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 現在シンガポールに偏っているASEANの地域統括会社や販売統括会社を、
製造現場により近いタイに呼び込み、AECのもとでタイが中心的な地
位・役割を担っていきたいという政府の意図。 

 

 タイの外国人事業法では販売取引を規制対象としており、かつ、従来の
地域統括会社の制度（ROH）においては、地域統括会社が販売取引を行
う場合、税務インセンティブを享受できなかった。 

 

 今回のIHQ及びITCの導入により、上記の問題が解決され、今後タイに地
域統括会社や販売統括会社の設立が進むことが期待される。 

 

 ITCは従来の国際調達事務所（IPO）にとって代わった制度であるが、こ

れにより外資企業へ販売取引を開放する動きとなるかは、今後の動向を
見極める必要がある。 

 

 IHQ及びITCの導入によって政府が奨励したい活動は、次ページに記載し
たような取引と想定される。 

 

 

1. IHQ及びITC導入の背景 
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2. BOIの投資奨励と税務インセンティブ 

(1) BOIの投資奨励による恩典 

 

 外資規制からの除外（投資奨励を受けた事業活動について、外国人事業
法で規制する販売やサービス業務が可能） 
 

 機械装置・輸出用製品の原材料の輸入税の免除 
 

 土地所有許可 
 

 ワークパーミット・ビザの優遇 
 

 外貨による海外送金許可 

(2) 税務インセンティブ 

 

 歳入局へ別途申請することにより、法人税や個人所得税等の税務インセ
ンティブ（詳細は後述）が与えられる 
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BOIの投資奨励の要件 

 

要件 IHQ  ITC 

サービス提供
先要件 

タイを除く1ヶ国以上の関係会社 (*) N/A 

資本金要件 THB 10百万以上 

事業要件 

1. 一般管理、事業計画立案、ビジネスコーディネーション 

2. 商品の調達（勅令No.586によれば原材料及び部品の調達） 

3. 製品の研究開発 

4. 技術サポート 

5. マーケティング及び販売促進 

6. 人事管理、トレーニング 

7. 財務管理、マーケティング、会計システム等のビジネスアド
バイザリー（勅令No.586によれば財務アドバイザリー） 

8. 経済・投資分析、調査 

9. 与信管理 

10.トレジャリーセンター業務（NEW） 

11.その他委員会で承認されたサービス 

 
（出処：投資委員会布告第2/2014号（非公式和訳）） 

 

投資委員会布告2/2014号には定義なし 

勅令No.586によれば 

 

1. 商品の調達 

2. 商品の出荷までの保管 

3. 商品の梱包 

4. 商品の輸送 

5. 商品の保険 

6. 商品に関するアドバイス、技術サー
ビス、トレーニングの提供 

7. 歳入局長が定めるその他のサービス 

 

(*)  勅令No.586によれば、直接・間接保有を問わず、25%以上の資本関係を有する会社をいうと考えられる。 

BOIによれば、小売に該当する取引（販売
した商品が販売先で最終消費となる取引
）は対象外とのこと 

3. BOIの投資奨励 

※ 既存のROHの投資奨励を受けている法人についても、IHQの投資奨励へ切り替え可 

  この場合、IPOの投資奨励書のAmend 申請という形で行われる 
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(1) タイ中央銀行（BOT）の承認が不要な取引 

 

 

 タイ国内の金融機関や国内の関係会社からのバーツ建て借入れ 

 タイ国内の関係会社へのバーツ建て貸付け 

3. BOIの投資奨励 

トレジャリーセンター業務とは？ 

これによりタイ国内の関係会社間で
のキャッシュプーリングが可能 (*) 

(*)  ただし、IHQ会社へ貸付けを行う関係会社（外
資企業）は、貸付取引について外国人事業ライセ
ンス（FBL）を取得する必要があると考えられる。 IHQ 

タイ 

関係会社A 

タイ 

関係会社B 

タイ国内 

金融機関 

タイ 

関係会社C 

資金の流れ 

借入れ 

借入れ 

貸付け 

貸付け 

(勅令No.586) 
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(2) タイ中央銀行（BOT）の承認が必要な取引 

 

 

 国外からの外貨建て借入れ、関係会社への外貨建て貸付け 

 関係会社の外貨建て債務の買取り・支払い 

 海外の取引先との外貨建て債権・債務の相殺 等 

3. BOIの投資奨励 

トレジャリーセンター業務とは？ 

IHQ 

タイ 

関係会社A 

タイ 

関係会社B 

債務 

外貨建債務① 
海外取引先 

外貨建債務② 

IHQ 

タイ 

関係会社A 

タイ 

関係会社B 

外貨建債務①② 

海外取引先 

バーツ建債務 バーツ建債務 

為替リスク 

(BOT notification No. and For Kor Ngor.(21)vor. 15/2558) 
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(2) タイ中央銀行（BOT）の承認が必要な取引 – 承認を受けるための要件 

 

 

