
1
© 2017 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

移転価格税制アップデート

（修正法案の解説と今後の対応）
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あらゆる関連者間取引を「独立企業間価格」で行うことを定める税制

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

所得の海外移転を防ぐ趣旨

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（いわゆる「国外関連者間取引」）に対して適用
（ただしタイの場合には国内の関連者間取引についても適用される。）

タイ
法人税率２０％

日本
法人税率３０％

子会社
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親会社
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80

80

移転価格税制とは？

１.移転価格税制の概要 １/３

• グループ間取引については、利益の配分を
恣意的に操作することが可能となる

• グループ全体の税金コストを抑えるため、税
率の低い国に利益を移転させる傾向となる

• そのため、タイの税務当局は左記60の価格
が適正であるか（独立企業間価格であるか）
を確認する必要がある

• 一方タイ子会社も60の妥当性を証明する必
要がある
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日本税務当局タイ税務当局

【タイ税務当局の視点】
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？

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

タイ当局の視点 ： 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）

一般的なタイ当局／日本当局の視点

１.移転価格税制の概要 ２/３
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現時点でタイの移転価格調査の対象になりやすい会社

 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

 各事業年度の業績に著しい波がある

 原価割れで販売している特定の製品群がある

 同業他社と比較して利益率が低い

 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

 支払い根拠が不明な費用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

移転価格リスク

１.移転価格税制の概要 ３/３
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 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

※本社並びに海外子会社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
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

２. 移転価格リスクへの対応方法 １/４
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２. 移転価格リスクへの対応方法 ２/４
Step 1. 2. 移転価格リスク分析と対応

海外調達

国内調達

海外販売

国内販売

本社

第3者サプライヤー

タイ

製造子
会社

中国子会社

本社

欧州販社

米国販社

マレーシア製造会社

タイ販社

第3者顧客

 グループ会社からの調達・サービス・販売等取引を把握・整理

 関連当事者間の機能・リスク分析、および所得配分の検証、移転価格リスクを把握

 価格設定のルール化

 価格設定ポリシーの文書化

完成品：コスト
プラス7％

完成品：コスト
プラス3％

完成品：リセール
マイナス5％

半製品：コスト
プラス5％

ロイヤルティー：5％

部品：コスト
プラス？％

完成品：コスト
プラス10％
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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

Step 3. 移転価格文書化 (ローカルファイル）

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

2017年3月期

２. 移転価格リスクへの対応方法 ３/４
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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

Step 4. 事前確認制度
（Advance Pricing Agreement)

APAの手続き

２. 移転価格リスクへの対応方法 ４/４
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BEPSプロジェクトとは

 「税源侵食と利益移転（Base Erosion and Profit Shifting）プロジェクト」

 一部の欧米多国籍企業による意図的な利益移転が英国議会などで政治問題に発展したことに端を発し、
OECD（経済協力開発機構）が同プロジェクトを発足

 各国の協調と制度調和により、税制の抜け穴を利用した租税回避行為を防止することが目的
 同プロジェクトにより策定された「BEPS行動計画」において問題提起された15項目の中に「移転価格関連

の文書化の再検討」が含まれている。（「行動13」）

行動13とは

 BEPSプロジェクトにより策定された「BEPS行動計画」において問題提起された15項目の内、13番目の項
目「移転価格関連の文書化の再検討」のこと

 企業の全体像を示すマスターファイル、海外子会社の納税状況や財務状況を示す国別レポート、海外子会
社の現地における取引の詳細を示すローカルファイルから構成される3層構造の移転価格文書作成を要求

