任されていますので、歳⼊法典の改正内容が公表されただけの現時点では法改正の全
容が⾒えていません（現状の移転価格ガイドライン及び関連規定に骨付けされる形で公表されることで
しょう）。現時点においては、当該移転価格ガイドライン及び BEPS プロジェクトの⾏動 13 などにより、
汎⽤的な⽂書を作成してもらえればと思います（全世界のルールを統⼀するという名目で整備されてい
る移転価格税制において、法改正があった各国の⽂書の記載項目には⼤きな差異はありません）。 
 



21 
Confidential 

 

3.2 タイに保存されるマスターファイル記載内容 
タイにおけるマスターファイル記載内容に関しても、BEPS プロジェクト⾏動 13 におけるマスターファイルの
記載内容を引⽤するものになると考えられますので、⽇本のマスターファイルの記載内容と同様に考えて
問題はありません。 
 
⽇本において、連結売上⾼が 1,000 億円を超える究極の親会社では⽇本の法律に従ってマスターファ
イルを作成しています。このマスターファイルをタイに保存する際には、⽇本の法律に従って作成したマスタ
ーファイルをタイ語（⼜は英語）に翻訳して保存します。マスターファイルは各国において流⽤するもので
すので、ベースとなるものは究極の親会社がある⽇本の規定に従って作成します。各国にて保存すべき
マスターファイルの開⽰事項との間に齟齬があれば、その部分を修正します（基本的には各国の開⽰事
項も同じです）。 
※実務上は、（⽇本の法律に則って）各国に汎⽤性のあるマスターファイルを作成し、英語にて保存し
ます。その後、税務調査担当官から⺟国語への翻訳を求められた場合にのみ⺟国語へ翻訳するようにし
てもらえればと思います。 
※タイにおいても、税務調査担当官は税務調査に係る資料をタイ語へ翻訳させる権限をもっていますの
で、タイ語で求められた場合には担当官に従いタイ語へ翻訳します。 
 
BEPS モデルのマスターファイルがその本質であり、究極の親会社がその国の法律に則って作成するもので
あるため、本資料においては⽇本のマスターファイルの記載内容を定めている租税特別措置法施⾏規則
第 22 条を確認していきます（この条⽂を基に作成したベースとなるマスターファイルを各国保存のために
各国の形式に合わせていくことになります）。法律をそのまま読むことは⽂字が多くて読むのが嫌になるの
で、下記に要点のみ取り出したものを⾚字にて記載しています。 
※上記「1.4 のマスターファイル記載内容」と併せてご確認ください。⽇本の法律も BEPS モデルのマスタ
ーファイルも記載内容は基本的には同じとなります。 
 
【措規第 22 条 10 の 5 第 1 項におけるマスターファイル記載項目】 
１号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の名称及び本店⼜は主たる事務所の所在地並びに当

該構成会社等の間の関係を系統的に⽰した図 
 

具体的には ⇒ 構成会社⼀覧（役員⼀覧、株主⼀覧） 
 
２号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の事業等の概況として次に掲げる事項 

イ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の売上、収⼊その他の収益の重要な源泉 
 

具体的には ⇒ 事業概要 
具体的には ⇒ ⾃社の強み 
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ロ 当該特定多国籍企業グループの主要な５種類の商品若しくは製品⼜は役務の販売⼜は提
供に係るサプライ・チェーン（消費者に⾄るまでの⼀連の流通プロセスをいう。ハにおいて同じ。）
の概要及び当該商品若しくは製品⼜は役務の販売⼜は提供に関する地理的な市場の概要 

 
具体的には ⇒ 主要商品（製品）の概要 
具体的には ⇒ サプライ・チェーン図 
具体的には ⇒ 主要商品（製品）の市場の概要 

 
ハ 当該特定多国籍企業グループの商品若しくは製品⼜は役務の販売⼜は提供に係る売上⾦
額、収⼊⾦額その他の収益の額の合計額のうちに当該合計額を商品若しくは製品⼜は役務の
種類ごとに区分した⾦額の占める割合が 100 分の５を超える場合における当該超えることとな
る商品若しくは製品⼜は役務の販売⼜は提供に係るサプライ・チェーンの概要及び当該商品若
しくは製品⼜は役務の販売⼜は提供に関する地理的な市場の概要（ロに掲げる事項を除く。） 

 
具体的には ⇒ 主要商品（製品）の概要 
具体的には ⇒ サプライ・チェーン図 
具体的には ⇒ 主要商品（製品）の市場の概要 
※基本的にロとハはまとめて記載します（上位 5 種類⼜は上位 5%の製品という違い）。 

 
ニ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等の間で⾏われる役務の提供（研究開発に係
るものを除く。ニにおいて同じ。）に関する重要な取決めの⼀覧表及び当該取決めの概要（当
該役務の提供に係る対価の額の設定の⽅針の概要、当該役務の提供に係る費⽤の額の負担
の⽅針の概要及び当該役務の提供が⾏われる主要な拠点の機能の概要を含む。） 

 
具体的には ⇒ 役務提供取引に係る契約⼀覧表 
具体的には ⇒ 役務提供取引に係る移転価格ポリシー等 

 
ホ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等が付加価値の創出において果たす主たる機能、
負担する重要なリスク（為替相場の変動、市場⾦利の変動、経済事情の変化その他の要因に
よる利益⼜は損失の増加⼜は減少の⽣ずるおそれをいう。）、使⽤する重要な資産その他当該
構成会社等が付加価値の創出において果たす主要な役割の概要 

 
具体的には ⇒ 機能・リスク・資産分析の概要（⼀覧表） 

 
ヘ 当該特定多国籍企業グループの構成会社等に係る事業上の重要な合併、分割、事業の
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譲渡その他の⾏為の概要 
 

具体的には ⇒ 重要な事業再編取引等 
 
３号︓特定多国籍企業グループの無形固定資産その他の無形資産（以下第７号までにおいて「無

形資産」という。）の研究開発、所有及び使⽤に関する包括的な戦略の概要並びに当該無形
資産の研究開発の⽤に供する主要な施設の所在地及び当該研究開発を管理する場所の所
在地 

 
具体的には ⇒ 研究開発体制 
具体的には ⇒ 無形資産に係る戦略 
具体的には ⇒ 無形資産開発施設⼀覧 

 
４号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の間で⾏われる取引において使⽤される重要な無形

資産の⼀覧表及び当該無形資産を所有する当該構成会社等の⼀覧表 
 

具体的には ⇒ 無形資産の所有者⼀覧表 
 
５号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の間の無形資産の研究開発に要する費⽤の額の負担

に関する重要な取決めの⼀覧表、当該無形資産の主要な研究開発に係る役務の提供に関す
る重要な取決めの⼀覧表、当該無形資産の使⽤の許諾に関する重要な取決めの⼀覧表その
他当該構成会社等の間の無形資産に関する重要な取決めの⼀覧表 

 
具体的には ⇒ 無形資産に係る契約⼀覧表 

 
６号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の間の研究開発及び無形資産に関連する取引に係る

対価の額の設定の⽅針の概要 
 

具体的には ⇒ 無形資産取引に係る移転価格ポリシー 
 
７号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の間で⾏われた重要な無形資産（当該無形資産の

持分を含む。以下この号において同じ。）の移転に関係する当該構成会社等の名称及び本店
⼜は主たる事務所の所在地並びに当該移転に係る無形資産の内容及び対価の額その他当該
構成会社等の間で⾏われた当該移転の概要 

    
具体的には ⇒ 無形資産の譲渡等 
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８号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の資⾦の調達⽅法の概要（当該特定多国籍企業グ

ループの構成会社等以外の者からの資⾦の調達に関する重要な取決めの概要を含む。） 
 

具体的には ⇒ 資⾦調達⽅法 
 
９号︓特定多国籍企業グループの構成会社等のうち当該特定多国籍企業グループに係る中⼼的な

⾦融機能を果たすものの名称及び本店⼜は主たる事務所の所在地（当該構成会社等が設
⽴に当たって準拠した法令を制定した国⼜は地域の名称及び当該構成会社等の事業が管理
され、かつ、⽀配されている場所の所在する国⼜は地域の名称を含む。） 

 
具体的には ⇒ 中⼼的な⾦融機能を果たす会社 

 
10 号︓特定多国籍企業グループの構成会社等の間で⾏われる資⾦の貸借に係る対価の額の設定

の⽅針の概要 
 

具体的には ⇒ ⾦融取引の移転価格ポリシー 
 
11 号︓特定多国籍企業グループの連結財務諸表（連結財務諸表がない場合には、特定多国籍

企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類）に記載された損益及び財産の状
況 

 
具体的には ⇒ 連結財務諸表 

 
12 号︓特定多国籍企業グループの居住地国を異にする構成会社等の間で⾏われる取引に係る対

価の額とすべき額の算定の⽅法その他当該構成会社等の間の所得の配分に関する事項につ
き当該特定多国籍企業グループの⼀の構成会社等の居住地国の権限ある当局のみによる
確認がある場合における当該確認の概要 

 
具体的には ⇒ APA（税務ルーリング）の状況 

 
13 号︓前各号に掲げる事項について参考となるべき事項 
 

具体的には ⇒ その他項目 
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どうでしょうか。かなり分かりやすくなったかと思います。もっと分かりやすくするためにこれらの項目をまとめて
みます。 
 
【開⽰項目まとめ（上記の⾚字個所の取りまとめ）】 
１．構成会社⼀覧（役員⼀覧、株主⼀覧） 
２．事業概要 
３．⾃社の強み 
４．主要商品（製品）の概要 
５．サプライ・チェーン図 
６．主要商品（製品）の市場の概要 
７．役務提供取引に係る移転価格ポリシー 
８．機能・リスク・資産分析の概要（⼀覧表） 
９．重要な事業再編取引等 
１０．研究開発体制 
１１．無形資産に係る戦略 
１２．無形資産開発施設⼀覧 
１３．無形資産の所有者⼀覧表 
１４．無形資産の契約⼀覧表 
１５．無形資産取引に係る移転価格ポリシー 
１６．無形資産の譲渡等 
１７．資⾦調達⽅法 
１８．中⼼的な⾦融機能を果たす会社 
１９．⾦融取引の移転価格ポリシー 
２０．連結財務諸表 
２１．APA（税務ルーリング）の状況 
２２．その他項目 
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これらを取りまとめて目次を作っていきます。参考として、我々が利⽤している⼀般的な目次例を記載い
たします。 
 
【マスターファイル目次例】 
１．多国籍企業グループの組織構造と事業概要 
 ① 構成会社⼀覧（役員⼀覧、株主⼀覧） 
 ② 事業概要 
  ⅰ 事業概要 
  ⅱ 営業収益の源泉（当社の強み） 
  ⅲ 主要商品（製品）の概要（サプライ・チェーン図含む） 
  ⅳ 主要商品（製品）の市場の概要 
  ⅴ 役務提供取引に関する重要な取極め（ポリシー） 
  ⅵ 機能・リスク・資産分析の概要（⼀覧表） 
  ⅶ 対象年度の重要な事業再編取引等 
２．無形資産 
 ① 研究開発体制及び無形資産の所有に係る戦略 
 ② 無形資産開発施設⼀覧 
 ③ 重要な無形資産の種類及び所有者⼀覧 
 ④ 無形資産に関する重要な取極め（ポリシー） 
 ⑤ 対象年度の重要な無形資産の譲渡等 
３．⾦融活動 
 ① 資⾦調達⽅法の概要 
 ② 中⼼的な⾦融機能を果たす構成会社 
 ③ ⾦融取引に関する重要な取極め（ポリシー） 
４．財務状況 
 ① 連結財務諸表 
 ② APA（税務ルーリング）の状況 
５．その他項目 
※無形資産に関しては P40 ページに具体的な内容を記載 
※⾦融活動に関しては P79 ページに具体的な内容を記載 
 
また、次に掲げる部分に関しては、ローカルファイルとも密接にかかわってくる部分ですので、マスターファイル
と各国のローカルファイルに齟齬が⽣まれないように気を付けて作成してもらえればと思います。 
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【ローカルファイルとの関係性（類似した記載になる箇所及び記載の基となる箇所）】 
①事業概要 
②⾃社の強み 
③主要商品（製品）の概要 
④サプライ・チェーン図 
⑤役務提供取引に係る移転価格ポリシー 
⑥機能・リスク・資産分析の概要（⼀覧表） 
⑦無形資産取引に係る移転価格ポリシー 
⑧⾦融取引の移転価格ポリシー 
 
世界的に移転価格が重要な概念になってきている昨今では、少しずつ移転価格⽂書の内容（作成⽅
法）も表に出てきています。ネットや書籍を駆使すれば、マスターファイルやローカルファイルを⾃⾝で作るこ
とも可能な時代になりつつあります。もう少し時が流れれば、移転価格⽂書は更に⼀般的なものとなり、
⾃社で作成した移転価格⽂書をコンサルタントがレビューして、移転価格リスクをどのように逓減させていく
かを検討する（顧問業務のような形）が⼀般化されるように思います。 
 
引き続いて、マスターファイルに記載される移転価格ポリシーについて確認していきましょう。 
 

3.3 マスターファイルに記載される移転価格ポリシー 
タイに保存するマスターファイルには移転価格ポリシーを記載しなければなりません。そして、この移転価格
ポリシーで多くの企業が困ることになります。移転価格ポリシーといわれても何を記載したら良いのか全くイ
メージが湧きません。 
イメージが湧かないものは、得てしてとても難しいものと認識してしまいがちなのですが、、、実は移転価格
ポリシーを作成すること⾃体は特に難しいものではありません。各国と整合を取りながら税務リスクを逓減
するポリシーを作成することが難しいのです。 
例えば、役務提供に係る移転価格ポリシーを次に記載してみます。 
 
【移転価格ポリシー具体例①】 
契約内容 業務委託契約 
役務提供者 ⽇本親会社 
役務受益者 タイ⼦会社、インドネシア⼦会社、メキシコ⼦会社、ブラジル⼦会社 
役務内容 役務提供者は、役務受益者が販売活動及び⼀般管理活動を適正に⾏

うための各種サポート及び、必要な知識を得るための役務受益者社員に対
する教育・指導を⾏う。 

移転価格ポリシー 役務提供者から派遣した出張者への⽇当、交通費、宿泊費等の関連費
⽤については、実費額を役務受益者が⽀払う。 
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この例は業務委託契約という関連会社間の役務提供契約に関して、各⼦会社はいくらの Fee を⽀払
わなければならないかの考え⽅を表すものです（ポリシー≒対価設定⽅針）。この場合は実費額の⽀払
いとなっています。これは簡単な例ですが、れっきとした移転価格ポリシーです。移転価格ポリシーとは関
連会社間の各種契約（現在・未来含む）をどのような考え⽅を基に締結しているか、その考え⽅そのも
のとなります。 
⼤切なことはポリシー事態を設定することではなく、対価の設定を“実費額（コスト回収）”として各国
で問題にならないかどうかということです。各国の税務当局はマスターファイルを否認するのではなく、マス
ターファイルの移転価格ポリシーを基に作成した各国のローカルファイルを否認するのです。 
※OECD 移転価格ガイドラインにおいては「各国⼀律に役務提供原価に 5%のマークアップを⾏って
請求するようにしましょう」という指針が出ていますが、アセアン各国においては未だにその考え⽅が根付
いているとは⾔えないので、保守的に実費額（コスト回収）でポリシーを作成した⽅が良いかと思います。 
 
例えば、タイやインドネシアでは IGS（グループ内役務提供）は否認されるリスクがありますし、⽇本にお
いて IGS を収受していなければ指摘されるリスクがあります。コストシェアリング契約においても移転価格ガ
イドライン等に記載されてはおりますが、それがタイやインドネシアの税務調査において認められるかはまた
別の話です（現状は、認められない傾向が強いため、アプローチ⽅法を変えて最適を目指す）。 
各国には各国のルールがあり、そのルールとは法律で求められていることや慣⾏とされていること、それらを
網羅的に検討して移転価格ポリシーを作成しなければなりません。 
 
また、移転価格ポリシーにおいても作成するレベル感があり、どこまでしっかりと作成するかは会社の判断に
よります。⼤企業においては移転価格ポリシーに従って粛々と MF 及び LF の作成を進めていくべきでしょ
うし、中⼩企業においてはビジネスを急に変更したとしても受け⼊れられるように幅を持たせたポリシーにす
るべきでしょう。先ほどのポリシーを更に細かくすると次のようになります。 
【移転価格ポリシー具体例②】※本来はベンチマーク分析により目標利益率まで記載 
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もちろん移転価格ポリシーが簡易になりすぎて、マスターファイル（移転価格ポリシー）とローカルファイル
が⼀貫性のないものになってしまっては意味がありません。より説得⼒のある移転価格⽂書を作成するた
めには取引の類型毎に具体例②のポリシーを採⽤すべきであるともちろん思います。資⾦⼒がある上場
会社などでは具体例②のようなポリシーを取引の類型毎に網羅的に作成し、ポリシーを基にマスターファイ
ル及び各国のローカルファイルを作成するべきでしょう。 
 
ただし、タイにおいてマスターファイル及びローカルファイルの保存が求められている企業には中⼩企業も多く
含まれます。このような中⼩企業が移転価格⽂書を作成するためにいくらお⾦をかけることができるのかも
同時に考えなければなりません。各国に展開している⼦会社との取引に関し、その取引類型毎にポリシー
を作成し、マスターファイルを作成し、各国のローカルファイルの作成を⾏う場合には各国を含めた総額で
1,000 万円以上（⼤⼿監査法⼈等の価格）のお⾦がかかってしまうこともあります。 
※そのため中⼩企業においては、ポリシー作成⇒マスターファイル作成⇒ローカルファイル作成という本来
の流れではなく、ローカルファイルを基にマスターファイルとポリシーを作成するという本来とは逆の流れによっ
てドキュメンテーションを⾏っている会社も多く存在します。 
※ただし、各国に展開している多国籍企業においては、⼀か国を対象とすると汎⽤性のないドキュメント
ができてしまいますのでなるべくポリシーから作成するべきですが・・・。 
 