 タイの法律に基づき設立された法人であること 
 

 資本が欠損となっていないこと 
 

 関係会社に対してトレジャリーセンター業務を行うこと 
 

 資金管理及びリスク管理を以下の関係会社に対して行うこと 

• タイ、ベトナム及び近隣諸国に所在する3以上の関係会社 

• タイに所在する2以上の関係会社及び国外に所在する2以上の関係会社 
 

 関係会社が相当規模の国際的取引を有すること 

 

 

3. BOIの投資奨励 

トレジャリーセンター業務とは？ 

(BOT notification No. and For Kor Ngor.(21)vor. 15/2558) 
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3. BOIの投資奨励 

IPOとITCの投資奨励要件の比較 

 

要件 
国際調達事務所 (IPO) 国際貿易センター (ITC) 

対象取引 原材料または部品の調達 
商品（原材料及び部品を含む）の調達 

 

資本金要件 THB 10百万以上 

倉庫所有要件 
倉庫を所有（賃借可）し、コンピューターに
よる在庫管理をすること 

N/A 

品質管理要件 
商品の調達、品質検査、梱包プロセスを有す
ること 

N/A 

調達要件 
国内を含む複数の調達先を有すること（国内
の調達先は10%以上） 

N/A 

完成品もOK 

既存のIPOの投資奨励を受けて販売・調達活動を行っている法人についても、ITCの投資奨励へ切り替え可 

この場合、IPOの投資奨励書のAmend 申請という形で行われる 

※ 



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms 

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand. 

 

11 

 タイ財務省（Ministry of Finance）は、2015年5月1日付の官報にて勅令
（Royal Decree） No. 586, 587を公布。 

 

 この勅令は、 国際地域統括本部（International Headquarters “IHQ”）及び
国際貿易センター（International Trading Centers “ITC”）に対して税制優
遇措置を与えるという内容で、官報公示日の翌日より施行。 

 

 本税制優遇措置は歳入局に対して申請することになり、歳入局長が定める
規則、手続及び条件に従うこととなる。 

 

4. 税務インセンティブ(概要) 
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海外 

関係会社C 

Overseas 

Thailand 

IHQの税務インセンティブの例 

④受取利息10 

①マネジメント
サービスフィー100 

タイ 

関係会社A 

IHQ  

①サービスフィー ②サービスフィー ③受取利息 ④受取利息 合計 

売上 100 50 20 10 180 

費用 90 45 - - 135 

利益 10 5 20 10 45 

適用税率 10% 0% 10% 0% - 

法人税 1 - 2 - 3 

タイ 

関係会社B 

海外 

関係会社D 

②マネジメント
サービスフィー50 

③受取利息20 

4. 税務インセンティブ(概要) 
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海外 

関係会社B 

タイ 

顧客X 

海外 

顧客Y Overseas 

Thailand 

インボイスの流れ 

IHQ / ITCの税務インセンティブの例 

海外 

サプライヤーD 

タイ 

サプライヤーC 

商品の流れ 

仕入②1100 

売上②1200 仕入③1800 

売上③2000 仕入①880 

売上①1000 

タイ 

関係会社A 

IHQ / ITC 

仕入④1,350 

売上④1,500 

①IN-IN取引 ②OUT-OUT取引 ③OUT-IN取引 ④IN-OUT取引 合計 

売上 1,000 1,200 2,000 1,500 5,700 

仕入 880 1100 1,800 1,350 5,130 

利益 120 100 200 150 570 

適用税率 20% 0% 20% 20% - 

法人税 24 - 40 30 94 

4. 税務インセンティブ(概要) 
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(1) IHQの優遇税制措置の概要 

 

 

 

※ 従来のROH制度（勅令No.405, 508）に基づく優遇税制措置を受けている地域統括会社が、本勅令No.586で定める要件を満たす
場合には、IHQとして本勅令の優遇税制措置を申請することが出来る。 

優遇税制措置の対象 優遇税制 適用期間 

法人所得税 海外の関係会社から受ける所得 管理・技術支援、金融サービス 免税 

優遇税制措
置を付与さ
れた事業年
度から15事
業年度 

ロイヤルティー 免税 

配当金 免税 

タイ国内の関係会社から受ける所得 管理・技術支援、金融サービス 10% 

ロイヤルティー 10% 

海外の関係会社の株式の譲渡益 免税 

タイ国外での商品売買（いわゆるOut-Outの三国間貿易） 免税 

海外の法人に対する国際貿易関連サービス（商品の調達・保管等） 免税 

源泉税 海外の法人が受ける所得 IHQからの配当金（上記のIHQ

の免税所得から支払われたも
の） 

免税 

- 

IHQからの一定の受取利息 免税 - 

IHQの外国人社員（常勤）の個人所得税 15% - 

関係会社への貸付利息にかかる特定事業税 免税 - 

5. 税務インセンティブ (IHQ) 
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(2) 従来のROH制度との比較（優遇税制措置の内容） 