ローカルファイル
【親会社･子会社が各々作成】

 組織図
 経営戦略
 主要な競合他社

 主要な関連者間取引と取引背
景

 移転価格算定根拠
 財務諸表

マスターファイル
【親会社が作成】

 グループの組織図
 事業概要
 保有する無形資産の情報
 グループ内金融活動に関する情報
 グループ全体の財務状況と納税状況

国別報告書
【親会社が作成】

 親会社･子会社所属国ごとの多国籍企業
グループの下記情報

 収入･利益･税額･資本金等の財務
情報

 従業員数
 有形資産額
 子会社等の名称および主要事業等

移転価格文書の記載内容とほぼ同じ

３. 日本の移転価格税制の動向 １/６



11
© 2017 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

日本親会社
管理部門

米国
子会社

マスター
ファイル

国別
報告書

ローカル
ファイル

日本当局観点・現地当局観点の整合性
ディフェンス（過去）・ポリシー（将来）の整合性
グループ内ポリシーの統一性

ローカルファイル

欧州
子会社

タイ
子会社

中国
子会社

ローカルファイル

コアレポート

日本側からの展開
翻訳・現地仕様への展開
現地当局向けローカルファイルへのカスタマイズ

ローカルファイル

ローカルファイル

関連者間取引 関連者間取引

３. 日本の移転価格税制の動向 ２/６
移転価格文書作成のイメージ図



12
© 2017 KPMG Phoomchai Tax Ltd., a Thai limited company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

マスターファイル 国別報告書 本邦ローカルファイル

適用事業年度 2016年4月1日以後に開始する事業年度 同左 2017年4月1日以後に開始する事業年度

対象企業/取引
直前会計年度連結総収入1,000億円以上の多国籍企業
グループ

同左
一の国外関連者との
前事業年度国外関連取引金額が50億円以上、
又は無形資産取引金額3億円以上

作成期限
会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに
提出

同左
確定申告書の提出期限まで作成または取得・保存
（7年間保存）＝同時文書化

提出義務者
多国籍企業グループの構成事業体である内国法人、又
は恒久的施設を有する外国法人

条約方式
特定多国籍企業グループの構成会社等である以下の
いずれかの内国法人
• 最終親会社等
• 代理親会社等

子会社方式
特定多国籍企業グループの構成会社等である以下の
いずれかの法人
• 内国法人（最終親会社等又は代理親会社等以外）
• 恒久的施設を有する外国法人

国外関連取引を行った法人

必要項目
租税特別措置法施行規則第22条の10の5第1項（抄）同
様

国別報告事項の記載要領 同様
租税特別措置法施行規則第22条の10第1項（抄）
同様

使用言語 日本語又は英語 英語

提出/作成の担保策
正当な理由なく期限内に提出しなかった場合は、30万
円以下の罰金

同左

以下の期限内に提示又は提出ない場合は、
推定課税・同業調査を行うことができる
（1）同時文書化義務のある国外関連取引
①ローカルファイル：
国税当局の求めから45日以内の指定の日
②基礎資料・関連資料：
国税当局の求めから60日以内の指定の日

（2）同時文書化義務のない国外関連取引
国税当局の求めから60日以内の指定の日

提出方法 e-Tax 同左

３. 日本の移転価格税制の動向 ３/６
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措規第22条の10の5第1項（抄）

1号 会社名、本店又は主たる事業所の所在地、会社間
の関係を系統的に示した図

2号

イ：収益の重要な源泉
ロ：主要製品（5種）又は役務提供のサプライ

チェーン、市場概要
ハ：5％を超える主要製品又は役務提供のサプラ

イチェーン、市場概要
二：役務提供取引の重要な取決めリスト、概要
ホ：機能、リスク
ヘ：重要な合併、分割、譲渡の概要

3号 無形資産の研究開発、保有、使用の包括的な戦略
の概要、主要な設備、管理場所の所在地

4号 重要な無形資産の一覧、所有者の情報

5号 無形資産の使用許諾、研究開発に係る費用負担、
研究開発に係る役務提の重要な取決め一覧

措規第22条の10の5第1項（抄）

6号 研究開発、無形資産の対価設定方針

7号 重要な無形資産の移転に係る会社名、所在地、無
形資産の内容、取引金額、概要

8号 資金調達方法の概要

9号 金融機能を果たす会社の名称、本店又は主たる事
業所の所在地

10号 資金の貸借に係る対価設定方針

11号 連結財務諸表

12号 事前確認申請及びルーリング

13号 そのほか参考となる事項

３.日本の移転価格税制の動向 ４/６

マスターファイルに記載する項目
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国別報告書 法人税申告書別表17(4)