下記に移転価格ポリシーの作成を含めたフルパターンでのドキュメンテーションフローを参考として載せてお
きます。 
 
【参考︓ドキュメンテーションフロー】※太字部分がポリシー作成の核となる部分です。 
①グループ各社で作成している移転価格⽂書の状況（構成及び内容）確認 
②作成済みの各⽂書間の整合性の確認 
③重要な機能⼜はリスクがある項目への対応策の検討、実施 
④ユニラテラル APA や税務ルーリングの他国への影響の確認 
⑤サプライ・チェーンの整理（内部 CUP 及び外部 CUP の確認） 
⑥確認された移転価格リスクも踏まえたポリシーの策定（価格設定⽅法の決定） 
⑦価格設定⽅法における目標利益率の算定（取引価格の設定） 
⑧事業⽅針を反映した利益配分の検証 
⑨移転価格ポリシーのグループ内での周知と実務運⽤（利益⽔準・価格の設定） 
⑩移転価格ポリシーを基にした MF、LF、CBCR の作成 
⑪期中検証（検証対象の利益⽔準を確認し、価格調整の要否の検討） 
⑫期末検証（検証対象の利益⽔準を確認し、期末⼀括価格調整の要否の検討及び翌年度の価格

設定） 
⑬移転価格ポリシー、マスターファイル、ローカルファイル、CBCR の更新 
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本来の移転価格ポリシーは、特にローカルファイルとの親和性が⾼く、その作成は、もっぱらグループ全
ての⼦会社のローカルファイルを作成しているようなものです。移転価格ポリシー作成前に各国において、
既に作成しているローカルファイルがあるときは当該ローカルファイルの内容を紐解き、移転価格ポリシーと
⽐較検討し、問題がないかを確認します。 
 
移転価格ポリシーを作成する最初の段階で「取引の類型化（分類）」を⾏います。取引の類型化は担
当者へのヒアリングによって⾏うのですが、この際に現⾏のローカルファイルの内容、価格の設定⽅針や運
⽤ルール、機能・リスク・資産の特定及び整理なども併せて⾏います。取引の類型には、棚卸資産取引
（さらには製造取引・販売取引など）、ロイヤルティ取引、コストシェアリング取引、業務委託取引、マネ
ジメントサービス、無形資産取引、利息取引などがあり、これら 1 つ 1 つにポリシー（移転価格設定⽅針
及び運⽤ルール）を設定します。 
 
【取引の類型化（参考）】 
タイにおいて多く利⽤されている独⽴企業間価格算定⽅法である取引単位営業利益法（TNMM）の
頭に「取引単位」という⽂⾔がありますが、本来の独⽴企業間価格の検証は、個々の取引ごとに⾏われ
ることが原則となります。これが原則とされている理由は、独⽴企業間価格の算定において、いくつもの取
引をまとめて⽐較することは、その客観性を担保することができず、同様の⼜は類似した第三者取引を抽
出することが困難となるためです。 
 
ただし、実務上は、何千・何万とある個々のトランザクションを 1 つずつ個別に検証することは非常に煩雑
です。そのため取引をいくつかまとめて 1 つの取引（製品群などのセグメントごとに１つの取引）とすること
ができるものとされており、この取引をまとめることを「取引の類型化」と本資料において呼んでいます。「取
引の類型化」を定めた法規はタイにおいて現状ありませんが、「取引の類型化」を⾏い移転価格⽂書の
作成をすることが慣⾏として⾏われているのです。下記には、参考として⽇本の措置法通達 66-4(3)-
１に記載される類型化の根拠を記載します。 
 
＜類型化の根拠︓措通 66-4(3)-1＞ 
①国外関連取引について、同⼀の製品グループに属する取引、同⼀の事業セグメントに属する取引等
を考慮して価格設定が⾏われており、独⽴企業間価格についてもこれらの単位で算定することが合理的
であると認められる場合 
②国外関連取引について、⽣産⽤部品の販売と当該⽣産⽤部品に係る製造ノウハウの使⽤許諾取
引等が⼀体として⾏われており、独⽴企業間価格についても⼀体として算定することが合理的であると認
められる場合 
 
ポイントとなる⽂⾔は「合理的」というものです。タイにおいても同様であり、どの範囲で取引をまとめること
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が最も合理的かをコンサルとミーティングを重ねて決定するのです。 
※以前に筆者が確認した他社コンサル（ローカルコンサル）が作成した移転価格⽂書には、クライアント
毎に「取引の類型化」をしているものがありましたが、これはあまり良い内容とは⾔えません。クライアント毎
に値引等を⾏うことはビジネスでは往々にしてありますが、それは特殊な事情であり、値決めはあくまでも
取引の性格によるものとする必要があります。 
 
また、移転価格ポリシー作成の段階で、ローカルファイルのベンチマーク分析（データベースを利⽤した価
格の適正性の検証）を先んじて⾏うこともあります（上記の「移転価格ポリシーとローカルファイルの親
和性の⾼さ」の理由）。それは会社が整理した取引類型ごとに、移転価格算定⽅法の選定、⽐較対
象企業の選定、独⽴企業間レンジの設定を⾏い、運⽤時の不都合がないかの適正性を検証するため
です。つまり移転価格ポリシーの網羅性・適正性を担保するためには、取引は国やクライアントごとではな
く、取引ごと（製品グループごと）に分類する必要があるのです。そのために例え国やクライアントは違った
としても、基本的には同様の取引には同様の独⽴企業間価格算定⽅法が適⽤されることになります。 
※もちろん同様の取引であっても国によって価値は異なることもありますので、個別の検証は必要です。
例えば、⽇本のブランドがあまり浸透していない欧州と浸透しているタイにおいて、同様のブランドを貸与し
た場合のロイヤルティ料率は違うということです。 
※その他移転価格ポリシー上のベンチマーク分析における目標利益率の設定は「アセアン各国の⽐較
対象企業」を基に抽出したけれども、ローカルファイル上のベンチマーク分析における利益率の検証は「タ
イの⽐較対象企業」にしなければならないなど、ポリシーと実体に差異が発⽣することも⼗分に考えられま
すが、基本的にはポリシーに則ってビジネスを⾏っていることが重要です（実体がかけ離れている場合に、
ポリシーを改めて調整する流れとなります）。 
 
ただし、上記でもお伝えしましたが、ポリシーのレベル感については会社の判断となりますので、個⼈的に中
⼩企業においてはあくまでも簡易的なポリシーを作成することになるかと考えています。 
※特殊な取引（特殊な製品）に関しては、個別に具体的なポリシーを設けることがありますが、その他
のポリシーはどちらかというと汎⽤性のあるポリシーとすることが⼀般的です。 
 
次の章では、タイで作成されるローカルファイルについてお伝えします。 
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3.4 タイで作成（保存）されるローカルファイル記載内容 
2018 年 11 ⽉ 22 ⽇（官報公告の翌⽇）において、タイの移転価格制に関する歳⼊法典改正法が
公布されました。ただし、こちらの改正法の公布に関しては、企業に移転価格⽂書を適切に保存させるた
めのものであり、どのような⽂書を作成するべきなのかという具体的な⽂書の記載内容等は記載されませ
ん（今後、省令において順次公表されていくものと考えられます）。 
 
しかしながら、タイにおけるローカルファイルの記載内容に関しては、タイにおける現状のガイドライン及び
BEPS プロジェクトの⾏動 13 をベースとしたものになることは間違いがありません（全世界のルールを統⼀
するという名目で整備されている移転価格税制において、法改正があった各国の⽂書の記載項目には
⼤きな差異はありません）。当情報誌においては、既にタイにおいて⽇系企業（主に上場企業）が作
成しているローカルファイルの記載内容、現在の移転価格ガイドライン及び関連法案、BEPS プロジェクト
の⾏動 13、他国の改正内容などを総合的に勘案して、下記における「当協⼒会が提案するローカルフ
ァイル目次例」を記載しております。 
 
また、今後は順次、移転価格税制が⾁付けされていくことになりますが、新たな公表事項については下記
のブログにて公表を予定しております。併せてご確認をいただければ幸いです。 
 
「5 分で分かるタイの移転価格税制︓http://transferpricing.livedoor.blog/」 
 
タイの移転価格税制の最新情報に関しては、下記の「移転価格協⼒会」に属する各メンバー（会計事
務所）が集めており、常に最新の情報を提供いたします。タイにおいては、次の 4 社が「移転価格協⼒
会」の協⼒会社となります 
＜移転価格協⼒会の協⼒会社＞ 
・J-CROWN Co.,Ltd.  
・BBS(Thailand)Co.,Ltd.  
・J Glocal Accounting Co.,Ltd.  
・Bridgenote(Thailand)Co.,Ltd 
また、⽇本においては、移転価格税制に精通している次の 3 社が協⼒会社となります 
・はらしま会計事務所 
・シグマライズ税理⼠事務所 
・MAST コンサルティング株式会社 
※協⼒会社の詳細は⽂末にて記載をしています。 
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下記において、現在のタイの移転価格税制の関連法案を記載します。こちらを確認すると、⼤枠のみ定
められており、具体的な移転価格⽂書の内容（ベンチマーク分析の在り⽅、移転価格ポリシーの範囲、
差異調整の⽅法など）については、全く触れられていません。法律が確定した後の省令及びガイドライン
において少しずつ情報が出てくることになります。 
 
【2018 年 11 ⽉ 22 ⽇付の移転価格関連法案】 
＜第 65 条その 2(4)＞ 
対価の⽀払等の有無にかかわらず「資産販売、サービスの提供及び⾦銭の貸借」が理由なく市場価格
以下の場合には、税務当局は当該取引⽇の市場価格で取引対価を決定する権限を有する。 
＜同条（7）＞ 
海外からの輸⼊商品の価格を計算する場合、税務当局は同⼀の商品が他国に輸⼊される場合の価
格を⽐較対象として、価格を決定する権限を有する。 
＜第 65 条その 3＞ 
次の（1）から（20）の項目は、課税利益の計算上、経費として認められない。 
※従前の⾼額購⼊関連の規定であり、⾼額購⼊・低額譲渡に係る費⽤、引当⾦や貸倒損失などの費
⽤は損⾦不算⼊とされています（⻑いので省略しています）。 
＜第 70 条その 3＞ 
タイ法⼈の本店、⽀店等の注⽂により海外に送付された商品は、タイ国における売上とみなすものとし、
商品が送付される会計年度の収⼊とみなされる。ただし、以下に掲げる場合はこの限りではない。 
(1) ⾒本品または試供品 
(2) パススルー商品 
(3) タイ国に輸⼊された商品で輸⼊⽇から 1 年以内に送付主に再輸出されるもの 
(4) タイ国から輸出された商品で輸出⽇から 1 年以内に送付主に返却されるもの 
＜歳⼊局ガイドラインにおける市場価格計算の⽅法論＞ 
国際的に認められている移転価格計算⽅法は、次の通りである。 
(1) 伝統的取引計算⽅法（Traditional Transaction Methods) 
①独⽴価格⽐準法（Comparable Uncontrolled Price Method） 
②再販売価格基準法（Resale Price Method) 
③原価基準法（Cost Plus Method) 

(2) 取引利益計算法（Transactional Profit Methods) 
① 利益分割法（Profit Split Method) 
② 取引単位営業利益法（Transactional Net Margin Method) 

＜歳⼊局ガイドラインにおけるローカルファイル記載内容及び保存書類＞ 
(1) 各事業会社によって運営される事業構成及び性質を含む同⼀グループ内の各事業会社間の構成

及び関係を記載した書類 
(2) 予算、事業計画及び財務予測 
(3) 納税者の事業戦略及びその戦略を採⽤する理由を記載した書類 
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(4) 売上⾼、営業成績及び同⼀グループ内の事業会社との取引の性質を記載した書類 
(5) 同⼀グループ内の事業会社と国際取引に従事するに⾄った理由を記載した書類 
(6) 各事業会社の価格設定ポリシー、製品・商品利益率、関連市場情報及び利益配分の内容。遂

⾏する機能、負担するリスク、利⽤されている資産。 
(7) 特定の価格設定⽅法の選択を裏付ける書類 
(8) 上記 7 以外の価格設定⽅法が採⽤できない理由を裏付ける書類 
(9) 同⼀グループ内の事業会社との取引における価格設定ポリシー及びこれらのポリシーの根拠を⽰す

証拠として使われる書類 
(10) その他の移転価格の算定に関連した書類 
※我々は、上記の価格設定ポリシーは、マスターファイル⼜は移転価格ポリシーとして別記されるものと考
えています（タイ国のためのポリシーではなく、グローバルポリシーのため） 
＜歳⼊局ガイドライン No.Paw.113/2545 の内容＞ 
(1) 所在地国にかかわらず法⼈は歳⼊法に定めた収⼊及び経費の計算⽅法に従う。 
(2) 移転価格(独⽴企業間価格)とは、管理・⽀配・資本関係における直接的⼜は間接的に⽀配関

係のない独⽴した企業間で⾏われる取引価格をいう。 
(3) 市場価格の決定に際しては、ア 独⽴価格⽐準法（Comparable Uncontrolled Price 

Method)、イ 再販売価格基準法(Resale Price Method)、ウ 原価基準法(Cost Plus 
Method)、エ 前記ア〜ウが適⽤されない場合には、国際的に認められた他の⽅法を⽤いるものと
する。※基本三法優位（ベストメソッドであっても基本三法の⽅が理論的な優先度は⾼い）。 

(4) 税務調査官は、調査における市場価格の算定に際して、納税者が社内で準備し保管すべき書類
(上記の(1)~(10)までの内容の書類)を検証するものとする。なお、「同⼀グループ内の各事業会
社」とは、直接的または間接的に経営、管理、資本関係にあるグループ法⼈をいう（50%基準）。
法⼈の収⼊及び経費の計算において、上記市場価格計算⽅法に従ったものであって、その⽅法が
合理的である場合には、税務調査官は、当該法⼈が採⽤する市場価格の決定⽅法により収⼊
及び経費の計算を⾏うことを認める。 

(5) 法⼈が関連会社間取引について、歳⼊局と移転価格の事前確認（Advance Pricing 
Arrangement）を⾏う場合には、移転価格事前確認の申請を⾏う。この申請の際は、事前確
認に基づいて法⼈が順守すべきルール、⽅法論及び条件を⽰した歳⼊局局⻑への書⾯を添付す
る。※APA が現状において制度として確⽴されているとは⾔い切れません。 

＜移転価格に係る事前確認制度(APA)＞ 
(1) 事前確認制度は、関連会社間取引に係る移転価格の内容について納税者が当局に申請し、事

前に確認を受ける制度をいう。 
(2) タイにおいては、取引相⼿国も含めた⼆国間事前確認（Bilateral APA）のみが申請可能。 
(3) APA の⼿続きとして、APA の対象となる関連会社間取引を特定し、当該取引について、移転価格

算定⽅法の検討、⽐較対象会社の選定等の分析を実施する。 
(4) 当該ガイドラインに記載される⼿続きに則った申請が必要となる。 
(5) APA 申請後は、税務当局による申請内容の審査及び⼆国間での相互協議が⾏われる。 
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＜移転価格税制の新法案＞ 
主には、3.1 移転価格税制改正の主な内容（新法案）に記載の通りです。下記は補⾜となります。 
●第 71 条 2(1) 
関連会社間取引について、納税者が独⽴した第三者との取引において適⽤されるべき条件と乖離した
条件で取引を⾏っていることが税務調査において発⾒された場合、税務調査官は、納税者の課税所得
を独⽴企業間取引において獲得したであろう⾦額に更正する権限を有する。なお、当該更正に際しては、
国際基準に沿うことを目的としてタイ国が締結している国々との租税条約を考慮するものとする。 
●第 71 条 2(2) 
歳⼊法における「関連会社」の定義を以下の通り定める。 
(1) ⼀⽅の法⼈が、他⽅の法⼈の株式の総数⼜は出資⾦額の 50％以上を直接⼜は間接に保有さ

れる関係にある法⼈ 
(2) 同⼀の者によってそれぞれの株式の総数⼜は出資⾦額の 50％以上を直接⼜は間接に保有され

る関係にある法⼈ 
(3) ⼀⽅の法⼈が資本・経営・⽀配権の観点において、他⽅の法⼈に依存しなければならない関係に

ある法⼈で財務省令に定めるもの（実質⽀配関係にある法⼈） 
●第 71 条 2(3) 
歳⼊法では、同条(1)に基づき、税務調査官が納税者の課税所得を更正した場合には、納税者に対
して税⾦の還付を認める。納税者は法⼈税申告書の提出⽇から 3 年以内、若しくは税務調査官から
更正通知を受けた⽇から 60 ⽇以内に税⾦の還付を申請することができる。 
●第 71 条 3(1) 
関連会社間取引があり、かつ、その事業年度の売上の額が省令に定める⾦額（2 億バーツ）以上の
法⼈は、歳⼊局⻑が定める書式（この書式はまだ公表されていない）に従って、その事業年度の関連
会社間取引の⾦額などの関連会社間取引に関する情報を記載した付表を作成し、その事業年度終了
⽇から 150 ⽇以内（法⼈税申告書の提出期限）に歳⼊局へ提出しなければならない。 
●第 71 条 3(2) 
法⼈税申告書の提出⽇から 5 年以内に、タイ歳⼊局は、関連会社間取引があり、かつ、その事業年度
の売上の額が省令に定める⾦額を超える法⼈に対し、移転価格の算定・分析に必要な⽂書若しくは証
憑の提出を求めることができる。提出を求められた納税者は、その通知を受けた⽇から 60 ⽇以内に提
出しなければならない。ただし、税務調査官はその裁量により、通知⽇から 120 ⽇を超えない範囲でそ
の提出期限を延⻑することができ、また、初回リクエストに限り 180 ⽇以内の提出が認められる。 
●第 35 条 3 
相当の理由なく第 71 条その 3 に定める書類を提出しない、あるいは提出した書類に不備がある場合に
は、20 万バーツを超えない範囲で罰⾦が課される。 
●改正法第 5 条 
2019 年 1 ⽉ 1 ⽇以降に開始する会計期間から適⽤する。 
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ご確認いただいた通り、現状のタイの移転価格法案は、⽇本のように整備されたものではありません。その
ため、タイにおける移転価格税制の内容、移転価格ガイドラインの内容、BEPS プロジェクトの⾏動 13 の
内容、既にタイ国内で作成されているローカルファイルの内容、各国の移転価格税制の内容等を総合的
に勘案して、我々においては次の移転価格ローカルファイルの目次例（基本パターン）を提案しています。 
 