優遇税制措置の対象 
ROH 

(勅令No.508) 

IHQ 

(勅令No.586) 

法人所得税 海外の関係会社から受ける
所得 

管理・技術支援、金融サー
ビス 

免税 

(金融サービスは10%) 

免税 

ロイヤルティー 10% 免税 

配当金 免税 

タイ国内の関係会社から受
ける所得 

管理・技術支援、金融サー
ビス 

10% 

ロイヤルティー 10% 

海外の関係会社の株式の譲渡益 通常税率20% 免税 

タイ国外での商品売買（いわゆるOut-Outの三国間貿易） 通常税率20% 免税 

海外の法人に対する国際貿易関連サービス（商品の調達・
保管等） 

通常税率20% 免税 

源泉税 海外の法人が受ける所得 IHQからの配当金（上記の
IHQの免税所得から支払わ
れたもの） 

免税 

IHQからの一定の受取利息 通常税率15% 免税 

IHQの外国人社員（常勤）の個人所得税 15% 

(但し一人あたり最大8

年間) 

15% 

関係会社への貸付利息にかかる特定事業税 通常税率3.3% 免税 

5. 税務インセンティブ (IHQ) 
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(3) 従来のROH制度との比較（優遇税制措置の要件） 

 

 

 

 

要件 
ROH制度 IHQ制度 

2002年版ROH 

（勅令No.405） 
2010年版ROH 

（勅令No.508） 
勅令No.586 

50%要件 あり N/A 

サービス提供先要件 タイを除く3ヶ国以上の関係会社等 
タイを除く1ヶ国以上の関係会社

(*1) 

資本金要件 THB 10百万以上 

経費要件 N/A 

タイ国内にて年間THB 

15百万以上の経費又
はTHB 30百万以上の

設備投資 

タイ国内にて年間THB 15百万以
上の経費 

実質要件 (*2) N/A あり N/A 

給与要件 (*3) N/A あり N/A 

人事要件 (*4) N/A あり N/A 

(*1) 直接・間接保有を問わず、25%以上の資本関係を有する会社をいう。 

(*2) 海外の関係会社等は、その国に事業所、取締役及び従業員を有し、事業を営んでいること。 

(*3) ROH事業開始から3年目の末日までに、最低5名の従業員の年間平均給与（現物給与を含む）が、THB 2.5百万となること。 

(*4) ROH事業開始から3年目の末日までに、全従業員の75%以上が一定の知識・スキルを有するスタッフ（高卒以上）であること。 

5. 税務インセンティブ (IHQ) 
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50%要件の撤廃 

 

 従来のROHの制度において、地域統括事業に従事する外国人社員の個人所
得税の減税（税率15％）等の優遇措置を受けるためには、地域統括会社の

全体の売上のうち、海外の関係会社からのサービス収入（ロイヤリティ収
入を含む）が50%以上であることが要件（以下「50%要件」という）とさ

れていた。従って、地域統括会社が商品の売買等、関係会社へのサービス
（以下「ROH事業」という）以外の事業を行う場合には、50%要件を満た

すことが困難であり、個人所得税の減税等の優遇措置を放棄せざるを得な
かった。 

 

 今回の勅令No.586で定めるIHQは、タイ国内外の関係会社又は支店に対し

て管理又は技術に関する支援サービスを行うことを目的としてタイの法律
に基づき設立された法人と定義されており、ITCを含むIHQとして認可さ
れた法人も含むとされている。 

 

 また、勅令No.586においては優遇税制措置を受けるための要件として50%

要件が撤廃されていることから、地域統括会社が商品の売買を行う場合で
も、個人所得税の減税を含む優遇税制措置が受けられることになる。 

5. 税務インセンティブ (IHQ) 
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その他 

 

 いわゆる2010年版ROHの優遇税制措置を定めた勅令No.508においては、

上記の要件のうち一定の要件を充足しなかった場合には、その充足しな
かった年度だけでなく、優遇税制を受けた初年度以降に遡って法人所得税
及び源泉税の優遇措置が取り消されたり、その充足しなかった年度以降の
年度について個人所得税の優遇措置が取り消されたりする措置が講じられ
ていた。 

 

 今回のIHQの優遇税制措置を定めた勅令No.586においては、上記の要件を

ひとつでも満たさなかった場合には、その年度についてのみ優遇税制措置
が受けられないとされており、過年度及び将来の優遇税制措置の適用に影
響を及ぼさない措置となっている。 

5. 税務インセンティブ (IHQ) 
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ITCの優遇税制措置の概要 

優遇税制措置の対象 優遇税制 適用期間 

法人所得税 

タイ国外での商品売買 

（いわゆるOut-Outの三国間貿易） 
免税 

優遇税制措置を付
与された事業年度
から15事業年度 

海外の法人に対する国際貿易関連サービス 

（商品の調達・保管等） 
免税 

源泉税 
海外の法人が受
ける所得 

ITCからの配当金 

（上記のITCの免税所得から
支払われたもの） 

免税 - 

ITCの外国人社員（常勤）の個人所得税 15% - 

6. 税務インセンティブ (ITC) 
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ITCの優遇税制措置の要件 