３. 日本の移転価格税制の動向 ５/６
国別報告書ひな形
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措規第22条の10第1項（抄）

1号

国外関連取引の内容を記載した書類

イ：資産及び役務の内容

ロ：機能及びリスク

ハ：使用した無形固定資産

ニ：契約関係

ホ：取引価格の選定、事前確認等の状況

へ：国外関連取引に係る損益の切り出し

ト：市場の状況

チ：事業内容、事業方針及び組織の系統

リ：密接に関連する他の取引

措規第22条の10第1項（抄）

2号

国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するた
めの書類

イ：選定した独立企業間価格の算定方法及び

選定理由

ロ：比較対象取引の選定

ハ：利益分割法を用いた場合の計算

ニ：複数取引を一の取引とした場合の理由及び

取引の内容

ホ：差異の調整

３. 日本の移転価格税制の動向 ６/６

日本の移転価格文書（ローカルファイルの記載内容）
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2015年5月に移転価格税制の法案の骨子が内閣で可決された後、国策議会（National Council of State）が承認した修正法

案が2017年6月21日からタイ歳入局のウェブサイト上に掲載された。この修正法案について2017年7月7日まで民間からの意

見を募集した後、国民立法議会（National Legislative Assembly）の承認を得て法令化されることになるが、引き続き施行時

期は未定である。当該修正法案の概要は以下のとおり。

移転価格税制の法案の概要

対象法人 ■ 移転価格に関する付表の提出、及び移転価格の文書化の義務がある法人は、関連者間
取引を有し、かつ、一定額以上の売上収益がある法人に限定される（その具体的な金額
はまだ公表されていない）。

■ それを怠った場合には、20万バーツ以下の罰金が課される。

関連者の範囲 ■ 関連者の定義（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）が明確になった。

■ 関連者の定義が国外の法人に限定されていないため、タイ国内の関連者間取引も移転価
格税制の対象となると考えられる。

法人税申告時の要件 ■ 法人税申告書と併せて提出が求められるものは「関連者間取引に関する付表」であり、移
転価格文書そのものではない。

文書化の時期 ■ 歳入局は5年間遡って、納税者に移転価格文書の提出を要求することができ、納税者はそ
の要求された日から原則として60日以内に移転価格文書を提出しなければならない。

４.タイの移転価格税制の動向 １/３
移転価格税制の新法案
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歳入法 第71条の2(1)
関連者間取引について、納税者が独立した第三者との取引において適用されるであろう、商業上および
金融上の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で発見された場合、税務調査官は、納税
者の課税所得を独立企業間価格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。

歳入法 第71条の2(2)
歳入法における「関連者」の定義を以下に定める。
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する関係

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
る法人で財務省令で定めるもの(実質支配関係にある法人)

歳入法 第71条の2(3)
歳入法同条(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、納税者に対して税金の還
付申請を認める。納税者は法人税申告書の提出日から3年以内、も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。

現在歳入局より公表されている新法案全文

４.タイの移転価格税制の動向 ２/３
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歳入法 第71条の3(1)
関連者間取引を有し、かつ、その事業年度の売上収益の額が省令に定める金額（この省令は未公表）を
超える法人は、歳入局長が定める書式（この書式は未公表）に従って、その事業年度の関連者間取引の
金額などの関連者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日以内に
歳入局へ提出しなければならない。

歳入法 第71条の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、関連者間取引を有し、かつ、その事業年度の売上
収益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・分析に必要な文書もしくは証憑の
提出を求めることがある。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
延長することができる。

現在歳入局より公表されている新法案全文（続き）

歳入法 第35条の3
相当の理由なく71条の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を課す。

４.タイの移転価格税制の動向 ３/３

参考情報：
タイはOECDの「BEPS Inclusive Framework」のメンバーとなることが正式に決まったため、今後タイ税務当局
に対しても、マスターファイルおよび国別報告書の提出が求められることが想定される。
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会社・グループ概要