【ローカルファイル目次例】 
1.はじめに 

1.1 本分析の目的 
1.2 本分析の制限要素と条件(Limitation and condition) 

2.Executive Summary 
2.1 分析対象会社及び国外関連者の概要 
2.2 分析対象取引 
2.3 分析対象事業年度 
2.4 特性及び取引の統合 

3.関連会社の概要 
3.1 親会社の紹介 
3.2 分析対象会社の紹介 
3.3 持分関係 
3.4 タイ移転価格税制の適⽤の有無 

4.国外関連者間の取引 
4.1 国外関連者間の取引概要 
4.2 国外関連者間の取引実績 

5.産業分析 
5.1○○○産業 
5.2□□□産業 
5.3△△△産業 

6.無形資産の整理 
6.1 無形資産の整理 

7.機能・リスクの分析 
7.1 機能分析 
7.2 リスク分析 
7.3 経済的実体 

8.独⽴企業間価格算定⽅法の選定 
8.1 概要 
8.2 独⽴企業間価格算出⽅法の選定基準 
8.3 独⽴企業間価格算出⽅法の選定 

9.経済的分析 
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9.1○○取引に係る独⽴企業間価格の算定及び検証結果 
9.2□□取引に係る独⽴企業間価格の算定及び検証結果 

10.結論 
 
※その他添付資料が 10 種類ほど（主となる部分は、事業計画やデータベースからの⽐較対象企業・
利益率の抽出マトリックス）があります。 
 
上記のローカルファイルの目次番号の 1~5 までについては、会社の概要情報、製品概要、関連会社間
取引のサプライ・チェーン、関連会社間取引の実績などの基礎情報を記載します（基本的にはマスターフ
ァイルと同じような記載になります）。難しいのは、目次番号 6 の「無形資産の整理」からですので、次に
詳細に記載します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
Confidential 

 

3.5 資産・機能・リスク分析の内容 
前述の目次例の 6~10 までがローカルファイルの核となる部分です。6.及び 7.（無形資産の整理及び
機能・リスク分析）については、（会社ごとに異なる部分となり画⼀的な括りが難しいため）⼀般論とし
て次の内容を記載することになります。 
※タイの移転価格実務において、無形資産についての質問が非常に多かったために、P40 より「無形資
産」の詳細を記載しています。 
 
【無形資産の整理】 
⼀般に無形資産というと BS（貸借対照表）に計上される特許権や商標権等が思い浮かびますが、移
転価格税制における「無形資産の整理」は、例え BS に計上されていない場合であっても国外関連取引
において法⼈⼜は国外関連者が使⽤している無形資産について記載する必要があるとされています。 
つまり移転価格税制においては知的財産法等における知的財産に限らず、いわゆる”無体資産（ノウハ
ウ、業務マニュアル、最善モデル、顧客リスト、⾒積書など）”についても含まれるものと考えられるのです。
これらの”無体資産”を含んだ無形資産が国外関連取引において使⽤された場合に、その無形資産の
種類、内容、契約条件等を説明する書類を作成するために「無形資産の整理」を⾏います。 
 
また、⾃社の有する無形資産が所得の源泉となっているかどうかを検討するに当たり、例えば、同業他社
で無形資産を有していない法⼈を把握できる場合には、その法⼈の利益率等の⽔準と⾃社の利益率
等の⽔準を⽐較することにより、⾃社の無形資産の形成に係る活動、機能等を⼗分に分析する必要が
あるとされています。・・・・がそんなに都合のよい⽐較対象がいるはずもなく、⾃社の無形資産が所得の源
泉となっているかの判断についてはある種の感覚的な判断が求められることが多くあります。 
 
 「無形資産の整理」において必要な情報は以下の通りです。 
 
＜必要な情報＞ 
①国外関連取引において使⽤した無形資産の種類及びその内容 
②契約内容（開始時期、⾦額） 
③意思決定、役務提供、費⽤負担などを誰が、どこで、何を、どのように⾏ったのかなどの情報 
 
つまり、契約及び⾏動の内容を基に無形資産の整理を⾏っていくことが⼀般的（ただし、契約の有無と
無形資産の有無は前述のとおり直接的には紐づかない場合もある）であり、例えば、⾃社の⽇本側の
技術担当部⻑が毎⽉タイに来て業務を⾏った場合などは、何を⾏ったのかなどの内容を把握することで
無形資産の使⽤があったのかを確認していくこととなります。ここで重要な概念が「無形資産の使⽤」と
「役務提供」の違いであり、「無形資産の使⽤＝ロイヤルティ（使⽤料）を請求」と「役務提供＝役務
提供の対価を請求」によってその請求の内容も変わってくることをしっかりと認識していなければなりません。
概念が違うものの値付けが同じであれば問題になりやすいのです。 
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＜技術役務とロイヤルティ＞ 
例えば、技術ノウハウという無形資産の導⼊に伴って、技術を貸与する側が技術者の派遣等を通じて、
物理的な導⼊をサポートするケースがあります。この技術サポートを役務提供であると捉えて、ロイヤルティ
の対象とはならない「役務提供の範囲」とすべきか、ロイヤルティの対象となる「無形資産の貸与」の範囲
とするべきか、非常に難しい問題です。 
この場合において役務提供の対象とすべきか、無形資産の貸与とすべきかは、原則として技術導⼊時の
技術的サポートが無形資産の貸与に必要不可⽋か否かで判断されます。他の選択肢の有無と⾔い換
えることもできます。他の選択肢がなく、この無形資産を利⽤する為に必要不可⽋な技術サポートであれ
ば、これも含めた無形資産貸与の対価であるロイヤルティが定められていると考えるべきであります。 
反対に、この技術サポートを他の第三者から受けることができるような場合（汎⽤的なサービスである場
合）には、このサービスの対価はロイヤルティではなく、役務提供費⽤となることでしょう。 
 
いずれの性格を有するかの判断を間違えてしまうと、その後の移転価格ポリシーに則った価格の設定につ
いても間違えてしまいます。ロイヤルティ契約の多くは「将来の超過収益から現在のロイヤルティ料率を算
定する⽅法（インカムアプローチ）」により、その価格（料率）を設定していますが、役務提供契約の多
くは「実際に掛かった⼯数×単価（⼜は役務提供レート）」により、その価格を設定しています。性格を
間違えてしまうと、価格が意味を持たないものとなるので注意が必要です。 
※移転価格ポリシーでの検証がこのような個所にも影響します。 
 
その他に付随する問題として、役務提供契約がロイヤルティ契約と認定されてしまうとタイにおいて源泉税
の⽀払も必要になってしまいます。つまり、この部分は移転価格の対価性という問題だけではなく、源泉
税の負担などの各種論点を含んだものなので総合的に考える必要があります。 
※租税条約 7 条「PE なければ課税なし」より、本来役務提供契約においては源泉税の⽀払が必要あ
りません。⽇系企業においては「不明なものはロイヤルティ契約」として、タイにおける源泉税の⽀払及び
⽇本における外国税額控除の利⽤をしているところもありますが、役務提供契約の性格のものはタイで
源泉税を⽀払っていたとしても、⽇本における外国税額控除の利⽤を否認されてしまうことがあるので
注意してください（移転価格とは別の論点ではありますが・・・）。 
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※無形資産について※  
⇒最近の傾向として、タイでの無形資産についての質問が非常に多くなっています。そのため、下記に
おいて無形資産の説明を追記しました。本⽂を読み進める⽅は 46 ページまで⾶んでください。 
⽂章の途中ですが、無形資産は非常に難しい概念のために、こちらに補⾜を⼊れておきます。そもそも無
形資産とは字のごとく「形の無い資産」ですので、その価格設定に客観性を持たせることは非常に難しいと
いう実態があります。そもそも無形資産とはどういったものでしょうか。 
 
＜無形資産の意義＞ 
各国においても無形資産の意義は異なります。ここで重要なのは「移転価格上の無形資産」を、「BS 上
の無形資産」と捉えないことです。下記に各国の無形資産の意義を載せておきますので、こちらを参考に
タイの無形資産となるものを検討いただければと思います。 
 
●OECD（経済協⼒開発機構）の BEPS ⾏動 8 における定義 
・商業活動において⽤いることを目的として所有若しくは⽀配管理することが可能な、有形資産或いは
⾦融資産以外のもの 
 
●OECD ガイドラインにおける無形資産の範囲※これを主として考えることが良いかと思います。 
・特許、商標、商号、デザイン、形式等、⽂学上・学術上の財産権、ノウハウ、企業秘密等の知的財産
権、顧客リスト、販売網、関連製品に関して重要な宣伝的価値を有するユニークな名称、記号、写真
等 
 
●⽶国財務省規則における無形資産の範囲 
・特許、発明、秘密⽅式、秘密⼯程、意匠、様式、ノウハウ 
・⽂学上、⾳楽上、美術上の著作権 
・商標、商号、ブランドネーム 
・⼀⼿販売権、ライセンス及びそれらに付随した契約 
・⽅法、プログラム、システム、⼿続、宣伝、調査、研究、予測、⾒積、顧客リスト、技術データ 
・その他これらに類する項目 
 
●⽇本措置法通達における無形資産の範囲 
・著作権、基本通達 20-１-21 に定める⼯業所有権等のほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値
のあるもの 
 
●⽇本の移転価格事務運営要領 第 3 章（⽇本の税務調査において検討すべき無形資産） 
・技術⾰新を要因として形成される特許権、営業秘密等 
・従業員等が経営、営業、⽣産、研究開発、販売促進等の企業活動における経験等を通じて形成し
たノウハウ等 
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・⽣産⼯程、交渉⼿段及び開発、販売、資⾦調達等に係る取引網等 
 
●タイ国非上場会社等向け財務報告基準における無形資産の範囲 
・物理的な実体のない識別可能な非貨幣性資産 
＜無形資産が識別可能である場合＞ 
・分離可能であること。つまり企業から売却、譲渡、ライセンス化、賃貸⼜は交換ができるもの。 
・契約⼜はその他の法的な権利から⽣じていること。 
＜無形資産の認識をする場合＞※無形資産の認識は BS 計上のためと考えられる。 
・将来の経済的便益が企業に流⼊する可能性が⾼い場合 
・当該資産の取得原価の信頼性をもって測定することができる場合 
 
各国の無形資産の意義をみてもらいましたが、タイ以外の各国や OECD ガイドライン等における無形資
産の内容は基本的には同様です。タイの現在の無形資産の定義は財務報告基準によるものであり、BS
計上のため（会計基準として）の無形資産の定義となっているように感じます。つまり「タイ以外の各
国︓移転価格上の無形資産の意義」、「タイ︓財務報告基準上の無形資産の意義」と考えられます。 
 
ただし、タイの移転価格税制を考える上では、もちろん現状の財務報告基準の無形資産を考えるのでは
なく、移転価格税制において無形資産がどのように捉えられているかを考えるべきであります。 
 
ポイントとなるのは、移転価格上において「ノウハウ」や「マーケティング無形資産」が無形資産の範囲に
含まれるということです。製造業においては「ノウハウ」を始めとする無形資産の重要性は⼗分に検証され
ているイメージですが、顧客リスト・販売網を始めとする「マーケティング無形資産」の検証はあまりなされて
いないようなので、無形資産の整理の段階で確認する必要があります。 
※ただし、タイにおいて前述のとおり移転価格上の無形資産が規定されていないために、「マーケティング
無形資産」に対する対価の⽀払は、税務上において、あまり認められていないように思います。これにより
タイと⽇本においてアービトラージが発⽣するため、⽇本において「マーケティング無形資産」の対価の収受
が必要と税務当局から指摘された場合に、正当な理由を主張できるように事前準備することが重要と考
えています（製造業における「製造ノウハウ」については現状のタイにおいても認められる傾向にあるので、
特に「マーケティング無形資産」に関する移転価格ポリシーとタイの現状の慣⾏とのギャップをどのように調
整するかを検討するということが必要です）。 
 
＜無形資産の取引形態＞ 
無形資産についての関連会社間取引には、次の形態があります。 
①無形資産の所有権は⽇本親会社に留保されたままで、タイ⼦会社へ貸与され、使⽤料（ロイヤルテ

ィ）が発⽣する形態 
②無形資産の⽇本親会社からタイ⼦会社への所有権⾃体の移転が目的とされ、その譲渡対価が発⽣

する形態 
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無形資産を考える上で難しいのが、各国の法律を確認しても移転価格税制上の無形資産を網羅的に
把握することが困難なことです。⾔い⽅を変えると、「昨今の⾼度に発展した個別企業の無形資産を法
律で⼀括りにすることが難しい」ということです。無形資産をめぐる国外関連取引は、貸与、譲渡、共同
開発、委託などによって、性格が全く異なるものです。これらを混同して実体と整合しない対価関係を構
築することは非常に危険と感じます。 
 
また、無形資産の開発委託契約やコストシェアリング契約を無形資産そのものの取引と誤解する⼈も、か
なり多いように感じています。これらはあくまでも「コストの負担問題」であり、無形資産そのものの取引で
はありません。 
 
＜ロイヤルティに関するアプローチ⽅式＞ 
タイにおいて⾚字企業がロイヤルティを⽀払うと否認されてしまうということは、皆さんも周知の事実であると
思います。ただし、これはタイの慣⾏として⾏われていることではなく、ロイヤルティのアプローチ⽅式（厳密
な計算⽅法としてのアプローチではなく考え⽅としてのアプローチ⽅式）によるものです。 
 
このような話があります。A 社は⽇本の税務当局から⽇本の研究開発（無形資産組成に費やした）費
⽤を、その無形資産を利⽤しているタイ⼦会社 a から収受するように指摘を受けました。研究開発コスト
は 5 億円、対応する⼦会社の売上⾼は 10 億円/年であったため、A 社はタイ⼦会社 a から向こう 10
年に渡り売上⾼の 5%のロイヤルティを収受することにしました。ロイヤルティを収受するようになり 2 年目
まではタイ⼦会社 a においても順調に利益を上げていたのですが、3 年目に営業損失を計上してしまいま
した。そんな中でもタイ⼦会社 a は、当該ロイヤルティ契約に基づき売上⾼の 5%のロイヤルティを A 社に
⽀払ったところ、現地の税務当局から⾚字でのロイヤルティ⽀払は認められないと全額否認されてしまいま
した。 
 
この事例を考えるにあたり、ロイヤルティ（無形資産）算定の⼀般的なアプローチ⽅式を確認してみまし
ょう。 
【アプローチ⽅式（イメージ付けのためのものであり、学術的なアプローチ⽅式とは若⼲異なります）】 
①マーケットアプローチ︓無形資産の価格（ロイヤルティ料率）を客観的に評価できるときに利⽤ 
②インカムアプローチ︓ロイヤルティを超過収益⼒と捉える 
③コストアプローチ︓研究開発コストを海外⼦会社に負担 
※超過収益⼒とは、利益を超過利益（無形資産を利⽤したことにより計上できた利益＝利益の上澄
み部分）と通常利益（無形資産を利⽤しないときも計上できる利益）に分類した場合の「ロイヤルティ
の原資となる超過利益」をいいます。 
 
上記の事例において、⽇本の税務当局は研究開発コストをタイ⼦会社に負担させるようにと指摘してい
るので、③のコストアプローチにより指摘していると考えられます。⼀⽅、タイの税務当局は⾚字事業年度
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（超過利益の存在が認められない事業年度）のロイヤルティの⽀払は認められないと指摘しているので、
②のインカムアプローチにより指摘していると考えられます。はっきり⾔いますとロイヤルティ（無形資産）
は①のマーケットアプローチ⼜は②のインカムアプローチにより評価されるべきものであり、③のコストア
プローチは上記２つのアプローチの付随的な性質のものです。 
※タイ⼦会社が無形資産を利⽤する（無形資産の使⽤料を⽀払う）のは、対価以上の「収益を上げ
ることが目的」であり、親会社が「開発コストを費やしたことが目的」とはなり得ません。つまり、タイ⼦会
社が無形資産を利⽤するのは１億円の開発コストの無形資産が市場から 1 億円超で評価される場合
のみです（親会社にロイヤルティを⽀払っても⿊字となる場合≒親会社に超過利益を⽀払っても通常利
益は残る場合）。 
※上記で付随的な性質としているのは、マーケットアプローチによる料率（例えば、10 年間継続︓1 億
円/年がマーケットプライス）の算定が出来た場合においても、親会社の研究開発コスト（例えば 100
億）を当該マーケットアプローチによるロイヤルティでは賄えない場合には、こちらも独⽴企業間で取引が
⾏われることがありません。このような場合には、マーケットアプローチの合理性もないために、コストアプロー
チに合理性があれば、それを認めるとされているのです。 
 