 

ITCとして優遇税制措置を受けるための要件は、以下のとおりである。 

  

 各事業年度の末日における払込資本金がTHB 10百万以上 

 ITCとしての事業に関してタイ国内で年間15百万以上の経費 

 歳入局長が定める規則、手続及び条件に従って歳入局長にITCとしての
申請書を提出し承認を受けること 

 歳入局長が定める規則、手続及び条件に従うこと 

  

なお、ITCにおいても、上記の要件をひとつでも満たさなかった場合には、そ

の年度についてのみ優遇税制措置が受けられないとされており、過年度及び将
来の優遇税制措置の適用に影響を及ぼさない措置となっている。 

6. 税務インセンティブ (ITC) 



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms 

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand. 

 

21 

（所得税に関する歳入局長通達第253号） 

IHQ / ITCの税務インセンティブの申請手続き 

 

 IHQ / ITCについて勅令に定める免税を受けようとする場合には「IHQま
たはITC認可申請書」（フォームSor.Yor.Khor.1）に従い、以下の要領に
て歳入局長に対してITC認可申請書を提出すること 

 

1. 歳入局ホームページ(http://www.rd.go.th)上の認可申請書（フォーム
Sor.Yor.Khor.1）に必要事項を入力し、事業計画（Text File形式の電
子ファイル）と共にオンライン送信する 
 

2. オンライン上の認可申請書（フォームSor.Yor.Khor.1）をプリントア
ウトしたものにAuthorized Directorの署名及び社印を付し、事業計画
（Text File形式の電子ファイル）と共にオンライン送信の翌日から起

算して５営業日以内に歳入局大規模事業租税管理事務所の歳入局長
に提出する 

7. 税務インセンティブの申請手続き 

http://www.rd.go.th/
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（所得税に関する歳入局長通達第253号） 

IHQ / ITCの税務インセンティブの申請手続き（続き） 

 

 免税申請を行う場合は、認可申請書（フォームSor.Yor.Khor.1）と共に少な
くとも以下の情報を含む事業計画を提出すること 

1. 経営者の概要 

i. 会社に関する一般情報 

ii. 名称、所在地、法人登記番号 

iii. 会社の沿革または設立目的の概要 

iv. 取締役及びトップマネジメントのリスト 

v. 署名権を有する者 

vi. 組織図 

vii. 株主名簿及び持株比率 

2. 申請事業の概要 

3. 申請事業の範囲及び長期目標 

4. 申請事業の過去の業績(あれば) 

5. 今後3年間の業界及び市場分析 

6. 今後3年間の事業計画 

7. 今後3年間の資金調達計画 

8. 今後3年間における外国人雇用計画の詳細ならびに外国人雇用の理由・必要性の分析結果 

9. 今後3年間の収益、費用、投資、利益分配、雇用の予測 

7. 税務インセンティブの申請手続き 
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（所得税に関する歳入局長通達第253号） 

個人所得税の軽減対象となる外国人 

 

 IHQ / ITC会社の正社員であること 
 

 フォームSor.Yor.Khor.1の添付資料（次頁参照）のリストに掲載されて
いること 
 

 暦年を通じて180日以上タイ国内に滞在していること 
 

 ワークパーミットの支給を受けていること 
 

 ITC会社の雇用により以下の金額以上の課税所得を有すること 

• タイ滞在期間が1年以上の場合： 年間 2,400,000 Baht 

• タイ滞在期間が1年未満の場合： 月 200,000 Baht 

7. 税務インセンティブの申請手続き 
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1. 申請する会社の名称、 

 法人登記番号、本社所在地 

2. 新規申請/取消し申請の別 

・ 現在のステータス 

・ 申請/取消しの詳細 

3. 減免税申請対象期間 

4. IHQまたはITCの事業内容 

 （事業計画書を別途を提出） 

5. 既存のBOI奨励事業の有無 

6. タイの法律に基づき設立された 

グループ会社の数（IHQの場合） 

7. 外国の法律に基づき設立された 

 グループ会社の数（IHQの場合） 

8. 減税恩典を申請するIHQ/ITCの 

 外国人社員の人数 

9. 添付資料 

（フォームSor.Yor.Khor.1） 

7. 税務インセンティブの申請手続き 
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減税申請の対象となる外国人の詳細 

No. Mr./Ms. 氏名 国籍 生年月日 役職 納税者番号 
労働許可証の

番号 
パスポート 

番号 
IHQでの 
労働開始日 

IHQでの 
勤務期間 

初年度の労働契約に基づく月
給及びその他の手当て 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

（フォームSor.Yor.Khor.1添付資料） 

7. 税務インセンティブの申請手続き 
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移転価格税制の最新動向 

          マネジャー 伊藤  進 



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms 

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand. 