資本関係

事業概要

決算概況

取引関係図

主要製品セグメント

組織図

関連者の概要

関連者間取引の詳細

その他

グループ内取引の概
要

グループ各社の担当
する機能

 製造活動
 研究開発活動

 販売・マーケティング
活動

グループ各社が負担
するリスクの分析

その他

販売市場に関する動

向分析

マーケットシェア

競合他社の状況

政府規制の有無

製品ライフサイクル

販売流通チャネル

その他

比較対象会社の概要・
損益分析

自社の製品別原価・利
益

グループ全体のセグメ
ント利益

製品別の合算利益及
び利益配分の状況
無形資産の価値分析

その他

移転価格設定方針に関する説明資料

事実分析 産業分析 機能分析 経済分析

独立企業間価格算定

方法選定の根拠

他の算定方法を適用

検討結果

その他

適用にあたっての前

提

適用方法

その他

独立企業間価格算定に関する説明資料

算定方法の選定 算定方法の適用

結論

貴社移転価格の正当

性を導く結論

その他

付録

比較対象候補企業一

覧と除外理由

比較対象企業の財務

情報

その他

移転価格文書（ローカルファイル）の構造

５.タイの移転価格文書 １/５
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５.タイの移転価格文書 ２/５
タイの移転価格文書（ローカルファイル）のサンプル

１ Overview of Transfer Pricing in Thailand

２ Company Overview
２．１ Overview of AA Group
２．２ Overview of AA Thailand
２．３ AA Thailand Shareholding Structure
２．４ Budget, Business Plan and Financial Projections
２．５ AA Thailand Organization Structure
２．６ AA Thailand Product Overview
２．７ Related Party Information
２．８ Related Party Transactions

３ Market Analysis
３．１ Global Market Perspective
３．２ Local Market Perspective
３．３ Implications on the Related Party Transactions

４ Functional Analysis
４．１ Functions Performed
４．２ Risk Assumed
４．３ Asset Employed
４．４ Summary

５ Selection of Transfer Pricing Methodology

６ The Most Appropriate Transfer Pricing Methodology

７ Economic Analysis－Manufacturing Business
７．１ Thai Comparable Search
７．２ Search Process
７．３ Results of the Screening Process
７．４ Profitability Analysis of AA Thailand's Manufacturing
Business
７．５ Profitability Analysis of the Comparables

８ Economic Analysis－Trading Business
８．１ Thai Comparable Search
８．２ Search Process
８．３ Results of the Screening Process
８．４ Profitability Analysis of AA Thailand's Trading Business
８．５ Profitability Analysis of the Comparable Companies

９ Conclusion

Appendix １ Rejection Matrix for AA Thailand’s business
Appendix ２ Business Description and FS of Comparable    

Companies
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機能・リスク分析について

５.タイの移転価格文書 ３/５

機能分析項目 判定

研究開発活動 ×

設備調達機能 △

材料・部品調達機能 △

生産計画・製造工程 〇

品質管理 △

在庫管理 〇

営業・マーケティング活動 △

アフターサービス 〇

リスク分析項目 判定

研究開発リスク ×

設備投資リスク 〇

製造リスク △

在庫リスク 〇

保証リスク △

為替リスク 〇

債権回収リスク △

マーケットリスク 〇

移転価格文書中、機能分析については、下記に掲げる項目につき、タイ子会社の関与内
容及び度合い等を説明することが求められている。
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移転価格算定方法 概要

基
本

三
法

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

そ
の

他
の
方
法 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

移転価格の検証方法

タイにおける移転価格の実務上、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。

５.タイの移転価格文書 ４/５
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比較対象企業 営業利益率 3年加重平均値