つまり、上記事例においては、基本的にタイにおけるインカムアプローチによる指摘を（コストアプロー
チを理由として）反証することは難しいのです。 
 
また、⽇本のコストアプローチによる指摘を認めて追徴課税等を⽀払ってしまった場合には、それを無形資
産（ロイヤルティ）の移転価格ポリシー（会社の考え⽅）と税務署は認識する為に、従前の追徴課税
等を取り戻すことはもちろん、将来の移転価格ポリシーの変更も難しくなってしまうのです。タイでも⽇本で
も追徴課税（⼆重課税）が取られてしまったが解消することは非常に難しい。まさに⼋⽅塞がりです。こ
のような事態に陥らないためにも事前に「移転価格ポリシー」をしっかりと整備しておく必要があります。 
※みだりに移転価格ポリシーを変更することはできません。変更する場合には「間違っていた」とするのでは
なく（考え⽅の違いのため間違いではない）、「グローバルポリシーの統⼀のため」など、正当な理由を設
けて変更するようにしてもらえればと思います。 
※直近において筆者の得ている情報では、⽇本の税務当局もコストアプローチではなく、マーケットアプ
ローチによる指摘をしてくるようです。この本質としては「⾚字の⼦会社からもロイヤルティをしっかり取れ
よ︕」ということであり、海外で主に考えられているインカムアプローチを⽇本の税務当局は認めたくないも
のと感じます。コストアプローチでの指摘よりは理論的な客観性・⾼度性を増してきてはいますが、、、次に
考えなければならないのは、マーケットアプローチの「⽐較対象の問題」です。⽇本の同業他社が実際に
利⽤しているロイヤルティ料率（マーケットで利⽤されている実際のロイヤルティ料率≒無形資産の市場
価格を⽐較対象としなければならないため）などは経産省や特許庁が出しているレポートから取ることは
可能ですが、「⽇本のレポートが果たして現地において認められるのか︖現地ではやはりインカムアプロ
ーチで指摘してくるのではないか︖」、というあたりをしっかりと検証しなければなりません。 
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さて、タイにおける⽇系企業（特に中⼩企業）のロイヤルティ契約の現実をみてみると、多くは「売上⾼
の 3%（~5%）」という⽂⾔にて契約を巻いています。移転価格に精通している税務調査担当官など
が⼀⾒すると、この契約は、予想売上等を基準としたコストアプローチを基にした契約書に⾒えてしまいま
す（マーケットアプローチを基にした契約書と⾔い張れる可能性はありますが・・・、それは移転価格ポリシ
ーの有無によります）。 
 
コストアプローチは基本的にマーケットアプローチ及びインカムアプローチの付随的な⽅法のために、このまま
ではタイの税務調査の際に問題となってしまう可能性があります。 
 
これをどうするか︖パターンは 3 つです。 
【検証パターン】 
●インカムアプローチを採⽤し、ロイヤルティ契約の内容を変更（主に⽇本の税務署対策が必要） 
●マーケットアプローチを採⽤し、3~5%のロイヤルティ料率の⽐較対象を設定（主にタイの税務署対
策が必要） 
●その他の合理的な算出⽅法がない（例えば、全くの新技術であり、⽣み出す収益等を合理的にイン
カムアプローチにて算出ができないなど）として、コストアプローチを継続（主にタイの税務署対策が必要） 
 
「親会社からの命令」でなければ、収益を⽣み出せない無形資産を積極的に利⽤するわけがありません。
また、知らない会社の研究開発のコストを積極的に負担するわけもありません。それでも研究開発コスト
を負担するのは「親⼦会社」だからであり、⼀般的には異常な取引です（これを正常な取引とする抜け
道としては、「研究開発委託契約」で無形資産の組成を⼦会社から親会社へ委託したという形態にする
ことでしょう。論点を「無形資産取引」から「コスト負担の問題」へと、、、まぁこれはテクニックの話はあまり
書けませんのでこれくらいで）。 
 
また、学術的なインカムアプローチを考えると価値評価⽅法に「利益差分法」「利益分割法・超過収益
法」「ロイヤルティ免除法」などがあるとされていますが、これを突き詰めて契約書を整備し直すのもかなりの
⼯数が掛かってしまいますので、まずは考え⽅としてロイヤルティをどのように捉えるかというところから検証を
始めてもらえればと思います。 
※インカムアプローチというものは、「超過収益⼒」をどのように捉えるかによって計算⽅法が変化するもの
ですが、あくまでも学術的には、契約締結時における将来の予測ベースの数字を基に計算するものであ
るため、⾚字事業年度においてもロイヤルティの⽀払は発⽣するものと考えられています。⼀⽅、タイの税
務当局に関しては、ある種短絡的に⾚字事業年度は「超過収益⼒がないため」ロイヤルティを認めないと
否認してくる可能性があるために、例えグループポリシーとして、インカムアプローチを採⽤していても⾚字事
業年度の⽀払は否認される可能性が⼗分に考えられます（⾚字事業年度にロイヤルティを⽀払おうと
⽀払わなかろうと、あくまでも解釈の違いとなるように思います。どちらにおいても根底にはインカムアプロー
チの考え⽅がありますので・・・）。そのため、各国間に法規定や商慣⾏のアービトラージがある現状におい
ては、特に中⼩企業においては、（時間もお⾦もかかるため）学術的につくりこんだインカムアプローチとは
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しない⽅が良いと感じます。 
※上記の太字箇所を少し補⾜しておくと、インカムアプローチを採⽤する多くの場合が、契約締結時の想
定寿命における予測利益を基にロイヤルティ料率を算定していくことになります。ただし、あくまでもこれは
予測であるために、実績と完全に⼀致することはありません。事前に想定されて（織り込まれて）料率が
算定されているために、実績に合わせて直ちにロイヤルティ料率を調整することは基本的に⾏われません。
そのためインカムアプローチであったとしても、⾚字事業年度においてロイヤルティの⽀払が発⽣するのです。 
※ただし、繰り返しになりますが、⾚字事業年度のロイヤルティ⽀払いを許さないタイの税務当局の指摘
がインカムアプローチでないわけではありません。単純に考えると予測利益より実際の⾚字の⽅が、客観性
があります（⾚字事業年度は超過収益が発⽣していないと⾔い切れるので）。つまり、超過収益を想
定寿命という⻑期間でみるか、事業年度という短期間でみるか、という部分が論点となります。⻑くなりま
したが、これは、あくまでも学術的に突き詰めていくとインカムアプローチで⾚字事業年度の⽀払を認める
可能性もあるということですので、ご確認よろしくお願いします。 
 
次はマーケットアプローチについて補⾜します。上記でも軽く触れましたが、マーケットアプローチは客観的な
第三者の料率との⽐較ですので、⽐較対象企業（⽐較対象となるロイヤルティ料率）をどのように抽出
するかが⼤きなポイントとなります。その根拠資料はタイにおいて認められるものなのか︖客観性が⼗分に
担保されている資料（どのような機関が発⾏している資料）なのか︖など、⽐較対象とする資料は何で
も良いわけではありません。同様の無形資産を、同様の条件で、同様の国において利⽤するなど現実的
ではありませんので、資料の抽出は慎重に⾏ってもらえればと思います。 
※マーケットアプローチについては、ビジネスへの関与が判断の基準となるものです。⼀般的な⽇系企業は
単に出資者としての関与だけではなく、グループ全体の事業活動や営業活動に積極的な関与をする傾
向が強く、結果に対しかなりの影響を与えます。結果に影響を与えるのであれば、結果に対するロイヤル
ティの⽀払（インカムアプローチ）の⽅が理論的に優れているとされることも多く、⽇系企業はインカムアプ
ローチを採⽤するべきと考える学者等も多くいます。この考え⽅では、反対にマーケットアプローチは、⽇系
企業であっても事業活動が成功するか否かに直接的な関りを有さない場合、その結果にかかわらず⼀定
の固定的な対価を得るべきとされるときに採⽤します。←この考え⽅は、インカムアプローチを採⽤していて、
⽇本の税務当局にマーケットアプローチに変更するように（⾚字でもロイヤルティを収受するように）と⾔
われた場合に反証の材料として利⽤したりします。 
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やはり無形資産について記載するとかなりの量になりますね・・・。 
さて、それてしまった話を戻します（39 ページまで戻ります）と、役務提供取引でも無形資産取引でも、
どちらにおいても移転価格税制の対象となる独⽴企業間価格（Armʼs Length Price）にて取引がな
されることが必要です。この場合において役務提供であれば総原価をその対価とすることが可能な場合が
多いですが、実務上、無形資産の使⽤にあっては、料率の適正性を独⽴価格批准法（CUP 法）など
の直接的な⽅法で判断することは非常に難しく、基本的には取引単位営業利益法（TNMM）により
営業利益に含めて⽐較検証することが主流となっています。 
※TNMM に含めるという考え⽅は、インカムアプローチの⼀種であり、ロイヤルティを⽀払った後の営業利
益率が同業他社と⽐べても遜⾊ないほど計上できているため、ロイヤルティ料率（超過収益⼒）は適正
という主張となります。 
※ただし、TNMM によりロイヤルティを営業利益に含めて検証する場合の留意点も多く存在する為に、
盲目的に TNMM に含めることはリスクがあるという認識をお願いします。ポイントは無形資産という目に⾒
えない物の客観性をいかに上げていくかということにつきます（ポリシーに則り、恣意的な要素が⼊らないこ
とも重要です）。 
 
無形資産の整理とは、料率の適正性を判断することが非常に難しい無形資産の使⽤について客観的に
判断をすることを目的として⾏われるものですので、内容をしっかりと把握できるように整理することが重要
となります。※実務上は、移転価格ポリシーの作成段階で無形資産の整理は⾏ってしまうので、ローカル
ファイルへの記載においてはそちらを流⽤する形になります。 
 
ロイヤルティは非常に難しい概念のためにボリュームを多く記載しました。次の機能・リスク分析においてもロ
イヤルティに負けず劣らず⼤切な概念であるために、皆様におかれましても作成するローカルファイルの記
載内容に不備がないように慎重に検証をお願いします。 
 
【機能・リスク分析】 
基本的に移転価格ドキュメンテーションは取引単位ごとに価格の正当性を検証していくものですが、適正
価格であると主張するためには、この「機能・リスクの分析」が⽋かせません。ハイリスク・ハイリターンという
⾔葉があるように、タイ⼦会社に多くの機能・リスクを付している場合には、タイ⼦会社の利益率はそうで
ない会社よりも⾼い⽔準になるはずです。機能・リスクは会社の利益⽔準と紐づき関係にあるものであり
非常に重要な概念です。 
 
機能・リスク分析は理論的には取引単位にて⾏っていくべきものですが、取引の形態（各取引に付随す
る機能・リスク）が類似する場合などは、取引を細分化するのではなくある程度まとめて機能・リスクを確
認することも可能です。※実務上では多くの場合にまとめて機能・リスクを確認しています。 
 
また、この機能・リスク分析により、⼀般的な事業であるか、特殊な事業であるか、製造業か、⼩売業か、
などの分析対象会社の特徴を確認することができるようになります。こちらの特徴をもとに CORPUS（タイ
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のデータベース、その他世界的に有名なデータベースとして Oriana や OneSource などがある）などのデ
ータベースを利⽤して⽐較対象企業（⽐較対象企業とは、移転価格税制における利益率の適正性を
証明するために抽出された機能・リスクが類似する第三者企業をいう）の抽出を⾏っていくのです。 
※つまり機能・リスク分析により「⼀般的な製造業等」の会社の経済的な位置付けがきまり、データベース
を利⽤した⽐較検証における⽐較対象企業の抽出に資する情報を提供できるのです。 
※その他にも機能・リスクによる「利益分割法の適⽤」の可否や差異調整の根拠など、機能とリスクの分
析は非常に重要なものとなります。 
 
⼀般的な機能・リスクには次のようなものがあります。 
 
【機能の種類（製造業を例とする）】 
製造機能・研究開発機能・営業及び販売機能・在庫管理機能など 
製造機能 ・製造計画機能 

・原材料の調達機能 
・製造管理機能 
・品質管理機能 
・設備の購⼊機能 
※このような機能に細分されます。 

研究開発機能 ・研究開発内容（施設や担当部署を含む） 
・研究開発費の負担内容 
・研究開発の意思決定プロセス 
※基本的には⽇本親会社が負担するものでありその旨を記載します。 

営業及び販売機能 ・販売計画⽴案機能 
・予算作成機能 
・新規顧客開拓機能 
・販売機能 
・価格交渉機能 
・債権管理機能 
※このような機能に細分されます。 

在庫管理機能等 ・製品、仕掛品、部品、原材料それぞれの在庫管理機能 
・製品、仕掛品、部品、原材料それぞれの物流管理機能 

 
その他にもアフターサービス機能、クレーム対応機能、⼀般管理事務機能、事業計画機能などの多種
多様な機能がありますので、上記はあくまでも⼀例としてご認識ください。会社によって遂⾏する機能は異
なります。 
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【リスクの種類（製造業を例とする）】 
製造リスク・研究開発リスク・在庫リスク・為替リスクなど 
製造リスク 製造⼯程上のリスクであり、製造活動の失敗等に関するリスク（非効率な製

造活動の場合を含む） 
研究開発リスク 研究開発が超過収益⼒を⽣み出さない（市場ニーズを満たさない）、⼜は

研究開発費の回収が⼗分に⾏えないリスク 
在庫リスク 在庫過多、在庫陳腐化などのリスク 

※顧客ニーズを満たすために在庫を確保するが、当初の計画通りに在庫がは
けなかった場合のリスク 

為替リスク 為替変動により⽣じるリスク 
※円建て取引、バーツ建て取引、ドル建て取引などの取引通貨によってどちら
が負担するかが異なる 

 
その他でも信⽤リスク、市場リスク、調達リスク、配送リスクなどの各種リスクがありますので、機能の種類と
同様にあくまでも⼀例としてご認識ください。 
 
これらの機能・リスクに関しては、基本的には裏表の関係にあり、機能に関するヒアリングを⾏った段階でリ
スクについても⼤部分の認識を⾏うことができます。この場合のリスクとは、損失の発⽣事実（既に損失
額が確定）だけではなく、リスクを負担している当事者のリスク管理能⼒に関して記載することになります。
※そのため意味合いとしては損失という⾔葉よりも、（損失の）可能性という⾔葉の⽅が当てはまります。 
 
この機能・リスク分析を⾏った上で、会社の「経済的な位置付け」を検証し、ベンチマーク分析（データベ
ースを利⽤した第三者との⽐較）に⼊っていくのです。 
※「経済的位置づけ」とは、例えばデータベースを利⽤したベンチマーク分析を⾏うためには、⾃社が何者
であるかを知る必要があります。⾃社が「⼀般的な製造業」だと分かれば、データベースから抽出する⽐較
対象企業は、「⼀般的な製造業」となるでしょう。このように⾃社が何者かを知るためにも機能・リスク分
析は重要となるのです。 
 
近年、インド等の移転価格税制が発展した各国において TNMM の濫⽤が問題視されているという旨を
上記に記載しましたが、移転価格ガイドライン等においても TNMM を利⽤して⽐較対象企業が抽出で
きない場合には「利益分割法を準⽤する旨」の記載があります。この利益分割法の場合、親会社と⼦会
社の利益の配分が適正であるかを検証していくのですが、その検証の基本となる分析もこの「機能・リスク
分析」です。簡単にいうと、「機能とリスクを多く持っている会社は、それだけ多くの利益が⼊っているべき
（ハイリスク・ハイリターン）」であり、機能とリスクを持っていない会社が多額の利益を計上していれば、
利益の付け替えという風に捉えられてしまうのです（TNMM はあくまでも⽚側検証であるために、もう⼀
⽅の情報を隠すことができます。具体的には、「⼆国間の取引をタイ⼦会社の利益率だけ⾒て適正と
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謳える⽅法」なのですが、利益配分のいびつさを隠すためにも利⽤される⽅法であるために、国際的に濫
⽤が問題となっているのです）。 
 
タイの中⼩企業の移転価格⽂書化実務を鑑みると、おそらく多くの企業が TNMM により⾃社の利益率
の適正性を主張することになるでしょう。ただし、前述のように TNMM は⽚側検証であるために、両⾯で
検証する利益分割法よりも客観性が弱く、利益分割法で税務当局から指摘をされてしまうと反証するこ
とが難しいという実態も備えています。そのために、上記の機能・リスク分析により、利益配分の適正性の
検証は簡単でも良いので必ず⾏うようにしてもらえればと思います（レポート上は TNMM で検証している
が、裏で利益分割法により指摘リスクがないかを検証しておくなど）。 
※P52 にも同様の内容を記載しています。 
 
機能・リスク分析については以上となります。次のベンチマーク分析もまた、移転価格の⽂書作成において
非常に重要な部分であるために、ここで改めて目次例を確認してみましょう。 
 
＜再確認︓機能・リスク分析以降の目次例（ここからがベンチマーク分析）＞ 
8.独⽴企業間価格算定⽅法の選定 

8.1 概要 
8.2 独⽴企業間価格算出⽅法の選定基準 
8.3 独⽴企業間価格算出⽅法の選定 

9.経済的分析 
9.1○○取引に係る独⽴企業間価格の算定及び検証結果 
9.2□□取引に係る独⽴企業間価格の算定及び検証結果 

10.結論 
 
次の章では独⽴企業間価格算定⽅法（移転価格税制上の正しい取引価格）の内容についてみてい
くことにします。 
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3.6 独⽴企業間価格算定⽅法 
独⽴企業間価格（移転価格税制では、関連会社間取引においても独⽴した第三者取引の価格と同
⽔準の価格であることが求められ、その価格を「独⽴企業間価格」という。）の算定に当たっては、独⽴
価格⽐準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益率法、利益分割法の 5 種類の
⽅法より⼀番実態に則している⽅法を選定します（ベストメソッド⽅式）。 
 
【独⽴価格⽐準法（CUP 法︓Comparable Uncontrolled Price Method）】 
独⽴価格⽐準法とは、特殊関係にない売⼿と買⼿が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸
資産を当該国外関連取引と同様の状況下で売買した取引額をもって国外関連取引の対価の額とする
⽅法をいいます。次の条件を満たす内部⼜は外部コンパラブル/CUP（第三者との間で⾏われる（⼜は
第三者同⼠で⾏われる）類似の取引）がある場合には、独⽴価格⽐準法の採⽤を検討します。 
＜CUP 法の条件＞ 
・社内の製品区分（型番）は異なるが、性状、構造、機能等の⾯で同様の製品である場合 
・関連会社間取引と第三者取引において機能⾯での差がない場合 
・取引規模もおおむね同様であり、両取引の契約条件（引渡条件、決済条件、製品保証、返品条件
等）も同様の場合など 