 

28 

現在首相府より公表されている新法案の骨子 

 

1. 税務当局は、独立企業間価格とは異なる価格で関連会社（直接または間接的に持株
関係、実質支配関係を有する会社）との取引を行っている会社に対し、その取引価
格の修正を行う権限を有する。 

 

2. 税務調査を受けている会社に過払税金または源泉徴収税過納額がある場合、その会
社は還付請求を行う権利を有し、その請求期限は、税務調査の通知された日から60

日以内、あるいは対象事業年度の法人税確定申告書提出期限から3年以内である。 

 

3. 当移転価格税制が適用される会社は、関連会社取引について以下の内容を記載した
文書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。 

（期限内の提出怠った場合、40万バーツ以下の罰金） 

 

 ・ 関連会社の直接的または間接的な持株関係、支配関係に関する情報 

 ・ 関連会社取引価格における収益と費用の算定方法 

移転価格税制の最新動向 

 1．移転価格税制新法案 

 2015年6月現在、政府より公表されている情報は上記法案の骨子のみ 

 

 本法案は国会での承認を経て法令化されるが、施行時期は未定 
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•「国外関連者」との取引（国外関連取引）を通じた所得の海外移転を防止し、国際的な所得の適正配分
を図ることを目的とした税制 

•それぞれの国における課税権の確保を目指すもの 

市場において独立した第三者が資産の取引等を行った場合、当該第三者間で取り決められる取引価格 

海外関連会社 

日本本社 

移転価格 

独立企業間価格 

移転価格税制とは? 

モノ（有形資産取引）、ロイヤリティ（無形資産取引）、サービス
（役務提供取引）、金利（金融取引）等 

独立企業間価格とは? 

親会社／海外子会社間のあらゆる取引が第三者と同様の価格・条件等（独立企業間価格）で行われているか？ 

所得移転の意図の
有無は関係なし 

移転価格税制の最新動向 

 2．移転価格税制の概要 1/2 
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日本 アジア各国 

【日本税務当局の視点】 
 グループ内での一連の取引において発生した（日本本社が保有
する無形資産に基づくと考えられる ）超過収益が適切に回収さ
れているか？ 

 取引価格を通じて販売会社や製造会社に過大な利益が配分さ
れ、高い利益率が計上されてないか？ 

 日本本社が果たすグループ全体の研究開発機能や各サービス
機能について、適切な対価を設定して、アジア各国子会社から
の回収を行っているか？ 

 

【アジア各国当局の視点】 
 子会社の製造や販売機能に応じた一定の利益が安定的に  
計上されているか？ 

 事業リスクを負わないと考えられる製造／販売子会社において
赤字を計上するような状況となっていないか？ 

 日本本社へ支払うロイヤリティ、各サービスの対価について、
そもそも支払う根拠があるか？ 

 製品を製造し、日本へ販売する製品の対価について、マージン
が低く設定されていないか？ 

日本当局の視点 ： 海外の拠点には一定の利益を残して、超過収益を日本本社が回収すべき 

アジア各国当局の視点 ： 子会社は一定の利益を確保すべき（赤字を負担すべきでない）          

アジア当局／日本当局の視点 

移転価格税制の最新動向 

 2．移転価格税制の概要 2/2 
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適用される（関連者）取引の範囲 

日本 資本関係が50％以上、又は実質的支配がある国外の会社との取引に対して適用 

タイ 資本関係が50％以上、又は実質的支配がある国内外の会社との取引に対して適用 

 

新法案施行前である現在、タイの移転価格税制の根拠規定と位置付けられる内国歳
入法Section 65 及び歳入局通達（No. Paw113/2545）に基づけば、関連者、非関連
者、また国内外の如何を問わず、独立企業原則に反した取引を行っていたと認められ
た場合に、係る納税者の課税所得及び損金算入を行った費用の額に関して税務当局
が更正を行うことができるものと理解される点、注意が必要である。 

Shareholders Directors 

請求書 
 

領収書 
Tax Invoice 

取引の依存関係 実質的支配の存在 

（コントロール） 
資本関係 等 

移転価格税制の最新動向 

 3．適用範囲  
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他の法人 

 以下の法令に基づき、時価取引とは認められないグループ会社間取引に対して

課税を行う権限を有している。 

• 歳入法第65条の2 低廉譲渡の場合のみなし所得課税 

• 歳入法第65条の3 高額購入の場合の損金否認 

• 歳入法第79／3条 低廉譲渡の場合のVATの再計算と追加納付 

他の法人 

歳入法第65条の3 

資産等の購入 資産等の売却 

歳入法第65条の2 

歳入法第79／3条 

 タイ法人  

タイにおける移転価格税制 

移転価格税制の最新動向 

 4．新法案施行前の根拠条文 
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 利益率が低い又は赤字の会社 

