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BEPS2.0に向けたOECDの取組みが加速 
香港企業が「第2の柱」の準備を始めるべき時は今か 

 

 

 

世界の主な動向 
• ここ最近、欧州連合（以下、EU）と米国の両方において、新たな国際課税制度の分野で重要な進展があった。これらは香港を含む
国際的なビジネスセンターに対して、連鎖反応的に影響を及ぼす可能性が高い。 

• 2021年5月18日、欧州委員会は、税務上の短期・長期的政策文書である「21世紀の事業課税（Communication on 
Business Taxation for the 21st Century；以下、本政策文書）」を公表した。当該文書では、進行中のBEPS2.0における
第2の柱（以下にて詳述）を、「税務面で非協力的な国・地域リスト」の基準として採用する意向が取り上げられている。 

• また、その2日後の2021年5月20日に、米国財務省は、経済協力開発機構（以下、OECD）の税制ステアリンググループ会合にお
いて、企業の海外利益に対するグローバル最低法人税率を15%とすることを受け入れる新たな方針を公表した。 

• G7の財務相は、早ければ2021年6月4日にも、この提案への合意を表明する可能性がある。 
 

 
背景 

• 過去のチャイナタックスアラート（2020年第33回）で取り上げたように、2020年10月に、OECD/G20のBEPS包摂的枠組み
（Inclusive Framework：以下、IF）において、BEPS2.0の「2つの柱」に関する非常に詳細な提案を定めた2つの文書（Blue 
print：以下、ブループリント）が承認された。 

• 「第1の柱」は、税金がどこで支払われるかに焦点を当てている。その目的は各国・地域間における課税権の再配分を達成することであ
り、これには、恒久的施設（permanent establishment）の基準を超える新たなネクサス（課税の根拠となる結びつき）のルー
ル策定が含まれている。 
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サマリー 
欧州委員会（European Commission）及び米国による最近の重要な公表を踏まえると、香港では、
BEPS2.0の適用、およびOECDで間もなく合意されると考えられる水準よりも低い実効税率を与える税制上の優
遇措置やインセンティブの見直しに係るプレッシャーが高まると予測されている。 

https://home.kpmg/cn/en/home/insights/2020/10/china-tax-alert-33.html
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• 「第2の柱」は税金の総額に関するものであり、国際的に事業を展開するすべての大企業が最低限の税金を確実に負担することを目的
としている。多国籍企業が、その事業を行っているどの国・地域においても、実効税率を一定の水準以下にすることができない（未確定
だが12～15%の間となる可能性が高い）ことを担保する一連の相互に関連する複合的な規則の導入を狙いとしている。 

• 第1および第2の柱とも、IFの加盟国・地域は未だ合意には至っていないものの、欧州委員会が政策文書を公表したことと、米国が最
低法人税率を15%まで引き上げること認めたことにより、早ければ7月にも、国際事業への課税方法を一変させる世界的な合意への道
が開かれる可能性がある。 

 
 

欧州委員会の政策文書公表 

• 本政策文書が公表された時期は、グローバル最低法人税率及び第1の柱のスコープに関する激しい交渉が行われている最中であったと
いう点で興味深い。本政策文書の公表は、グローバル最低法人税率について合意に達するようにOECDに対してプレッシャーをかける
ものといえ、その直後に米国財務省による公表が行われたことを考えると、戦略としてある程度の成功を収めているといえる。 

• 本政策文書は、EUにおける単一の法人税制確立や、法人課税分野における具体的なイニシアティブに関する欧州委員会の計画な
ど、いくつかの複雑なトピックに言及している。本政策文書の概要については、こちらのユーロ・タックス・フラッシュ（KPMG’s EU Tax 
Centre発行、英文のみ）を参照されたい。 

• 本アラートでは主に、EUが第三国・地域（非EU加盟国・地域）を「税務面で非協力的な国・地域リスト」に掲載する際の評価基準
として第2の柱を採用するという欧州委員会の提案と、それが香港に与える潜在的な影響を取り上げる。 

• 香港は2017年12月にEUによる当該リストに掲載されたことがあり、その記憶を持つ香港の人々にとって、今回の欧州委員会の提案は
ある種の警鐘となる。これは、当該リストへの掲載が単なる不名誉なものというだけでなく、現実の影響をもたらす可能性があることを踏
まえれば当然のことである。例えば、EUの一定の資金はリスト掲載の国・地域の企業を経由して送金することができず、リスト掲載の
国・地域で活動する多国籍企業にはより厳格な報告義務が課せられる。 

• これを受け、香港は、租税回避に悪影響のある税務慣行に対処し、租税条約の濫用防止、国別報告制度の導入、及び国境を越え
た紛争解決メカニズムを改善するための措置を迅速に講じた。これらの制度改革実施の結果、2019年3月に香港は「税務面で非協
力的な国・地域リスト」から除外された。 

 
 
米国財務省の公表 
• 前述の通り、米国財務省は実効税率を15%とすることを提案している。これは、グローバル最低税率が、米国の高い税率による米国
企業の競争力低下を最小限に抑えることができ、また、米国企業による事業または利益の低税率国・地域への移転を防止することが
見込めるためである。 

• 15%という米国の新たな提案を、日本、イタリア、フランス、ドイツを含む他のG7諸国も歓迎しており、こうした国々は、「国際法人課税
の革命」が数週間以内に合意されると予想している。英国は、本稿執筆時点ではこの提案に対する公的な支持をまだ表明していない
が、解決に向けた米国のコミットメントを高く評価している。 