 
【原価基準法（CP 法︓Cost Plus Method）】 
原価基準法とは、国外関連取引に係る売⼿の棚卸資産の購⼊、製造その他の⾏為により取得した原
価の額に通常の利潤の額を加算して計算した⾦額をもってその国外関連取引の対価の額とする⽅法を
いいます。次の条件を満たす内部⼜は外部コンパラブル/CUP（第三者との間で⾏われる（⼜は第三
者同⼠で⾏われる）類似の取引）がある場合には、原価基準法の採⽤を検討します。 
＜CP 法の条件＞ 
・同種の製品ではないが、性状、構造、機能等の⾯で類似する製品である場合 
・関連会社間取引と第三者取引において機能⾯で類似し、独⾃性のある活動は⾒られない場合 
・両取引の契約条件（引渡条件、決済条件、製品保証、返品条件等）はおおむね同様である場合
など 

 
【再販売価格基準法（RP 法︓Resale Price Method）】 
再販売価格基準法とは、国外関連取引に係る買⼿の棚卸資産の販売その他の⾏為による販売価格
から通常の利潤の額を控除して計算した⾦額をもってその国外関連取引の対価の額とする⽅法をいいま
す。よって、製造業者や加⼯業者には向かない⽅法となります。関連会社間取引における次の条件を満
たす内部⼜は外部コンパラブル/CUP（第三者との間で⾏われる（⼜は第三者同⼠で⾏われる）類似
の取引）がある場合には、再販売価格基準法の採⽤を検討します。 
＜RP 法の条件＞ 
・買⼿が独⾃性のある広告宣伝・販売促進活動は⾏っていない場合 
・競合商品であり、同種の商品ではないが、性状、構造、機能等の⾯で類似している場合 
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・売上規模や販売機能（広告宣伝、販売促進、アフターサービス、包装、配達等）がおおむね同様で
ある場合など 

 
なお、これらの 3 つの⽅法は「基本三法」と呼ばれ客観性の⾼い⽅法と考えられていますが、内部⼜は外
部コンパラブル/CUP がない場合には⽐較可能な取引の抽出が難しい場合が多く、次の TNMM がタイ
の移転価格実務において採⽤されることが多い傾向にあります。その場合には、「独⽴価格⽐準法、再
販売価格基準法及び原価基準法については、⽐較可能な取引を把握できなかったということから適⽤
できない」というような⽂⾔をドキュメントに記載し、TNMM がベストメソッドであることを記載します（理論
的な優先度は TNMM が⼀番低いと考えられているために、その他の⽅法の否定によりベストメソッド
/TNMM を採⽤している旨とすることが⼀般的）。 
 
【取引単位営業利益法（TNMM︓Transactional Net Margin Method）】 
原価基準法及び再販売価格基準法が類似企業の売上総利益率をベースに価格算定を⾏うのに対し、
TNMM は類似企業の営業利益率をベースに価格算定を⾏う⽅法となります。検証対象者が製造業者
か販売業者か（⼜は売⼿か買⼿か）に応じ、類似企業の総費⽤営業利益率⼜は売上⾼営業利益
率等を⽤いて検証対象者が獲得すべき営業利益を算定し、そこから取引価格を逆算する⽅法です。ま
た、この⽅法の採⽤は、より簡易な機能を担っている会社を検証対象とすることが多く、それゆえに⽐較
可能な取引の抽出もその他の⽅法に⽐べ簡単である場合が多く、実務上採⽤されやすい⽅法となりま
す。 
 
【利益分割法（PS 法︓Profit Split Method）】 
利益分割法は、関連会社間取引の合算利益に対して貢献した貢献度に基づき、各⾃の利益額を算
定する⽅法であるために各関連企業が関連者取引から得る総利益（⾒積利益）を算定してから計算
します。利益分割法には、⽐較利益分割法、寄与度利益分割法、残余財産分割法があります。ただし、
利益分割法は、⽐較対象取引に係る所得配分割合や対象となる国外関連取引に係る所得発⽣要
因を推測することが難しく、実務上採⽤されづらい⽅法となります。 
 
これらの 5 つの⽅法を勘案する際の⼤きなポイントは、内部コンパラブル/CUP（グループ内において第三
者との間で⾏われる類似取引）があるか、または外部コンパラブル/CUP（公開情報等の⽐較可能取
引）があるかです。これらが存在すれば理論的に優先度の⾼い基本三法が採⽤されることになります。
内部⼜は外部コンパラブル/CUP が存在せず、基本三法においては⽐較可能性が担保できない場合に
「TNMM（取引単位営業利益法）」が主に採⽤されることになります。 
 
ベストメソッドと⾔っておきながらも基本三法より TNMM の⽅が理論的優先度の落ちる理由（5 つの⽅
法が並列ではない理由）は、TNMM における⽐較可能性は概略的なものであり、製品の多様性の差
異や機能の些少な差異などは容認されるためです（わかりやすくいうと、「基本三法は殆ど同じ製品で⽐
較するべきとされ、TNMM は⽐較する製品に違いがあっても仕⽅がないとされます。そのため同じ製品で
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⽐較した⽅が理論的に正しい⾦額と⾔えるのです。」）。 
 
また、「PS 法（利益分割法）」は、利益に貢献する価値のある無形資産を保有している場合などに主
に使⽤されます（その他、基本三法や TNMM においても⽐較可能取引が存在しない場合においても
PS 法が使⽤されることになります）。 
 
＜参考＞ 
前述の通り、アセアン各国において PS 法（利益分割法）は、税務当局が指摘の際に利⽤することが
散⾒されます。例えば関連会社間取引に係る⼀連のサプライ・チェーンにおいて、機能・リスクのほとんどを
⼦会社が保有しているにも関わらず、全体利益の配分割合は２︓１（親会社が２）だった場合など
は、もっと⼦会社に利益を付けなければならないとの指摘がなされるのです。この場合 TNMM で適正な
利益⽔準であったとしても指摘されてしまうので注意が必要です。 
本来は PS 法（利益分割法）については、関連者双⽅が価値のある無形資産を保有する状況におい
て使⽤されることが基本的な取扱いとなります。これは、利益を⽣み出す源泉とは⾦額的な価値のある
無形資産等による按分以外には、その客観性を担保することが難しいためです。ただし、TNMM による
⽐較可能性が担保できないこと（データベースに⽐較対象企業がない・特殊な事業であるなど）もあり、
その場合には PS 法を⽤いることが移転価格ガイドラインに基づく⽅法となります。 
つまり、⼀般的には TNMM が価格算定法の最終的なネットの役割と考えることが多いですが（ある種そ
の通りなのですが・・・）、移転価格ガイドラインにおいては PS 法が最終ネットとされており、このギャップが
各国の PS 法による指摘につながっています。 
 
この５つの⽅法のいずれかにより独⽴企業間価格を算定することになります。どのようにローカルファイルに
記載されるかは、次の具体例を確認してください。※こちらも、あくまでも参考となります。 
 
【CUP 法が採⽤される場合の記載⽅法】  

移転価格算定⽅法 可否 適⽤可否理由 
CUP 法 〇 CUP法は、分析対象会社・国外関連者と第三者（内部CUP）、

第三者同⼠（外部 CUP）において⽐較可能性が担保できる場合
に適⽤する移転価格算定⽅法です。 
 
分析対象会社のロイヤルティ取引と⽐較可能な独⽴企業間取引を
外部公開データ（外部 CUP）から⼊⼿することができたため、分析
対象会社のロイヤルティ取引に関しては CUP 法を適⽤します。 
 

CP 法 × CUP 法は最も客観的な移転価格算定⽅法であるために、CP 法の
採⽤はしていません。 
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RP 法 × CUP 法は最も客観的な移転価格算定⽅法であるために、RP 法の
採⽤はしていません 
 

TNMM × CUP 法は最も客観的な移転価格算定⽅法であるために、TNMM
の採⽤はしていません 
 

PS 法 × CUP 法は最も客観的な移転価格算定⽅法であるために、PS 法の
採⽤はしていません 
 

 
このように全ての⽅法を⽐較検討した結果、採⽤する⽅法を決定するルールが「ベストメソッドルール」で
す。CUP 法が最も客観性の⾼い移転価格算定⽅法であっても、その他の⽅法も検討する必要（採⽤
しなかった理由の記載が必要）があります。こちらはタイの歳⼊局ガイドラインにも記載があるために注意
するようにしてください。 
※実務上は、TNMM と採⽤⽅法を決め打ちした上での⽂⾔作成という出来レースを感じることが多いで
す（株価評価における評価⽅法の抽出と似たものを感じます。あれも出来レースを感じることが多いで
す）。検証をせずに TNMM を利⽤するということは、お伝えしている通り非常に危険ですので、いずれに
しても、その他の⽅法の排除をタイにおいても条件としているために“結果として”TNMM を利⽤するという
旨の検証は⾏うようにしてください。 
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次に⽇本の独⽴企業間価格算定⽅法の法律を参考として記載します。 
※こちらもタイを含めた各国においてその算定⽅法に⼤きな違いはありません。 
 
【基本三法︓租税特別措置法 66 条 4 第 2 項】 
独⽴価格⽐準法（Comparable Uncontrolled Pricing Method, CUP 法） 
・措置法第 66 条の 4 第 2 項第 1 号イより 
特殊の関係にない売⼿と買⼿が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連
取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額（当該同種の棚卸
資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある
場合において、その差異により⽣じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を⾏った後の対価の額
を含む。）に相当する⾦額をもって当該国外関連取引の対価の額とする⽅法をいう。 
 
再販売価格基準法（Resale Price Method, RP 法） 
・措置法第 66 条の 4 第 2 項第 1 号ロより 
国外関連取引に係る棚卸資産の買⼿が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価
の額（再販売価格）から通常の利潤の額（当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて
計算した⾦額をいう。）を控除して計算した⾦額をもって当該国外関連取引の対価の額とする⽅法を
いう。 
・租税特別措置法施⾏令（以下、「施⾏令」という。）第 39 条の 12 第 6 項より 
国外関連取引に係る棚卸資産と同種⼜は類似の棚卸資産を、特殊の関係にない者（非関連者）か
ら購⼊した者（再販売者）が当該同種⼜は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引（⽐
較対象取引）に係る当該再販売者の売上総利益の額（当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販
売による収⼊⾦額の合計額から当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した
⾦額をいう。）の当該収⼊⾦額の合計額に対する割合とする。ただし、⽐較対象取引と当該国外関連
取引に係る棚卸資産の買⼿が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売⼿の果たす機
能その他において差異がある場合には、その差異により⽣ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の
割合とする。 
 
原価基準法（Cost Plus Method, CP 法） 
・措置法第 66 条の 4 第 2 項第 1 号ハより 
国外関連取引に係る棚卸資産の売⼿の購⼊、製造その他の⾏為による取得の原価の額に通常の利
潤の額（当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した⾦額をいう。）を加算して計
算した⾦額をもって当該国外関連取引の対価の額とする⽅法をいう。 
・施⾏令第 39 条の 12 第 7 項より 
国外関連取引に係る棚卸資産と同種⼜は類似の棚卸資産を購⼊（非関連者からの購⼊に限る。）、
製造その他の⾏為により取得した者（販売者）が当該同種⼜は類似の棚卸資産を非関連者に対し
て販売した取引（⽐較対象取引）に係る当該販売者の売上総利益の額（当該⽐較対象取引に係
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る棚卸資産の販売による収⼊⾦額の合計額から当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合
計額を控除した⾦額をいう。）の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、⽐較対象取引と
当該国外関連取引とが売⼿の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により⽣ずる
割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。 
 
基本三法に準ずる⽅法 
・措置法第 66 条の 4 第 2 項第 1 号ニより 
イからハまでに掲げる⽅法に準ずる⽅法その他政令で定める⽅法。 
 
政令に定める⽅法 
a.利益分割法（Profit Split Method, PS 法） 
・租税特別措置法基本通達（以下、「通達」という。）66-4(5)-1 より 
PS 法は基本三法が適⽤できない場合に限り適⽤が認められる⽅法として政令で定められている独⽴
企業間価格の算定⽅法である。PS 法は、施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 1 号イからハまでのい
ずれかの⽅法によって、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等により法⼈及び国外関連者に⽣じた
所得（「分割対象利益」といい、原則として、当該法⼈に係る営業利益⼜は営業損失に当該国外関
連者に係る営業利益⼜は営業損失を加算した⾦額を⽤いるものとする。）を当該法⼈及び国外関連
者に配分することにより独⽴企業間価格を算定する⽅法をいう。 
 
・⽐較利益分割法（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 1 号イより） 
当該国外関連取引に係る棚卸資産と同種⼜は類似の棚卸資産の非関連者による販売等に係る所
得の配分に関する割合に応じて当該法⼈及び当該国外関連者に帰属するものとして計算する⽅法を
いう。 
 
・寄与度利益分割法（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 1 号ロより） 
当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法⼈及び当該国外関連者による販売等に係る所得の発
⽣に寄与した程度を推測するに⾜りるこれらの者が⽀出した費⽤の額、使⽤した固定資産の価額その
他これらの者に係る要因に応じてこれらの者に帰属するものとして計算する⽅法をいう。 
 
・残余利益分割法（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 1 号ハより） 
次の（1）及び（2）に掲げる⾦額につき当該法⼈及び当該国外関連者ごとに合計した⾦額がこれら 
の者に帰属するものとして計算する⽅法をいう。 
(1)当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法⼈及び当該国外関連者による販売等に係る所得が、
当該棚卸資産と同種⼜は類似の棚卸資産の非関連者による販売等に係る第六項、前項⼜は次号か
ら第五号までに規定する必要な調整を加えないものとした場合のこれらの規定による割合に基づき当該
法⼈及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した⾦額をいう。 
(2)当該国外関連取引に係る棚卸資産の当該法⼈及び当該国外関連者による販売等に係る所得の
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⾦額と（１）に掲げる⾦額の合計額との差額が、当該残余利益等の発⽣に寄与した程度を推測する
に⾜りるこれらの者が⽀出した費⽤の額、使⽤した固定資産の価額その他これらの者に係る要因に応じ
てこれらの者に帰属するものとして計算した⾦額をいう。 
 
b.取引単位営業利益法（Transactional Net Margin Method, TNMM） 
TNMM は関連会社間取引の営業利益の⽔準と非関連会社間取引の営業利益の⽔準を⽐較して検
証する⽅法である。施⾏令第 39 条の 12 第 8 項では、棚卸資産の製造、輸出⼜は再販売に係る
独⽴企業間価格の算定における TNMM の適⽤が明記されている。TNMM は、国外関連取引の当
事者のうち最も複雑でなく、かつ、重要な無形資産⼜は独⾃の資産を有しない検証対象者の営業利
益の⽔準を⽐較可能な同業者の営業利益の⽔準と⽐較し、当該関連会社間取引が独⽴企業間価
格で⾏われているかどうかを検証する⽅法をいう。 
 
・再販売価格に基づくアプローチ（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 2 号より） 
国外関連取引に係る棚卸資産の買⼿が非関連者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額（再
販売価格）から、当該再販売価格にイに掲げる⾦額のロに掲げる⾦額に対する割合（⽐較対象取引
と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買⼿が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが
売⼿の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により⽣ずる割合の差につき必要な調
整を加えた後の割合）を乗じて計算した⾦額に当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要
した販売費及び⼀般管理費の額を加算した⾦額を控除した⾦額をもって当該国外関連取引の対価の
額とする⽅法をいう。 
イ 当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 
ロ 当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売による収⼊⾦額の合計額 
 
・原価に基づくアプローチ（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 3 号） 
国外関連取引に係る棚卸資産の売⼿の購⼊、製造その他の⾏為による取得原価の額に、イに掲げる
⾦額にロに掲げる⾦額のハに掲げる⾦額に対する割合（販売者が当該棚卸資産と同種⼜は類似の棚
卸資産を非関連者に対して販売した取引（⽐較対象取引）と当該国外関連取引とが売⼿の果たす
機能その他において差異がある場合には、その差異により⽣ずる割合の差につき必要な調整を加えた後
の割合）を乗じて計算した⾦額及びイ（２）に掲げる⾦額の合計額を加算した⾦額をもって当該国
外関連取引の対価の額とする⽅法 
イ 次に掲げる⾦額の合計額 
（１） 当該取得原価の額 
（２） 当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び⼀般管理費の額 
ロ 当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額 
ハ 当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売による収⼊⾦額の合計額からロに掲げる⾦額を控除し
た⾦額 
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・販売管理費に基づくアプローチ（施⾏令第 39 条の 12 第 8 項第 4 号及び施⾏令第 39 条
の 12 第 8 項第 5 号より） 
国外関連取引に係る棚卸資産の再販売価格から、当該国外関連取引に係る棚卸資産の販売のため
に要した販売費及び⼀般管理費の額に、⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売による営業利益の額
の合計額と当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び⼀般管理費の額と
の合計額の当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び⼀般管理費の額に
対する割合を乗じて計算した⾦額を控除した⾦額をもって当該国外関連取引の対価の額とする⽅法を
いう。 
また、国外関連取引に係る棚卸資産の売り⼿の購⼊その他の⾏為による取得の原価の額に、当該国
外関連取引に係る棚卸資産の販売のために要した販売費及び⼀般管理費の額に⽐較対象取引に係
る棚卸資産の販売による営業利益の額の合計額と当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売のため
に要した販売費及び⼀般管理費の額との合計額の当該⽐較対象取引に係る棚卸資産の販売のため
に要した販売費及び⼀般管理の額に対する割合を乗じて計算した⾦額を加算した⾦額をもって当該国
外関連取引の対価の額とする⽅法をいう。 
 