 過去に赤字の事業年度がある 

 BOI の投資奨励による法人税の免税期間終了後に利益率が悪化した 

 BOIの投資奨励によって免税となる事業は黒字だが、非免税事業は赤字である 

 前事業年度まで黒字だったが、赤字に転落した 

 原価割れで販売している特定の製品群がある 

 販管費に占める親会社等への支払いの割合が高い 

 

 グループ会社間取引 

 商品・製品の多くを親会社あるいはグループ会社に販売している 

 原材料等の多くを親会社あるいはグループ会社より購入している 

 多額の技術支援料、ロイヤリティ、その他配賦費用等を親会社等に支払っている 

 

 取引価格の比較可能性 

 家電製品など最終消費材を製造する法人 

 同種製品をグループ会社と第三者の双方に売却する法人 

移転価格調査のターゲットとなりやすい会社 

移転価格税制の最新動向 

 5．調査対象となりやすい会社 



© 2015 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent firms 

affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Thailand. 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 移転価格税制に配慮したグループ内取引価格の設定

ルールの確立と文書化、過去取引へのロジック形成 

 リスクマネジメントと業務効率の向上 

 税務当局対応としての過去の取引の妥当性を示す文書の
整備・保存（定期的に更新） 

 文書化による納税者主導の移転価格調査対応 

 ※日本並びに海外の各拠点において必要に応じて作成 

 グループ内取引価格の設定ルールについて税務当局の
“お墨付き”を得る 

 移転価格調査・課税の回避 
事前 
確認 

各国規定に対応 
する移転価格 
文書作成 

過去取引へのリスク対応と
将来取引への 
移転価格ポリシー 

 数あるグループ内取引の把握と整理 

 関連当事者間の機能・リスク分析 

 関連当事者間の所得配分（主として営業利益）の検証 

 重要な移転価格上の問題点の把握 

  移転価格リスク分析 

 各国の規定に対応した、適切な移転価格文書を作成することが、 

移転価格リスクへの対応という観点から重要 

STEP 1 

STEP 2 

STEP 3 

STEP 4 

Step 1： 課税リスクの規模と所在の明確化 

Step 2： それに対応する最適な移転価格ポリシーと商流・事業再編のプランニング 

Step 3： 本社主導による文書化等、コンプライアンスへの対応 

Step 4:  戦略的APAの有効活用 

移転価格税制の最新動向 

 6．移転価格リスクへの対応 
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 法人税申告のベースとなった関連者との取引実績について、移転価格税制上の観点から検証を行い、   
その結果を文書として取りまとめておくこと 

 移転価格税制へのコンプライアンス対応を目的とする 

      － 各国独自の移転価格文書化に関する規定、ガイドラインに基づく対応が必要となる 

 移転価格文書の構成としては、一般的に以下の内容等が含まれる 

   ①分析の要旨、②関連者の事業概要、③関連者間取引の詳細、④産業分析、⑤機能・リスク・資産分析、
⑥移転価格算定方法の選定、⑦経済分析、⑧検証結果 

最も基本的かつ重要な移転価格リスクへの対応手段となる 

移転価格文書化 

移転価格文書作成・
提示によるメリット 

 推定課税（シークレットコンパラブルに基づく課税）の回避 

 移転価格調査の入り口段階における抑止力 

 移転価格調査時における議論の主導権確保 

 次年度以降における事業計画への反映・織り込み（将来リスクの低減） 
 事前確認（APA）へのスピーディーな移行ならびに申請時における負担軽減 

 

 

移転価格分析 

報告書 

 

2010年3月期 

 

移転価格分析 

報告書 

 

2010年3月期 

 

移転価格分析 

報告書 

 

2013年3月期 

移転価格税制の最新動向 

 7．移転価格文書の整備 1/6 
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 例えば本社主導でアジア域内関係会社において、類似の取引について、コアとなる移転価格文書（マスター
ファイル）を作成し、これをベースにして各国の移転価格文書に落とし込むアプローチ 

 グループ内で一貫した移転価格文書の作成が可能となり、重複作業が排除されるというメリットが考えられ
る（及び一括した移転価格文書作成の管理が可能） 

 マスターファイルに含まれる情報としては、一般的に以下が想定される 

①グループ・各関連者の事業概要、②関連者間取引の概要、③産業分析、④機能・リスク・資産分析、   
⑤移転価格算定方法の選定、⑥経済分析（汎アジア地域ベンチマーク分析等） 