• 香港のような国・地域は、企業を誘致するために低い税率を採用している。米国が提示した15%という税率は、香港の名目上の税率
である16.5%より低いとはいえ、香港にとっての懸念材料であることには変わりない。実際には、源泉ルール（香港を源泉とする収入の
みが事業所得税の対象となる）や、コーポレートトレジャリーセンターに対する優遇税率（8.25%）などの様々な税制優遇措置やイン
センティブが利用可能であるため、香港における実効税率は15%よりも大幅に低いためである。 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/05/european-commission-communication-on-business-taxation-for-the-21st-century.html
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KPMGの所見 
 

• 香港は、自らのビジネスセンターとしての競争力を維持するためには、国際課税制度の遵守は不可欠であると考えており、その
達成をコミットしている。その結果、EUの「税務面で非協力的な国・地域リスト」に再度掲載されて国際税務制度の分野にお
けるこれまでの努力が無に帰することを回避するため、香港は、最近の動向を考慮しながら第2の柱の適用を加速させる必要
に迫られている。 

• 欧州委員会の政策文書公表および米国財務省の公表が相次いで実施され、第1及び第2の柱をブループリントから現実の
制度にするための勢いが世界的に強まっている。G7は一丸となり、多国間の決定に強い影響力を持つ合意をまとめようとして
いる。2021年7月のG20財務相・中央銀行総裁会合までにはグローバル最低税率の制度に関するコンセンサスが取れ、最
終的な合意が年内に達成されると予想される。 

• こうした動向は、法人税の名目上の税率は16.5%だが実効税率は15%を大きく下回る香港も含め、国際市場に著しい影
響を及ぼすこととなる。香港は、BEPS2.0の採択、および法人税率を15%以下の水準に引き下げている域内の税務ポジショ
ン（税制上の優遇措置やインセンティブ等）の見直しを迫られる可能性が高いと考えられる。  

• 香港特別行政区は、公的なコミットメントを行っておらず、具体的な対応措置の公表はOECDによる提案の最終化の後にな
ると予想される。ただし、2021～2022年度予算において、国際課税協力の取り組みとして、税制における簡素性、安定性
及び公平性の維持と法令遵守にかかる負荷の最小化に向けたコミットメントを強調すると同時に、一方でBEPS2.0における
提案を「国際的な合意に従って」積極的に実施すると述べている。 

• 香港の納税者は、国際課税の世界的な動向が事業に及ぼす潜在的な影響を検討に着手し、早急にBEPS2.0への準備を
整えるための助言を求めるべきである。 

 

なお、日本語でのお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。 

 
 

Naoko Hirasawa 
平澤 尚子 
Co-Head of GJP China Tax  
Tel:+ 86 212212 3098 
naoko.hirasawa@kpmg.com  

 

 
 

Vivian Chen  
ヴィヴィアン チェン 
Co-Head of GJP China Tax  
Tel:+86 755 2547 1198 
vivian.w.chen@kpmg.com 

  
 

Keigo Yoshida 
吉田 圭吾 
Director 
Tel:+ 852 2685 7603 
keigo.yoshida@kpmg.com 

 
 

Hoshiyuki Takahashi 
高橋 星行 
Senior Manager 
Tel:+ 852 2685 7951 
hoshiyuki.takahashi@kpmg.com 

 
 

Yosuke Nakano 
中野 陽介 
Manager 
Tel:+ 852 2143 8656 
yosuke.nakano@kpmg.com 

 
 

Atsushi Ito 
伊藤 篤史 
Manager 
Tel:+ 852 2978 8215 
atsushi.ito@kpmg.com 
 

 
 

Ryuichi Watabe 
渡部 隆一 
Manager 
Tel:+ 852 2826 8015 
ryuichi.watabe@kpmg.com 

 
 

Deborah Leung 
デボラ リョン 
Manager 
Tel:+ 852 2685 7742 
deborah.leung@kpmg.com 

 
 

Masahiro Yoneya 
米谷 将大 
Manager 
Tel:+ 852 3927 5438 
masahiro.yoneya@kpmg.com 

 

mailto:naoko.hirasawa@kpmg.com
mailto:keigo.yoshida@kpmg.com
mailto:hoshiyuki.takahashi@kpmg.com
mailto:yosuke.nakano@kpmg.com
mailto:atsushi.ito@kpmg.com
mailto:ryuichi.watabe@kpmg.com
mailto:deborah.leung@kpmg.com
mailto:masahiro.yoneya@kpmg.com


 

 

Contact us 
 

Lewis Y. Lu 
National Head of Tax 
Tel: +86 21 2212 
3421 
lewis.lu@kpmg.com 

 
 
 
 
 
 

Ivor Morris 
Partner, Hong Kong 
Tel: +852 2847 5092 
ivor.morris@kpmg.com 

John Timpany 
Head of Tax, Hong Kong 
Tel: +852 2143 8790 
john.timpany@kpmg.com 

 
 
 
 
 
 

Soraia Almeida 
Senior Manager, Hong Kong 
Tel: +852 2685 7601 
soraia.almeida@kpmg.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hong Kong Tax Alert 

 

kpmg.com/cn 
 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate 
and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. 

© 2021 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership, KPMG Advisory (China) Limited, a limited liability company in China, KPMG, a Macau partnership and KPMG, a 
Hong Kong partnership, are member firms of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by 
guarantee. All rights reserved. 

© 2021 KPMG Tax Services Limited, a Hong Kong limited liability company and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG 
International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organisation. 

mailto:lewis.lu@kpmg.com
mailto:ivor.morris@kpmg.com
mailto:john.timpany@kpmg.com
mailto:soraia.almeida@kpmg.com

	背景
	欧州委員会の政策文書公表
	米国財務省の公表
	KPMGの所見
	John Timpany
	Soraia Almeida
	kpmg.com/cn