※取引単位営業利益法は、国外関連取引の取引当事者の内、重要な無形資産を有しない⼀⽅の
当事者（検証対象者）の営業利益率が当該検証対象者と⽐較可能な同業者の営業利益率の⽔
準にある場合には、当該国外関連取引は独⽴企業間価格で⾏われているとする考え⽅となります。 
 
このように細かく定められており、全てを細かくお伝えすることは難しいですが、⼤きく以下の点は抑えておい
てください。 
①基本三法はその他の⽅法よりも理論的な優先度は⾼い（その中でも CUP 法が⾼い） 
②製造業等においては原価からのアプローチ、卸売業等においては売価からのアプローチ 
③取引単位営業利益法（TNMM）は⽚側検証のため便利だが客観性には優れていない 
④重要な無形資産等がない場合においても利益分割法による指摘をされる可能性がある 
⑤機能・リスク分析は利益配分やベンチマーク分析の基礎となる概念のために非常に重要 
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3.7 経済的分析（ベンチマーク分析） 
独⽴企業間価格算定⽅法の抽出が終わったら、いよいよ経済的分析（ベンチマーク分析）に⼊ります。
移転価格税制は第三者における取引価格と⽐較して、⾃社の⾏っている取引価格が適正だと証明する
ものです。そのため、経済的分析（ベンチマーク分析）において、まずは⽐較対象企業の選定を⾏いま
す。 
※ここで⽐較対象企業の選定を⾏うために、⾃社の経済的な位置付けを明確にしておかなければなりま
せん。前述の通り、⾃社の経済的な位置付けは、機能・リスク分析により⾏われます。 
 
3.7.1 ⽐較対象企業の選定 
⽐較対象企業の選定については、上場会社のような公表資料がある会社の場合には当該公表資料か
ら、公表資料がない会社については企業データベースから、（⼜は両⽅から）「⽐較対象企業の抽出」
を⾏います。※実務上はデータベースでソートをかけた後に、内容に齟齬がないかを公表資料（有価証
券報告書等）を基に検証します。 
 
まずは⺟集団の抽出を⾏うのですが、その際に製造業であれば「◎◎◎◎の製造業」などと条件を絞って
抽出していきます。（「⾃動⾞部品の製造業」などでは範囲が広すぎるために、少しずつ詳細な条件を
⼊れていくことになるでしょう。） 
 
（例えば国というような）⼤きな条件で囲った⺟集団は数千~数万社ぐらいになるかと思いますが、その
全てが利⽤できるものではありません。⽐較対象となり得る企業は 10~20 社ぐらいであり、⺟集団から
更に⽐較可能性を⾼めるために、具体的には下記のような選定プロセスを設定して⽐較対象企業の精
度を上げていくのです。 
 
具体的な⽐較対象企業の選定プロセス 
①データベーススクリーニング 
 ⇓ 
②定量分析 
 ⇓ 
③定性分析 
 ⇓ 
④⽐較対象企業の選定 
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まずは、①のデータベーススクリーニングを⾏うのですが、移転価格税制のスクリーニングで世界的に使われ
ているデータベースには次のようなものがあります。 
 
【標準データベース（参考）】 
①CORPUS（タイ）︓100 万円前後  
②Oriana（オランダ）︓300 万円前後 
③OneSource（アメリカ）︓150 万円前後 
※⾦額は年間使⽤料の参考価格となります。アカウント数や使⽤量によって変動するものですので、あく
までも参考としてご確認ください（CORPUS についてはクライアント数に基づく年間利⽤料の概算を記
載）。 
※Oriana については、最近単発利⽤をすることが可能なサービス提供を始めています。 
 
これらのデータベースを利⽤してデータベーススクリーニングを⾏います。データベーススクリーニングとは、デー
タベースに収録されている企業の中から、次のような諸条件を設定することにより、定量分析及び定性分
析を⾏う⺟集団を抽出するためのステップになります。 
※下記「データベーススクリーニング」、「定量分析」、「定性分析」に関してはあくまでも参考となりますので、
実際にドキュメントを作成する場合には、⾃社の内容⼜は進出国の環境に合わせて抽出するようにしてく
ださい。 
 
【データベーススクリーニング】 

項目 内容 
対象となる国 タイ 
産業分類コード TSIC(標準産業分類)コード等から、⾃社が属する産業・事業のコードを選

択 
上場/未上場 （データの信頼性より）上場だけを対象とするか、未上場を含めるかの選択 
独⽴性 株主からの独⽴性の程度（Independence Indicator）の選択 

 
実務上は、このデータベーススクリーニングがかなりの曲者となります。本来は情報の信頼性という観点から
上場会社以外のデータを⽤いることは好ましいとはいえません。ただ、タイの移転価格⽂書の作成対象企
業は売上⾼が 2 億バーツ以上の企業であり、ギリギリでドキュメント作成の対象となっている企業（中⼩
企業）と上場会社を⽐較することが、果たして適正といえるのかという問題があるのです。また、データベー
スには非上場の会社も⼊っていますが、非上場会社においては、以下に掲げる定性分析を⾏う際に必
要なアニュアルレポートなど客観的な資料が出てこないという問題もあります。 
 
ただし、インフラが整っていないという中でも移転価格税制というものが施⾏されるのであれば、現状におい
て⼊⼿可能なものから⼀番客観的なものを集めて⽐較検討を⾏うことが必要です。少なくとも、このデー
タベーススクリーニング（及び下記の定量分析）において、事業形態の類似性、市場の同⼀性、規模、
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独⽴性、無形資産の有無等の条件が整わなければ、信頼性の⾼い結果を得ることは難しいと感じます。
前述の無形資産パートにおいて、移転価格税制上の無形資産にはノウハウ等の無体資産も含まれると
記載しましたが、公開情報から⽐較対象企業のノウハウ等の無体資産を抽出することは不可能であると
感じる⽅も多いと思います。もちろんその通りであり、公開情報にノウハウの内容まで事細かに書いてある
ことなどはあり得ません。つまり、あくまでもインフラが整っていない現状においては、ある種の線引きを⾏わ
なければならないのです（重要な無形資産を持っているか否かなどの線引きや、独⽴性指標により関連
会社間取引のない企業を抽出するという線引きなど）。 
 
このデータベーススクリーニングによって⺟集団を抽出したら、次は定量分析（数字による分析）に移⾏
します。定量分析においても、データベースに次のような条件（財務データ等に関連する定量的な条件）
を設定し、定性分析に進む⺟集団を抽出します。 
 
【定量分析】 

項目 内容 
財務データの取得可能性 ⽐較対象企業との⽐較検証は、独⽴企業間利益率によって⾏われる

ために財務データの⼊っていない企業については⽐較可能性を担保する
ことができず除外します。 

営業損失 ⾚字企業に関しては、異常な取引を⾏っている（重⼤な問題を抱えて
いる）と考えられ、⽐較可能性を担保することができないために除外しま
す（直近 3 期中、2 期の⾚字の場合などの条件を設定）。 

事業規模 事業規模が著しく異なる企業などにおいても、⽐較可能性を担保するこ
とができないために除外します。 

研究開発⽐率等 無形資産（超過収益⼒）を保有する企業と保有しない企業において
も、⽐較可能性を担保することができないために除外します。 

※その他定量値の経済学的調整として、売掛⾦⽔準・買掛⾦⽔準及び在庫⽔準の各種サイト（⼊
⾦サイト、⽀払サイト、回転期間）に掛かる想定利息を反映することなども⾏われます。つまり、⼊⾦サイ
トが⻑い会社と短い会社を単純に⽐較することはできず、その期間の差に掛かる利息も検討した上で⽐
較対象企業を抽出するべきという考え⽅です（在庫回転率や売掛⾦回転率からの検証）。 
 
定量分析後、次の定性分析を経て、⽐較対象企業の選定が⾏われるのです。 
 
【定性分析】 
定性分析においては、データベースに諸条件を⼊⼒する訳ではなく、定量分析後の⺟集団が本当に⾃
社の⽐較対象企業として適正かを定性的に判断します。例えば、企業ホームページやアニュアルレポート、
データベース上の企業分析による機能・リスク・製品の類似性の⽐較等によって⽐較対象企業にそぐわな
いものは外します。ただし、データベースに登録されている企業には限りがあるために、スクリーニングの条件
を厳密にすればするほど⽐較対象企業の数は少なくなってしまいます。どこまで含めるか、どこまで外すか、
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移転価格⽂書の作成において判断が多く⼊る部分です。 
 
⽐較対象企業の抽出が完了したら、⺟集団の数、抽出経緯、抽出企業の詳細（利益率）等をドキュ
メントに記載し、独⽴企業間レンジを算出することになります。独⽴企業間レンジの算出⽅法にはフルレ
ンジ法や四分位レンジ法などいくつか⽅法があります 
 
3.7.2 独⽴企業間レンジの算出⽅法 
移転価格税制において⽐較対象企業の⺟集団をデータベーススクリーニングより抽出し、定量分析及び
定性分析を経て⽐較対象企業を抽出した後に重要になる概念が利益率のレンジです。このレンジを「独
⽴企業間レンジ」といいます。 
 
通常データベースより選定される⽐較対象企業は、1 社ではなく複数社であり、これらの⽐較対象企業
の営業利益率等の幅を独⽴企業間レンジとして、⾃社の利益率との⽐較検討を⾏います。この独⽴企
業間レンジに関して、OECD ガイドラインにおいては次のように記載されています。 
 
「独⽴企業間レンジより（パラグラフ 3.55）」 
取引条件が独⽴企業のものに⼀致するか否かを判断する上で最も信頼できる単⼀の数値（例え
ば、価格⼜は利幅）を得ることによって、独⽴企業原則を適⽤することができる場合がある。しかしな
がら、移転価格の算定は厳密な科学ではないため、最も適切な⽅法を適⽤した結果、その全てにつ
いて相対的に同等の信頼性があるという複数の数値からなる幅が⽣み出される場合も多くある。この
ような場合、この幅を構成している数値の間にみられる差異は、⼀般に、独⽴企業原則の適⽤は独
⽴企業間であれば成⽴したであろう条件の近似しか⽣み出さないという事実によりもたらされたものとい
えよう。幅の中の様々な数値は、⽐較可能な状況の下で⽐較可能な取引を⾏う独⽴企業が当該取
引につき全く同⼀の価格を設定しない場合もあるという事実を表しているといえよう。 

 
この⽂⾔は我々の作成するローカルファイルにおいても本⽂中に含ませているぐらい利益率レンジの考え⽅
の根幹となる部分です。もちろん理想を⾔えば全く同じ企業が存在し、利益率が全く同じになることです
が、実務上はそのようなことはあり得ません。特に TNMM を採⽤している場合には、その特性上、⽐較可
能性がその他の⽅法（CUP 法、RP 法、CP 法、PS 法）よりも厳密に求められてはおらず、製品の多
様性や機能の差異などもある程度は容認されていることから営業利益率レンジを⽤いることとなり、その幅
は⼤きくなります（従前の⽇本においてはこのような利益率レンジの採⽤ではなく、平均値などの特定の
ポイントを⽤いて課税処分が⾏われていました。⽇本︓平均値、アメリカ等の諸外国︓中央値）。 
 
つまり検討している⽐較対象企業の全てが必ずしも同程度の⽐較可能性を有していないということがある
のです。実務上において、優れた⽅法として最も⼀般的に採⽤されているレンジが四分位レンジです。四
分位レンジとは、⽐較対象企業の利益率を数値の⾼い順に並べ、上位 25%と下位 25%を取り除いた
中位 50%のレンジを指します。タイにおいても四分位レンジの考え⽅が取り⼊れられています。 
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ただし、注意しなければならないのは、上記の「⽐較対象企業の全てが必ずしも同程度の⽐較可能性を
有していない」ということです。これは実務上、優れた⽅法として採⽤されている四分位レンジであってもで
す。そもそも四分位レンジとは⽐較対象候補の中に混在している⽐較可能性に悪影響を与える可能性
の⾼い「外れ値（上位 25%と下位 25%）」について、その⽐較可能性は低いという「推論」により、機
械的・統計的に排除しているに過ぎないということです。つまり、四分位レンジを利⽤してベンチマーク分析
をしているからといって、⽐較可能性の⾼い移転価格⽂書とはなり得ないのです。 
 
この問題について、以前に⽇本の税務当局のパブリックコメントに次のようなものがありました。 
「類似性の程度が⼗分でない非関連者間取引の数値については、統計的⼿法（四分位法）を適
⽤したとしても、そのレンジは独⽴企業間レンジとは認められない」 
 
この⽂⾔から分かるように、データベースからの抽出とは、あくまでも合理性による抽出であり、それを以って
⽐較対象企業とはなりえません（例えば、全世界の⼈⼝が 70 億⼈だったとして、1 ⼈ずつ数えていくこと
は不可能であり、例えば各国がネットで公表している⼈⼝数を合計して 70 億と推計する⽅が合理的で
す。ただし、各国の公表数値が適正であるとは限らないため、その合計数をもって全世界の⼈⼝数と必ず
しも⾔えないという旨の話です）。そのためベンチマーク分析で重要なことは、データベーススクリーニングや
独⽴企業間レンジの抽出でなく、定量分析と定性分析により⺟集団の⽐較可能性をどこまで上げられる
かということです。 
※特に定性分析においては、データベース内の資料のみを利⽤するのではなく、企業ホームページやアニ
ュアルレポートなどの、該当する企業の他の外部公開データによる⽐較検証を⾏った⽅が良いように感じ
ています。 
 
3.7.3 結論 
独⽴企業間レンジと⾃社の利益率を⽐較して、次のような⽂⾔により、レポートを結論付けることになりま
す。 
「本分析によると、2019 事業年度において、分析対象企業の営業利益率が⽐較対象企業の独⽴企
業間レンジの下限値（第１四分位値）を超過しますので、分析対象会社から国外関連者に対する所
得移転は発⽣していません。そのため、分析対象会社の国外関連取引は移転価格関連 諸法令に準
拠していると結論付けられます」 
 
目次に則った具体的な解説は以上となります。本資料を基に、タイにおける移転価格税制の更新や、具
体的な取扱いなどは、今後次のブログにて記載していこうと考えています。是非ご確認いただければ幸い
です。 
 
「5 分で分かるタイの移転価格税制︓http://transferpricing.livedoor.blog/」 
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その他の重要な事項（⾚字企業や利息の取扱）を次ページから解説いたします。 
3.7.4 ⾚字企業の場合 
前述のとおり、タイを含めたアセアン各国の現状をみていると⾚字企業こそ移転価格の指摘を受けてしま
う傾向にあります。ただし、多くの書籍や参考資料については、この⾚字企業が作成するローカルファイル
に対する⾔及があまりにも少ないという実態があります。指摘が多いのに情報が少ないという⽭盾が起きて
しまっています。 
 
⾚字企業のローカルファイルの基本的な目次は、上記の目次と同様と考えていただいて問題ありません。
ただし、⾚字企業特有の項目を目次に追加しなければなりません。具体的には、次の項目を記載して、
何故⾚字になってしまったのかという理由（ストーリー）を述べる必要があります。 
 
【⾚字企業の場合の具体的な記載】 
①臨時的・偶発的な⾚字原因について⾔及（非移転価格要因） 
②定量データの整理（①によって正常時との差異を定量的に説明） 
③再建計画について⾔及（今後の⿊字化への定量・定性案） 
 
※ポイントは⾚字原因が「非移転価格要因（外的要因）」であるということです。⾃社の都合で⾚字に
なってしまっている場合には、⾃業⾃得であり追徴課税される可能性が少なからずあるように思います。あ
くまでも臨時的・偶発的な外的要因により⾚字に陥ってしまったというストーリーが必要です。 
 
また、この中で特に重要なことは「②定量データの整理」です。「①非移転価格要因」の結果、⾃社の数
字がどれだけ傷ついたかです。客観的に数字で証明することが重要になります。 
 
ビジネス上、多種多様な⾚字原因を考えることができます。例えば「最低賃⾦の上昇率が⾼く、想定より
も⼈件費が過⼤になってしまった」、「通関においてモノがなかなか⼊らず、リードタイムが想定よりも延びて
しまった」、「洪⽔によって得意先がタイから撤退し、当初売却予定であった製品の販売が出来なくなって
しまった」、このような原因があった場合に、どのように移転価格⽂書上で説明することが効果的かを検証
することになります。 
 
これが単発の⾚字であれば、主な原因である「非移転価格要因」による損失額を除外して検証すること
になります。例えば、在庫の盗難による損失があった場合には、その部分を除外して適正な利益率かを
検証することになるなど（原因と PL 計上額に直接的な因果関係がある）。 
 
難しいのは経常的な⾚字の場合であり、この場合には⼊念なストーリー作りが必要です。進出前の FS
（フィジビリティスタディ≒事業計画）作成の段階で想定していた利益がどのように毀損したかを定量的に
表し、客観的な毀損理由を付し、今後どのように利益を回復する予定かをそれぞれ記載する必要がある
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のです（原因と PL 計上額に直接的な因果関係がない場合が多いですが、因果関係をどこに置くかをし
っかりと検討することがポイントになります）。 
 
⽇本において、⾚字企業（上場企業以外）の決算は「どうせ税⾦を⽀払わないんだから・・・」という理
由であまり重要視されていないように思います（そのため移転価格における⾚字企業の取扱いの書籍等
も少ないのかと思います・・・）。税理⼠がクライアントに「当期からは利益が出るので、数字をしっかりと作
っていきましょう︕」と⾔っているのも良く⽿にします。この感覚を持ったままタイの移転価格⽂書の作成や
申告書の作成を⾏ってしまうと、後々問題となってしまうことも多いため、⾚字であるからこそリスクがあると
いう認識が重要になります。 
 