Master file 

Vietnam Indonesia 

Malaysia Thailand 

STEP 1: マスターファイルの作成 
 

 対象取引の選定と類型化 

 各類型毎のマスターファイルの作成 

STEP 2: 各国移転価格文書の作成 
 

 ローカル文書としての必要事項の追加・翻訳等 

 必要な場合には追加分析の実施等 

Singapore 

マスターファイルアプローチの作業ステップ 

マスターファイルアプローチとは？ 

移転価格税制の最新動向 

 7．移転価格文書の整備 2/6 
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各国の文書 

各国ほぼ共通 

各国市場の状況以外
は共通部として記述 

製造/販売パターン毎に
見本文章作成 

製造/販売パターン毎、
セグメント毎に見本文
章作成 

ポリシーに沿った本文
用意 

製造/販売別にひな形
（記載のポイントを示
す）のみ 

微調整のみ 

各国市場状況のみUpdate 

選択。微調整 

見本文言より選択   
微調整 

各国にてUpdate 

各国それぞれの事情に
より詳細記述 

（例）日本の切出損益 等 

マスターファイル 

＜記載項目＞ 

I. 事実分析 
 対象となる関連者の概要、資本関係、グループの事業概要、組織

構造（従業員数）、各社の損益状況等の基本的な事項 
 

II. 関連者間取引の状況 
 関連者間取引の取引形態及び取引フロー、取引額、価格設定方針

、価格交渉過程、各関連者の国外関連取引に関するセグメント損
益データ 

  

III. 産業分析 
 販売市場等の動向、対象となる法人を取り巻く業界の構造、競合他

社の情報等 

     

IV. 機能・リスク分析 
 関連者間取引に関わる各関連者が果たす機能、負担するリスク、

保有する資産の状況 

     

V. 移転価格算定方法の選定 
 事実分析並びに機能・リスク分析結果を踏まえ、各国税制に基づき

選定された移転価格算定方法とその選定理由、内部・外部比較対
象取引の有無の検討結果 

   

VI. 経済分析 
 選定された移転価格算定方法に基づく検証結果、ベンチマークを使

用する場合、使用した比較対象取引に関する説明、納税者の移転
価格が妥当であることの説明 

 

※   その他各国特有の追加必要情報 

移転価格税制の最新動向 
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 (Departmental Instruction Paw 113/2545) 

1. グループ組織構造、資本関係、及び各関連者の事業内容 

 

2.     予算、事業計画、損益計画 

 

3. 納税者の事業戦略とその戦略の採用理由 

 

4.     グループ関係会社との取引の内容、損益状況 

 

5.     グループ関係会社と国外関連取引を行う理由 

 

6.    価格設定方針、製品別収益率、参入市場概況、各社の利益配分状況 

      （各関係会社の果たす機能、使用する資産、負担するリスクに鑑みた分析） 
 

7. （採用した）移転価格算定方法の選定理由 

 

8. その他の移転価格算定方法を不採用とした理由 

 

9. グループ関係会社との取引価格交渉の事実を補足する資料 

 

10 .    取引価格決定に関するその他の書類 （適宜） 

作成・保存が推奨される移転価格に関する文書10項目 

移転価格税制の最新動向 
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移転価格算定方法 概要 

独立価格比準法 

Comparable Uncontrolled 

Price (CUP) Method 

 関連者間取引の価格を、第三者のそれと比較する方法 

 価格を直接比較する方法となるため、非常に高い比較可能性が求められる 

再販売価格基準法 

Resale Price Method (RPM) 

 製品を関連者から購入し、第三者へ再販売する取引に適用される方法 

 関連者間取引に係る売上総利益率を検証する方法 

 通常、販売会社が製品に大きな価値を付加しないで再販売するケースに最適な方法となる 

原価基準法 

Cost Plus Method (CPM) 

 関連者に対して製品やサービスを提供するサプライヤーのコストに対するグロスマークアッ
プを検証する方法 

 この方法は、製品の製造、組立、その他の生産を行い、関連者に販売する取引、関連者に
対してサービスを提供する取引に対して有効である 

利益分割法 

Profit Split Method (PSM) 

 一連の関連者間取引の連結利益の分割状況を検証する方法 

 取引が相互に強く関連しており、個別に検証を行うことが出来ない場合、ユニークな無形資
産が関連する場合等において、第三者間での比較対象取引が無い場合に有効となる方法 

 残余利益分割アプローチと、貢献度利益分割アプローチが規定されている 

取引単位営業利益法 

Transactional Net Margin 

Method (TNMM) 

 関連者間取引に係る営業利益の水準を検証する方法 

 RP法やCP法と同様に取引関連当事者の一方の利益率を検証する方法であるが、売上総
利益ではなく営業利益を検証する点が大きな相違点となる 

移転価格実務上、一般的な製造会社・販売会社等の移転価格
分析の大半のケースにおいてTNMMが用いられている 

実務上、内部比準取引（Internal CUP）に基づく課税と
TNMMに基づく課税が多い 

移転価格の検証方法 

移転価格税制の最新動向 
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四分位レンジ 

( Inter-Quartile Range)   

 

中央値 

(Median)  

四分位上位値 （第3四分位） 
(Upper Quartile/75 percentile)  

四分位下限値 （第1 四分位） 
(Lower Quartile/ 25 percentile)  

最大値  

(Maximum)  

最小値 

(Minimum)  

フ
ル
レ
ン
ジ

 
(F

u
ll

 R
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n
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e
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 TNMMレンジ：複数の比較対象会社の営業利益率に基づくレンジ（幅） 
 四分位レンジ（Inter-Quartile Range）： 