FY 2014 FY 2013 FY 2012

A Co., Ltd. 7.22% -2.49% 11.00% 5.17%

B Co., Ltd. 4.19% 3.60% 3.61% 3.80%

C Co., Ltd. 3.34% 3.45% 5.65% 3.86%

D Co., Ltd. 1.37% 1.46% 1.60% 1.46%

E Co., Ltd. 1.91% 2.03% 1.96% 1.97%

F Co., Ltd. 1.57% 1.71% 0.55% 1.38%

G Co., Ltd. 9.79% 8.95% 14.17% 10.81%

貴社 XX% YY% ZZ% WW%

最小値（Minimum） 1.55% -2.49% 1.05% 1.75%

四分位下限値（25th

Quartile）
1.88% 2.02% 2.49% 2.20%

中央値（Median） 3.34% 3.45% 3.61% 3.80%

四分位上限値（75th

Quartile）
5.07% 4.61% 5.59% 4.76%

最大値（Maximum） 9.79% 8.95% 14.17% 10.81%

 比較対象企業はBOL (Business 
Online) に登録されている約100万
社弱の中からTSIC (Thailand 
Standard Industrial Classification) 
コードによる分類に基づいて選定
される。

 比較対象企業はタイ人株主が資
本の50％以上を保有するタイ法人
のみ

 比較対象3期中、2期以上で当期
純損失を計上している企業は除外

 その他様々な分析を行なった上で
最終的に約10社弱の比較対象企
業が選定される。

※したがって、自社が実務上の競合

とみなしている企業が必ずしもベ
ンチマーク分析における比較対象
企業として選定されるとは限らな
い。

タイにおける
ベンチマーク分析の特徴

四分位レンジ
( Inter-Quartile Range)  

経済分析 （ベンチマーク分析の例）

５.タイの移転価格文書 ５/５
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６.タイ子会社における今後の対応

法令遵守

（コンプライアン
ス）の観点

ポイント 対応

日本のBEPS対応 現時点で、親会社との年間取引金額が５０億円以上
または無形資産取引金額３億円以上である

今期のローカルファイルの準備が必要

タイの新法案対応 過去にタイ子会社として、ローカルファイル未作成 文書化対応の進め方を親会社と至急
協議することが必要

過去数年の間にローカルファイルを作成済み アップデートのタイミングにつき要検討

税務調査リスク
の観点

ポイント 対応

日本側税務当局
の観点

他の海外子会社の利益率と比較した場合、タイ子会社
の利益率が著しく高い

タイのベンチマーク分析の結果、最大値に近いもしくは
最大値を超える利益率となっている

今後の価格設定について親会社と要
検討

タイ側税務当局の
観点

過去数年間につき、赤字の年度があるもしくは利益率
が著しく低い年度がある

• ベンチマーク分析の実施

• 分析の結果、レンジから外れてし
まう場合、その理由について合理
的な説明の準備が必要
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1977年タイ歳入局に入所。
2011年までHead of Large 
Taxpayers Supervision Team,  
Head of Transfer Pricing Audit, 
Head of APA Working Team を歴任、
タイ歳入局における移転価格の第一人
者として活躍。

退官後、2012年より税務調査および
二国間事前確認 (APA) のアドバイ
ザーとしてKPMGバンコク事務所移転
価格部門に参画。

Santana, 
Saksudhayakom
Tax Advisor


	�移転価格税制アップデート��（修正法案の解説と今後の対応）������
	目次
	�１. 移転価格税制の概要　１/３
	�１.移転価格税制の概要　２/３
	�１.移転価格税制の概要　３/３
	�２. 移転価格リスクへの対応方法　１/４
	�２. 移転価格リスクへの対応方法　２/４
	�２. 移転価格リスクへの対応方法　３/４
	�２. 移転価格リスクへの対応方法　４/４
	�３. 日本の移転価格税制の動向　１/６
	�３. 日本の移転価格税制の動向　２/６
	�３. 日本の移転価格税制の動向　３/６
	�３. 日本の移転価格税制の動向　４/６
	�３. 日本の移転価格税制の動向　５/６
	�３. 日本の移転価格税制の動向　６/６
	�４.タイの移転価格税制の動向　１/３
	�４.タイの移転価格税制の動向　２/３
	�４.タイの移転価格税制の動向　３/３
	�５.タイの移転価格文書　１/５
	�５.タイの移転価格文書　２/５
	�５.タイの移転価格文書　３/５
	�５.タイの移転価格文書　４/５
	�５.タイの移転価格文書　５/５
	�６.タイ子会社における今後の対応
	Slide Number 25