※現状の⾚字企業に対する調査 
歳⼊法典 65 条の 2 において「低廉譲渡のみなし所得課税」があると前述しましたが、タイにおいてはこち
らの法律を根拠として⾚字企業の税務調査が現在（移転価格税制の改正前において）⾏われていま
す。 
とある企業においては税務調査において「過去 5 年の⾚字の原因はタイ⼦会社から⽇本親会社に対す
る低廉譲渡があるためであり多額の所得移転か⾏われている」とみなし所得課税の指摘を受けました。 
5 年間の⾚字のみなし課税はたまったものではありません。その企業は⾚字原因をストーリー⽴てて税務
当局に次のように説明しました。「当社は洪⽔によって⼯場が⽔没し、関連する機械等が流されてしまっ
た。また、特殊な機械であったために復興するのに時間がかかり、その間にクライアントが他社に流れてしま
い、かつ、従業員も他社へ流出してしまった。これによりシェアを確保することができず固定費を回収できな
かったために⾚字に陥ってしまった。」 
この説明により、税務担当官から「具体的な数字も確認させてもらい貴社の状況は分かった。低廉譲渡
によるみなし所得課税は取り下げる。」と伝えられました。 
 
移転価格⽂書の⾚字企業においては事前に、この税務当局への説明を⽂書の中で⾏うというものです。
なぜ⾚字になってしまったか、具体的な数字でのインパクトはどれだけ発⽣したか、今後どのように再建す
る予定か、これらを記載して⾚字が所得移転によるものでなかったと証明することが必要です。 
 
実務的な問題点をもう少しお話しします。前述（P29）の移転価格ポリシーを含んだドキュメンテーショ
ンフローを改めて下記にてご確認ください。 
 
【参考︓ドキュメンテーションフロー】※太字部分がポリシー作成の核となる部分です。 
①グループ各社で作成している移転価格⽂書の状況（構成及び内容）確認 
②作成済みの各⽂書間の整合性の確認 
③重要な機能⼜はリスクがある項目への対応策の検討、実施 
④ユニラテラル APA や税務ルーリングの他国への影響の確認 
⑤サプライ・チェーンの整理（内部 CUP 及び外部 CUP の確認） 
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⑥確認された移転価格リスクも踏まえたポリシーの策定（価格設定⽅法の決定） 
⑦価格設定⽅法における目標利益率の算定（取引価格の設定） 
⑧事業⽅針を反映した利益配分の検証 
⑨移転価格ポリシーのグループ内での周知と実務運⽤（利益⽔準・価格の設定） 
⑩移転価格ポリシーを基にした MF、LF、CBCR の作成 
⑪期中検証（検証対象の利益⽔準を確認し、価格調整の要否の検討） 
⑫期末検証（検証対象の利益⽔準を確認し、期末⼀括価格調整の要否の検討及び翌年度の価格

設定） 
⑬移転価格ポリシー、マスターファイル、ローカルファイル、CBCR の更新 
 
このドキュメンテーションフローの⑦に「価格設定⽅法における目標利益率の算定（取引価格の設定）」
というものがあります。例えば、アセアン各国（⾃社がタイ、ベトナム、インドネシア、中国などのアセアン各
国に進出している前提）における棚卸取引の価格設定⽅法を「取引単位営業利益法（TNMM）」と
移転価格ポリシー作成の段階で設定したとしましょう。この場合においては、アセアン各国の目標利益率
を設定するために、データベースからはアセアン各国における⽐較対象企業を抽出（ベンチマーク分析）
し、その⽐較対象企業の利益率レンジを基に、⾃社の目標となる利益率レンジを設定し、各国⼦会社
の棚卸取引の利益率がこのレンジに納まっていることを確認し、移転価格ポリシーとして設定することにな
ります。 
 
つまり、この段階（移転価格ポリシー作成の段階）で将来のベンチマーク分析に耐えうるであろう「目標
利益率」を決定してしまうのです。ただし、ふたを開けてみればタイで⾚字となり、⽐較対象の営業利益率
のレンジに届いていない。もちろんこの場合においては、上記の通り、⾚字の原因を説明して利益移転の
事実はない旨を証明していくのですが、それをタイの税務当局が認めるかは、また別の話です。そもそも進
出前にポリシーで利益率を定めてしまっているので、後付けで理由を説明することが難しくなる可能性が
⾼いのです。 
 
難しいので更にかみ砕いて説明すると・・・、 
本来の（フルパターンの）移転価格ポリシーの作成段階において、作成主体である親会社は「目標利
益率」というものを設定し、アセアン各国の⼦会社との関連会社間取引については、基本的にこの「目標
利益率を達成する価格設定」を⾏わせます。「価格設定どおりにビジネスを⾏って、結果も目標利益率
を達成した。もちろんその後に作成するローカルファイルにおいても独⽴企業間レンジの範囲内なので問題
なし︕」となれば良いのですが、ビジネスが想定通りに動かずに目標利益率を達成できなかった場合には
問題になってしまうという話です。 
 
また、タイにおいては「タイのローカルデータベース（例えば、CORPUS など）」によって、税務当局は
利益率レンジを抽出する為に、アセアン各国から抽出した利益率レンジがそもそも適合していないというリ
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スクもあります。 
 
その他にも、他国の事例を挙げると、インドネシアではデータベースにおいて、そもそも上場企業が
500~600 社程度しか⼊っていません（非上場企業はデータが全くと⾔っていいほど⼊っていません）。
ただし、移転価格⽂書の作成対象となる企業には売上⾼ 5 億円程度の中⼩企業も含まれています。
上場企業とこのような中⼩企業では規模が違いすぎます。そのため中⼩企業が⾏う取引の⽐較対象と
なる取引がデータベース上に⾒つからないことがあります。 
この場合において、（条件となる国を“インドネシア”として企業を抽出すると）規模等が違い過ぎて⽐較
対象企業が抽出できないため、アセアン各国から⽐較対象となる企業を抽出することもあります（上場
企業等の⼤企業ほどこの傾向が強い）。ただし、アセアン各国の利益率レンジを利⽤することを果たして
インドネシアの税務当局が認めるかは、また別の話なのです。 
※タイにおいては、「タイ国内の⽐較対象企業（データベース）」を利⽤することが基本とされているため
に、アセアン各国の利益率レンジとタイ国内の利益率レンジが⼤きく異なった場合には問題となる可能性
があります。 
 
⾚字企業の独⽴企業間レンジの話からは少しそれてしまいましたが、国によって移転価格税制の実務的
な取扱いは違います。もちろん移転価格ポリシーとしてグループ全体の考え⽅を統⼀することは、恣意的
な活動をなくすために必要ではありますが、それを以って各国において指摘されないとはならないことを⼗分
にご留意ください。 
 
これらの内容を勘案した上での我々としての結論は、企業の規模によって移転価格ポリシーをどこまで作
成するかが非常に重要であり、特に中⼩企業や、進出間もない企業においては、今後のビジネスの形や
利益率の⽔準が⼤きく変わることがあるために、移転価格ポリシーを作り込まない⽅が良いかと思っていま
す（規程を先⾏させると、ビジネスに合わない形になりかねないため）。 
 
ビジネスと移転価格ポリシーは⽐例的に成⻑していくものと我々は考えています。ビジネスが完成（PPM
分析の「⾦のなる⽊」の段階）し、利益⽔準が安定した段階で移転価格ポリシーが完成するようなスケ
ジューリングで移転価格⽂書の作成に取り組むことが必要かと思います。 
※筆者は各国への⽇系企業の進出をサポートしてきましたが、設⽴後数年はビジネスが予定通りに進む
ことは、まずありえません。税関でモノが⼊ってこない。VAT の登録をしていない企業（ローカル企業に多
い）と価格を⽐較すると、VAT 分どうしても⾼額になってしまうなど。予想していない事由によって、⾚字に
陥ってしまう企業を多く⾒てきました。移転価格ポリシーにそれすらも織り込めれば良いのですが、実際そ
れは難しい。それならば後付けでも、⾃社はこう考えていたと主張できる幅は移転価格ポリシー作成の段
階において残しておく必要があるように思います。 
※そのため会社によっては、設⽴当初は移転価格ポリシーを作成しない（検証しない）というのもアリか
と思います。「作成する場合、作成しない場合」にどのようなリスクがあるかを⼗分に検証する必要がありま
す。 



67 
Confidential 

 

3.8 具体的なスケジュール 
会社の規模によって作成するスケジュールは異なりますが、我々の考える（主に中⼩企業の）⼀般的な
スケジュールは次の通りです。 
 
＜⼀般的スケジュール＞ 

 
 
※該当するスケジュール以外にも必要資料などは都度連絡させていただくことになります。 
※移転価格ポリシーから作り込んでいくタイプのものではなく、中⼩企業がコストを抑え、かつ、提出に耐え
うる最低限のドキュメント作成のためのスケジュールとなります。 
※繁忙時期以外のスケジュールであり、法改正後の繁忙時期は 6 か⽉ほど時間が掛かるものと考えてい
ます。 
※⼤企業で移転価格ポリシーの作り込みから始めると上記スケジュールに+2 か⽉ほどの期間が必要とな
ります。 
 
上記スケジュールにおいて、⽇本親会社でのミーティングが非常に⼤切になります。また、タイ法⼈との２
nd ミーティングについては、⽇本親会社との 2nd ミーティングになることも多く、スケジュールは場合によって
異なります。その後、ファイナルドラフトを⽇本親会社にご確認頂いた後に翻訳にかけ、最終的にタイの会
計専門家の確認後に納品することとなります。 
※⼀回のミーティングは資料を事前にご準備いただいていることを前提として、3~4 時間程度で設定して
います。 
※ローカルファイルのみのご依頼も可能です。1st ミーティングは無料で⾏えますので、まずはお気軽にお問
合せいただければ幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 

1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th

① 資料収集 必要資料リスト 概況情報⼊⼿

② ⽇本親会社とのミーティング 訪問⼜はスカイプミーティング
内部/外部CUPの把握
各国法⼈の現状把握

グループのサプライチェーン把握

③ マスターファイルドラフト作成 主に移転価格ポリシー作成
現状の取引と整合を取りながら移転価格ポ

リシーを作成/利益率検証
取引概要の把握（類型化）

④ タイ法⼈との1stミーティング 訪問⼜はスカイプミーティング
取引概要の確認（類型化）

ポリシーとの整合を確認/利益率検証
実書類の確認

⑤ ローカルファイルドラフト作成 ベンチマーク分析 取引類型毎に
ベンチマーク分析をおこなう

⑥ タイ法⼈との２ndミーティング 訪問⼜はスカイプミーティング 取引内容の最終確認
MFとの整合性の最終確認

⑦ ファイナルドラフト作成 マスターファイル
ローカルファイル

⽇本親会社による
最終ドラフトの確認

⑧ タイ語への翻訳 最終成果物 タイ⼈会計⼠による確認

※受注状況によって作成期間は前後する可能性があります。

month month momthSchedule month
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3.9 最後に  
「タイの移転価格税制の改正内容」だけではなく、「実際のドキュメントの内容」や「なぜ今回の改正がな
されたのか時代背景」に⾄るまで、非常に多くの情報を本資料にまとめました。本資料についての不明点
等があれば（次の章にて紹介する）我々のメンバーのいずれかにお気軽にご連絡ください。 
 
最後に改めてこの移転価格税制のポイントをあげるとするならば、それは「⽇本親会社（究極の親会社）
とのコミュニケーション」です。近年では、⼀⽅の国の専門家の⾔うことに従ったらもう⼀⽅の国の税務当局
から指摘を受けてしまったという事例が非常に多くなっています。移転価格税制については、⼆国間の税
⾦の取り合いのため両⾯から確認して全体最適のスキームを作らなければなりません。 
 
もし現在の商流に移転価格上の問題があったとしても、移転価格上で問題があるから商流を変更すると
いう理由付けではなく、会社の経営上の目的のために商流を変更したという理由付けにしなければなりま
せん。現状の全世界に散らばる移転価格リスクを今後どのように逓減していくのかをグループの⻑である親
会社と共に考え、実⾏していくことが移転価格⽂書化業務の最⼤の目的と考えています。そのためにも親
会社とのミーティングは時間をかけて⾏うことになります（場合によっては、⽇本の税務リスクのために⽇本
側の取扱いを変更していただくことなどもあるかと思います）。 
 
今後は、現地での実際の動き（税務当局がどのように動いているかなど）を踏まえてタイ及び⽇本におい
て随時セミナーや勉強会、個別相談会も開催する予定です。タイで活躍する専門家が協⼒し、お互い
の持っている情報を共有し、最適な提案を⾏ってまいります。 
 
それでは次章にて、本資料の作成に携わってもらったメンバーを紹介します。これだけの短期間で本資料
を作成出来たのもメンバーの協⼒があったからこそです。常に統⼀の⾒解で移転価格業務に対応できる
ようにメンバー間でのコミュニケーションも密に取り組んでいきますので、引き続き、よろしくお願いいたします。 
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3.10 移転価格税制協⼒会メンバー紹介 
 
＜会社紹介＞ 

 
 
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
BBS (Thailand) Co.,Ltd. 
【住所】 
55 of Wave Place Building, 10th Floor, Wireless Road, Lumpini Sub District, 
Pathumwan District, Bangkok 10330 
【問合せ】 ※担当者:波多野 
+66-2-261-3339,+66-80-665-5021(Mobile), info̲th@bbs.co.jp 
【Web】 
https://www.bbs-thai.com/ 
【事業内容】 
・業務改善コンサルティング 
・ERP 導⼊コンサルティング 
・設⽴⽀援コンサルティング 
・クラウド会計システム(multibook)の導⼊⽀援 
  

BBS (Thailand) Co.,Ltd. 
旧太田昭和監査法⼈（現 新⽇本監査法⼈）の兄弟会社であるビジネスブレイン
太田昭和の⼦会社。⽇本⼈会計⼠、タイ⼈会計⼠、ネイティブレベル通訳など⽇泰
スペシャリストが現場に直接訪問し改善活動を⾏う業務改善サービスを強みとする。 
また親会社の潮流も汲み、クラウド会計システムを利⽤した業績の⾒える化サービス
も展開。 
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＜専門家紹介＞ 

 
<会社概要> 
【商号】 
Bridge Note (Thailand) Co.,Ltd. 
【住所】 
BB building F12 No.1214, 54 Soi Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Kwaeng Klong Toey 
Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand.  
【電話番号】 
02-076-7006 
【Web】 
http://service.bridgenote.asia 
【事業内容】 
・記帳代⾏/税務申告 
・各種コンサルティング業務 
・多⾔語会計システム(Bridge Note)の販売 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naoki Nagasawa (President・社会保険労務士 USCPA(inactive)） 
⽇本の会計事務所を⺟体とするコンサルティングファームで会計・税務、労務コンサルティン
グを⾏い、2012 年よりインドネシア駐在、2013 年よりタイに駐在し、ASEAN に進出する
⽇系企業の進出から会計・税務・労務の⽀援を⾏う。2016 年に Bridge Note 
(Thailand) Co., Ltd.及び Business Management Asia Co., Ltd.を設⽴し、⽇
系企業への会計・税務・労務のアウトソーシング⽀援及び相談対応を⾏う。2018 年 12
⽉時点で累計顧客数 76 社（⽉次会計:46 社、⽉次顧問:11 社、スポット:19 社）、
社員数 16 名。 
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＜専門家紹介＞ 

 
 

 
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
J-CROWN Co.,Ltd 
【住所】 
Emporium 14/8 Floor 622 Sukhumvit Rd., Klongton Klongtoey Bangkok 
【問合せ】 
Thai:+66-2-258-2170,+66-91-807-9731(Mobile),info@j-crown.asia 
Japan:03-6447-0027,info@azon.ac 
【Web】 
http://www.j-crown.asia 
【事業内容】 
1. Finacial,Accounting Advisary 
2. Establishment,M&A Advisary    
3. Management Advisary 
 
 
 
 

Tadakazu Moriba (Managing Director・JAPAN CPA） 
早稲田⼤学商学部卒、2005 年公認会計⼠試験合格、監査法⼈トーマツに⼊所。 
トータルサービス部にて株式公開⽀援、J-SOX 導⼊⽀援、IFRS 導⼊⽀援等の各種コ
ンサルティング業務、グローバル展開企業の法定監査業務を実施。その後 DeNA 経営
企画部⼊社。国内⼦会社、関連会社の取締役会の運営、JV 先との折衝、EC 事業部
にて管理会計、新規ビジネススキーム構築、M&A 業務に従事。2013 年 J-CROWN
設⽴、タイと⽇本のギャップを埋めるために、専門的知識、経営企画としての経験を⽤い
て、⽇系企業の経営全般をサポート 

 

Taketoshi Hosoi（米国公認会計士試験合格者） 
⼤学卒業後、建材の卸売商社にて営業職として勤務。営業としての実務を⾏う中で、
数字の重要性、専門性を得ていきたいという思いを持つようになり、2010 年に⽶国公
認会計⼠の資格試験に合格。 
その後、⼤阪府グローバル⼈材育成事業のプログラムに参加し、シンガポールでの短期の
就業経験を経たことで、海外での仕事に興味を持つ。知⼈の紹介で森場と知り合い、
2015 年より J-CROWN に参画 
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＜専門家紹介＞ 

 
 

  
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
J Glocal Accounting Co.,Ltd. 
【住所】 
10/183 The Trendy Building,24 Floor, Room 2402,Sukhumvit Soi 13,  
Klongtoey-Nua,Wattana, Bangkok 10110 Thailand 
【電話番号】 
02-168-6225 
【Web】 
http://jga.asia/index.html 
【事業内容】 
1.記帳代⾏/税務申告 
2.税務コンサルティング 
3.給与計算 
 
 
 
 

Ryuichi Sakata (Managing Director) 
証券化に特化した⽇本の税理⼠法⼈勤務を経て 2009 年タイ・バンコクの⽇系法
律・会計事務所で⽇系企業を中⼼進出⽀援や会計・税務、監査業務に従事。 
2013 年 12 ⽉ J Glocal Accounting を設⽴し独⽴。タイの税務当局からの税
務調査対応や DD 業務をタイ語で直接対応するなど、タイにおける会計・税務の専
門家として幅広く⽇系企業の⽀援を⾏う。 