 複数の比較対象会社の利益率を最小値から順番に並べた際に、統計上の観点から異常値を排除するために                

 上位25％と下位25％を除外し、中央の50％のポイントにて構成されるレンジ 

 

平成23年度税制改正により独
立企業間価格幅（レンジ）の取
扱いが明確化された。 

      ↓ 

国外関連取引の価格等がレ
ンジの中にある場合には移転
価格課税を行わない 

 

レンジの外にある場合には比
較対象取引の平均値に加え、
その分布状況等に応じた合理
的な値を用いた独立企業間価
格の算定も認める  

    

 

 

日本側 

 

移転価格税制の根拠規定を
ベースに（中央値等の一点を
もって更正）レンジの中にあって
も課税を受けるケースあり 

タイ側 

※ 概略のイメージ図として参照のこと 

移転価格税制の最新動向 
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相互協議 （両国税務当局による協議） 

合意 （事前確認の取得） 

事前相談 

日本 

正式申請 

国内審査 

事前相談 

タイ 

正式申請 

国内審査 

【二国間APA手続きの流れ】 

移転価格分析の実施 

A

P

A

申
請
ま
で
の
諸
作
業
 

A

P

A

申
請
後
の
対
応
 

 関連者間取引に係る移転価格分析の内容について、
納税者が当局に申請し事前に確認を受ける制度 

 タイに関しては、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 

 

 

 APAの対象とする関連者間取引を特定し、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 

 タイにおいては、2010年に税務当局より公表された
APAに関する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 

 APAの正式申請後は、税務当局による申請内容の審
査、及び二国間APAについてはその後の二国間での
相互協議による交渉が行われる 

事前確認制度の概要 

（Advance Pricing Agreement) 

APAの手続き 

移転価格税制の最新動向 
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 将来における移転価格リスクが排除（移転価格調査の回避／移転価格更正リスクの回避）されることとなる
ため、予測可能性、法的安定性が確保されること 

– グループ内での二重課税リスクの排除（二国間APAの場合） 

– 移転価格課税によるペナルティーの回避 

– 過年度への遡及適用の可能性 

 

 通常、合意に至るまで通常2－3年程度を要するため、対応コストがかかること 

 二国間相互協議において、当局間で合意に至らないケースもありうる （両当局に合意義務はない） 

デメリット 

APA関連手続規定 Guidance on APA Process（2010年） 

APAの類型 二国間APA（バイラテラルAPA）のみが申請可能 

APA期間 
 通常、APAの確認対象期間は3～5年間 

 過去年度への遡及適用（ロールバック）については触れられていない 

事前相談の実施  APA正式申請期限の6ヶ月前までに、事前相談実施の要望についての書面の提出が必要 

APAの正式申請 
 APA正式申請の期限は、APA確認対象年度1年目の最終日 

 申請書類の使用言語はタイ語及び英語が必要となり、書面に加えて電子データでの提出も要求さ
れる 

メリット 

移転価格税制の最新動向 
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相互協議のプロセス 

④租税条約による相互協議 

（二重課税の排除） 

タイ子会社 親会社 

③相互協議の
申立て 

⑤対応的調整
（還付） 

③相互協議の
申立て 

①移転価格課税 

②今後の対応を協議 

タイ税務当局 国税庁 

現状、タイで一般的に行われている移転価格調査は非公式な質問に基づく調査であり、納税者の合意に
基づく自主修正申告ににより終結することから、係る修正申告額について相互協議の申立てを行うこと
はできない点、注意！ 

 グループ内の取引において一方の相手国の税務当局より移転価格課税を受けた場合に、グループ内での経済的二
重課税を排除するため、租税条約の締結相手国との相互協議（両国の権限ある当局による協議）を申請する手続き 

移転価格税制の最新動向 

 9．二重課税の排除・相互協議 
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移転価格文書を 

作成済み 

 

• 適宜アップデートが必要であるが、現時点では特になし 

 

移転価格文書 

未作成 

（高利益率） 

 

• 本社における移転価格文書有無の確認 

 

• 利益率が一定のレンジ内に収まっているかの確認（ベンチマークスタ
ディーの開始） 

 

 

移転価格文書 

未作成 

（赤字or低利益率） 

 

 

• 本社における移転価格文書有無の確認 

 

• 利益率が一定のレンジ内に収まっているかの確認（ベンチマークスタ
ディーの開始） 

 

• 上記ベンチマークスタディーの結果、レンジから外れた場合には、法施行
のタイミングに関係なく常に税務調査リスクがあるため、早急に移転価格
文書作成を開始 

 

移転価格税制の最新動向 

 10．今後の対応について(新法案施行前にやるべきこと） 

過去の税務調査の状況等により、現時点での日系企業の対応状況は様々であるが、 

今後は各社の状況により、以下のような対応が考えられる。 
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