Shigeo Harashima  (CEO・税理士) 
1997 年法政⼤学経済学部卒業。卒業後会計事務所に勤務し個⼈商店から上
場会社まで業務に携わる。また、事業会社にて IPO 業務に携わりながら経理⽀
援、経理業務の効率化に実績を持つ。2006 年はらしま会計事務所を設⽴（所
在地︓東京都渋⾕区）。現在、J Glocal Accounting の⽇本オフィスとしての役
割を担う。 
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＜専門家紹介＞ 

 
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
はらしま会計事務所 

【住所】 
東京都渋谷区東 1-27-7 渋谷東ＫＭビル 3 階 

【電話番号】 
03-6303-1771 
【Web】 
http://www.harashima-tax.jp/index.html 
【事業内容】 
（国内サービス） 
1.税務業務 
2.創業⽀援業務 
3.経理⽀援業務 
4.コンサルティング業務 
（海外サービス） 
1.⽇本本社向けサービス 
2.タイ現地法⼈向けサービス 
3.タイ進出⽀援サービス 
4.コンサルティングサービス 
 
 
 
 

原島 茂雄  (税理士) 
 1997 年法政⼤学経済学部卒業。卒業後会計事務所に勤務し個⼈商店から
上場会社まで業務に携わる。また、事業会社にて IPO 業務に携わりながら経理⽀
援、経理業務の効率化に実績を持つ。2006 年はらしま会計事務所を設⽴（所
在地︓東京都渋⾕区）。現在、J Glocal Accounting の⽇本オフィスとしての役
割を担う。 
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＜専門家紹介＞ 

 
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
シグマライズ税理⼠事務所 
【住所】 
東京都台東区今⼾⼆丁目 24 番 8 号レッドウィング 405 号 
【電話番号】 
03-6403-3957 
【携帯電話】 
090-2687-4605 
【Web】 
http://sigma-tax.com/ 
【事業内容】 
1.税務顧問 
2.財務コンサルティング 
3.内部統制構築⽀援 
4.企業価値評価 
5.財務・税務デューデリジェンス 

 
 
 
 
 
 
 

山本 三四郎  (税理士) 
東洋⼤学⼯学部卒業。個⼈事業主から上場企業まで幅広い企業に対して税務・
財務のコンサルティング業務を提供。IPO ⽀援業務、企業価値算定やデューデリジ
ェンス業務といった M&A 関連業務にも携わる。また、租税に関する⼤学院を修了
し、実務だけでなく租税法の研究も⾏う。2018 年シグマライズ税理⼠事務所を設
⽴し、財務・税務の専門的知識と各企業に対するコンサルティング実績に基づき、ク
ライアント企業の発展・課題解決をトータルサポート。 



75 
Confidential 

 

 
＜専門家紹介＞ 

 

 
 
＜会社概要＞ 
【商号】 
ＭＡＳＴコンサルティング株式会社（経営⾰新等認定⽀援機関） 
【住所】 
愛知県名古屋市中区栄４－６－１５ 
【電話番号】 
052-252-0022 
【海外拠点】 
バンコクオフィス︓ 
Japan-Thai Accounting&Low office Co.,Ltd 内 
159/39 Serm-Mit Tower,25th Floor,Unit no.2501/4,Sukhunmvit 21Rord, 
North Klongtoey Sub-District, Wattana District,Bangkok 10110 
【Web】 
https://www.mast-c.com/ 
【事業内容】 
１ 経営コンサルティング業務 
２ 書籍の出版並びに各種講演会・セミナー等の企画・運営業務 
３ 前各号に付帯する⼀切の業務 
 

⾼島 宏明  (代表取締役 中⼩企業診断士) 
1974 年⽣まれ。慶應義塾⼤学総合政策学部卒業後、⼤⽇本印刷株式会社に
て情報システム業務、監査法⼈トーマツにて上場⽀援業務に従事した後、独⽴。
2011 年に中⼩企業診断⼠を取得。経営⽀援に従事する⼠業がネットワーク化し
活躍するためのプラットフォーム構築を目指して 2013 年 MAST コンサルティング株
式会社を設⽴、2015 年には中⼩企業の海外展開⽀援のため同タイ法⼈を設
⽴、両社の代表取締役就任。 

近藤 ⼤補  (執⾏役員 中⼩企業診断士 税理士) 
20 代半ばで税理⼠事務所を独⽴開業し、その後中⼩企業診断⼠としても登録。
近年は、特に事業承継・海外進出⽀援・開業⽀援に⼒を⼊れている。 
「尊敬・感謝・共⽣」の理念のもと、中⼩零細企業の経営者を中⼼に、相談者の⽴
場で親⾝に⽀援をしている。 
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参考︓「同時⽂書化対応ガイド」におけるローカルファイル目次例 
⽇本の移転価格税制の改正によって⽇本の国税局からも参考となる資料がいろいろと出されています。
特に下記の同時⽂書化対応ガイド（下記 URL）に関してはローカルファイルがどのようなものかを確認す
る資料として非常に優れていると感じますので、興味があればこちらもご確認ください。 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki̲03.p
df 
【ローカルファイル目次例】 
１．当社及びグループの概要 
２．国外関連者の概要 
３．国外関連取引の詳細 
 （１）国外関連取引の概要 
 （２）各国外関連取引に係る契約関係 
 （３）各国外関連取引の内容と取引価格の設定について 
 （４）各国外関連取引に係る損益 
４．国外関連取引に係る当社とＡ社の機能及びリスク 

（１）当社について 
（２）A 社について 
（３）無形資産の形成への貢献 

５．当社及びＡ社の事業⽅針等 
（１）当社の事業⽅針等 
（２）A 社の事業⽅針等 

６．市場等に関する分析 
（１）A 国市場に関する分析 
（２）その他の分析 

７．独⽴企業間価格の算定⽅法等 
（１）独⽴企業間価格の算定⽅法 
（２）⽐較対象取引の詳細 

８．Ａ社との国外関連取引に密接に関連する取引について 
 
【添付資料】 
添付資料１ グループの資本関係図 
添付資料２ 当社の会社案内 
添付資料３ 当社の有価証券報告書【企業情報】【事業の内容】 
添付資料４ 当社の組織図 
添付資料５ 当社とＡ社、Ｂ社の資本関係を⽰す図 
添付資料６ Ａ社の組織図 
添付資料７ 各国外関連取引の取引図 
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添付資料８ 当社とＡ社の間の契約書（「⾦型及び機械設備販売契約」「原材料供給契約」等） 
添付資料９ Ａ社の顧客向け商品のパンフレット 
添付資料 10 Ａ社の顧客向け商品のプライスリスト 
添付資料 11 各国外関連取引に係る取引⾦額等の詳細 
添付資料 12 2017 年 3 ⽉期の当社とＡ社の利益配分状況を⽰すもの 
添付資料 13 近年の取引価格の推移表 
添付資料 14 各国外関連取引に係る損益 
添付資料 15 当社の各国外関連取引に係る損益の作成過程（図） 
添付資料 16 当社の組織図に所属員数表、業務分掌表（⼜は規定）を追加したもの 
添付資料 17 国外関連取引に係る当社及びＡ社の機能に関する整理表 
添付資料 18 国外関連取引に係る当社及びＡ社のリスクに関する整理表 
添付資料 19 Ａ社の組織図に所属員数表、業務分掌表（⼜は規定）を追加したもの 
添付資料 20 当社の有価証券報告書【企業情報】【事業の情報】【研究開発活動】 
添付資料 21 国外関連取引において使⽤している無形資産に係る整理表 
添付資料 22 当社の事業⽅針等を検討した社内会議資料、議事録 
添付資料 23 市場分析レポート（○出版） 
添付資料 24 当社の 2017 年度決算説明会資料「為替の影響」 
添付資料 25 検証対象損益 
添付資料 26 検証結果 
添付資料 27 差異調整関連資料 
添付資料 28 ⺟集団の法⼈リスト 
添付資料 29 当選定基準を設けた理由 
添付資料 30 選定除外法⼈リスト 
添付資料 31 ⽐較対象取引を⾏う法⼈の概要資料 
添付資料 32 国外関連取引と⽐較対象取引との⽐較可能性に関する検討資料 
添付資料 33 利益率の範囲の算定資料 
添付資料 34 Ｂ社の組織図 
添付資料 35 Ａ社とＢ社の間の契約書「製品販売契約」 
添付資料 36 Ｂ社の財務諸表（単体） 
添付資料 37 Ａ社から輸⼊した製品Ｘに係るＢ社の損益 
添付資料 38 Ｂ社がＢ国の権限ある当局から受けているＡ社との取引に関する独⽴企業間価格の算
定⽅法についての確認通知 
 
先に記載した我々の作成するローカルファイルの目次例と⽐較すると、⽇本の国税局の目次例はローカ
ルファイルそのものの分量が少なく、添付資料が多い形式を取っています。共に BEPS プロジェクトの⾏動
13 を基礎とするため、記載内容に関しては⼤きな違いはみられません。そのため上記資料も参考としてご
確認ください。 
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参考︓親⼦ローンの利息に係る判例 
移転価格税制については基本的に、タイと⽇本の両⾯から確認していかなければなりません（我々が⽇
本親会社とのコミュニケーションを⼤切にしている理由もそこにあります）。平成 18 年 10 ⽉ 26 ⽇付の
親⼦ローンの利息に関する判例（タイ⼦会社に係る⽇本の東京地裁の判例）がありましたので、当事
例を使って両⾯から検証しなかった場合のリスクについて確認してみたいと思います。 
 
【東京地裁 H18.10.26】 
＜前提＞ 
A 社は⾃動⾞部品等の設計、製造、販売を⾏っている⽇本法⼈であり、平成 9 年（ちょうどアジア通貨
危機のころ）にタイに a 社を設⽴し、平成 9 年 1 ⽉~翌年 11 ⽉までの間にバーツ建てで総額約 1 億
3,000 万バーツ（⽇本円で約 4 億円）の貸付けを⾏いました。貸付け期間は 10 年であり、利率は
2.5%~3%/年に設定していました。また、その他の借⼊を⾏っている事実はありません。 
 
＜論点＞ 
この「10 年間の貸付利率︓2.5%~3%が適正か︖否か︖」が論点です。移転価格税制は基本的に
対象となる取引と⽐較してその⾦額が正しいかを証明するのですが、利息取引において⽐較対象となる
ものは何でしょうか。 
 
＜検証＞ 
国際的に利息の独⽴企業間価格の算定については以下の⽅法が採⽤されることとなります（優先順位
順）。 
【利息の独⽴企業間価格の算定】 
①実際の取引⾦利︓原則的な⽅法 
②市場⾦利︓借⼿の銀⾏調達利率による⽅法 
③市場⾦利︓貸⼿の銀⾏調達利率による⽅法 
④市場⾦利︓国債等の運⽤利率による⽅法 
※優先順位は番号順 
 
当判例は⽐較対象取引が存在しない場合に、「準ずる⽅法（想定による⽐較可能性を図る⽅法）」
が有⽤と認められた重要な判定です（a 社が銀⾏等から借⼊を⾏っている事実はなく、また、当時タイに
おいては銀⾏から⻑期の借⼊はできなかったため⽐較対象取引がありませんでした。） 
 
上記の判例で⽤いられた⽅法は、②の「市場⾦利︓借り⼿の銀⾏調達利率による⽅法」、具体的には
10 年スワップレート＋スプレッドでの評価です。ロンドン市場にてタイバーツを短期変動⾦利で調達し、ス
ワップ取引で 10 年固定⾦利（9.5%~18.2%/年）に変更、実質的に⻑期固定⾦利で資⾦を調達
したと同じ状況が設定されました。その結果、想定する借り⼿の銀⾏調達利率は 10.5%~19.2%/年
とされ、2.5%~3%/年で利息設定していた A 社は⽇本側で多額の追徴課税とされてしまったという判
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例です。 
 
タイから⽇本への⽀払利息についてはタイの税⾦を減らす効果がありますので、タイの税務当局からすれ
ば少ないに越したことはありません。そのため（当時のレート）2.5%~3%でも何も⾔われることはありま
せん。ローカルファイルに 2.5%~3%と記載していても問題にはなりません。ただし、もし当時に 19.2%の
利率/年で設定していたのであれば、タイ側で指摘されていた可能性は⼗分にあります。つまり⽇本に合
わせて利率設定をするとタイ側で指摘され、タイに合わせて利率設定すると⽇本側で指摘される可能性
があるのです。 
※利息の考え⽅として、「貸付通貨」、「貸付時期」、「貸付期間」は絶対に抑えておかなければなりませ
ん。上記事例においても、貸付通貨を⽇本円で設定していれば 19.2％などという⾼い利率での⽀払は
ありませんでした。通貨の種類によって、開始時期によって、貸付期間によって⽐較対象となる利率は異
なりますのでご注意ください。 
 
このように各国における税⾦の取り合いが実際に起こっています。移転価格ドキュメントの作成において両
国間の指摘リスクを洗い出して、その上で“今後”どのように契約内容を変えていくかの検討が非常に⼤切
です。 
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※利息にについて※  
⇒無形資産と同様に、タイでの利息についての質問が多くなっています。そのため、下記において利息
の説明を追記しました。マスターファイルの記載内容に沿ってのコメントとなります。 
 
【資⾦調達の意義】 
資⾦調達とは、株式発⾏によるもの、社債発⾏によるもの、⾦融機関からの借⼊によるものと⼤別されま
すが、その中で移転価格税制上において⼗分な検証が必要なのは、関連者（⽇本親会社）からの借
⼊となります。 
 
実務上、基本的には関連者からの借⼊（親⼦ローン）は、⽇本親会社が⾦融機関から調達した資
⾦の転貸となるでしょう。 
 
ここでポイントとなるのが上記の「実際の取引⾦利︓原則的な⽅法」との⽐較になります。移転価格税
制上、外部からの貸付条件よりも関連者からの貸付条件が、有利でも不利でも問題になる可能性があ
ります。関連者（⽇本親会社）は、ビジネスとしてタイ⼦会社に対して貸付けを⾏っているのです（第三
者に貸付を⾏う場合に不利な条件で貸付を⾏うことは考えられません）。第三者からの借⼊における実
際の取引⾦利が⽐較対象取引のうち、最も重要とされているのにはこのような理由があります。 
※⽇本親会社が⾦融機関から調達した利息よりも、低い利率でタイ⼦会社に転貸していれば、ビジネス
として正常な取引とは認められないのは明らかです。移転価格のポイントとして「第三者同⼠」であれば⾏
うかを軸として検討してもらえればと思います。 
 
【⾦融機能を果たす関連者】 
マスターファイルの記載において、「⾦融機能を果たす関連者」を記載するのは、BEPS プロジェクトの発端
となった「海外の多国籍企業グループ（特にアメリカの新興企業）」において、軽課税国や有利な租税
条約を利⽤して、複雑なグループ間⾦融スキームを構築し、特定の⼦会社に資⾦をプールしたり、合理
的ではない資⾦の流れにより貸付けを⾏ったりしてきた過去があるためです。つまり、⾦融活動は租税回
避⾏為の温床となり得るものであり、BEPS プロジェクトにおいてマスターファイルに記載することが求められ
ているのです。ただし、⼀⽅で⽇系企業は⾦融活動をビジネスとしておこなっているわけではなく、⼦会社
に資⾦を注⼊してビジネスをし、ビジネスによりグループ全体の成果を出すことを目的とする場合がほとんど
です。このような会社は、主たる活動として⾦融活動を⾏っているわけでないために、⾦融機能を果たす
関連者として詳細を記載する必要はないとも考えられます。 
 
【利息および保証料の設定⽅針】 
利息および保証料についても、独⽴企業間原則に従ったポリシーが必要となります（保証料に係るポリ
シーを検討していない会社も多いので注意してください。保証を⼊れる可能性があるのであれば、保証料
の取扱いはポリシーとして記載しておくべきと考えられます）。利息については、上記の事例に⽤いた独⽴
企業間価格の算定⽅法を改めて下記に記載します。 
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＜利息の独⽴企業間価格の算定＞ 
①実際の取引⾦利︓原則的な⽅法 
②市場⾦利︓借⼿の銀⾏調達利率による⽅法 
③市場⾦利︓貸⼿の銀⾏調達利率による⽅法 
④市場⾦利︓国債等の運⽤利率による⽅法 
※優先順位は番号順 
 
これも第三者間での取引を考えてみると、利率や保証料が⼀律で決まっていることなどはあり得ません。
第三者の信⽤⼒や諸条件に応じて、利息や保証料が定められることが⼀般的です。事実銀⾏は会社
によって異なる利率により、貸付を⾏っているものと思います。ただ、⾦融機関であれば、貸付に係るリスク
を適切に評価して利息を定めるノウハウを持っていますが、事業会社がリスクの評価などを⾏い適切な利
息算定を⾏うことは現実的ではありません。 
 
そこで④の国債等の運⽤利率（リスクフリーレート）で関連会社間取引の利率を定めることができるとさ
れているのです。これはあくまでもセーフティネットの役割であり、①~③の利率が利⽤できる場合には、こ
れらの利率により評価をしなければなりません。 
 
保証料についても基本的な考え⽅は同様です。要は第三者との取引をベースに検討しますが、事業会
社が保証料の算定にリスクや信⽤⼒を加味することは現実的ではありません。そのため保証料は基本的
には、公開情報から抽出してくることになります。ただし、関連者が保証する場合とそうでない場合に利息
に差異があるような場合には、公開情報をそのまま利⽤すると問題となることもあるのでご注意ください。 
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※本資料に記載の内容は、作成時点で得られる法律、実務上の情報をもとに作成しておりますが本資料の閲覧や情報収集については、 

情報が利⽤者ご⾃⾝の状況に適合するものか否か、ご⾃⾝の責任において⾏なっていただきますようお願いいたします。  

本資料に関して発⽣トラブル及発⽣した損失や損害について、参加メンバー及び執筆者個⼈は⼀切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

 


