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国際課税見直しに関するG7の合意と香港企業に 
とっての課題 

  

はじめに 
2021年6月5日、G7は、経済協力開発機構（OECD）及びG20が主導する「BEPSに関する包摂的枠組み」に加盟する139の
国・地域間の交渉に大きな影響を与える声明を発表した。G7には米国、日本、ドイツ、フランス、英国、カナダ及びイタリアが含まれて
おり、長年にわたる意見の相違が解消したことにより、最終的な世界的合意に向けた主要な障害が取り除かれたと言える。今回の声
明の意図は、国際課税制度の見直しについて、7月初頭のG20財務相・中央銀行総裁会合において世界的な合意に達することで
ある。 

合意が達成されれば、世界的な妥協点を模索する長年の努力の集大成となり、おそらくは過去100年以上で最大の国際課税制度
の変更となる。 

 

国際課税制度見直し案の構成 
2つのルールにより、2つの国際課税の中核的な課題への対処を図ろうとしている。1つ目のルールである「第1の柱」は、超大規模な多
国籍企業の課税対象利益を「市場国・地域」に再配分することである。2つ目の「第2の柱」は、世界中で事業を行う大規模多国籍
企業に対するグローバル最低実効税率の設定を目的としている。これは、より望ましい（より低い）税額を狙いとして、事業活動のた
めに選定した場所を利用することはできないという考え方による。 

また、提案されている包摂的枠組みの第2の柱は、米国の既存のグローバル最低税率ルールとは異なることにも注目すべきである。最
近の米国の税制改革案に加え、提案されている包摂的枠組みの規則（米国以外の多国籍企業に適用される）と米国の国内税
務規則（米国の多国籍企業に適用される）の間には、一種の整合性が見込まれると考えられる。 

サマリー 
2021年6月5日、G7財務相は、国際課税制度の見直しについて原則的合意に達したとの声明を発表した。 

今回のG7合意の重要な局面は、世界的な最低実効税率を15%とすることと、多国籍企業グループを対象となる
「利益率10%を上回る利益の少なくとも20%」に対する課税権を市場国・地域に与える新たな利益配分メカニズ
ムである。 

BEPS 2.0の影響を受ける可能性のある香港企業は、自社の事業のどの部分が影響を受ける可能性があるか検
討を開始し、様々な利害関係者への影響を把握する必要がある。 
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第1の柱と未解決の課題 
第1の柱では、市場国・地域には、超大規模多国籍企業の世界的利益に対する課税権が拡大することと引換えに、いわゆるデジタル
経済に対するデジタルサービス税または類似の税を導入する権利を放棄するという重要なトレードオフ関係がある。 

依然として交渉中の主要な課題は3つあり、そのほかにも、制度の導入方法に重要な影響を及ぼす多数の軽微な技術的問題がある。 

第1の柱における1つ目の主要な課題は、影響を受ける多国籍企業の規模である。対象企業の範囲の議論には、上位100社のみを
対象とする案から2,000社以上を対象とする案まで、かなりの幅がある。これは、多国籍企業グループの収益の閾値は、7.5億ユーロか
ら200億ユーロの範囲から設定される可能性があるということである。 

2つ目の主要な課題は、本制度の除外対象に関するものであり、多くの開発途上国や資源国に影響を及ぼすことが考えられる。天然
資源及びコモディティは適用対象外とされる可能性が高いものの、確実ではない。これまでは金融機関、不動産、インフラ及び航空・海
運等を適用対象外とすることが議論されていたが、これらが最終的に適用範囲に含まれるかどうかはまだ明らかではない。 

3つ目の主要な課題は、第1の柱に基づいて市場国・地域に再配分される利益の水準である。G7の声明では、多国籍企業グループの
利益のうち、「利益率10%を超える部分の少なくとも20%」が対象となるとされている。これは、例えば世界的収益が200億ユーロを超
える多国籍企業の、世界における（利益率の10%を超える）年間利益の20%を市場国・地域に配分することを意味する。この再配
分の割合をいかに合意するかは、市場国・地域に再配分される利益額に重要な影響を及ぼすものであるため、BEPS包摂的枠組みに
加盟する139の国・地域にとって主要な考慮事項となることは必須である。 

 
グローバル最低税率 
第2の柱の主要な課題は、BEPS包摂的枠組みに加盟する139の国・地域間でのグローバル最低税率の交渉である。G7の声明では、
最低実効税率を15%とし、税率の算定はグローバルまたはエンティティ単位ではなく国・地域ごとに行うことが求められている。これは、各
国・地域における国際的な事業について最低税率を満たしているかを個別に評価し、満たしていない場合は「上積み（top-up）」課
税が適用されるということである。したがって、低税率国・地域や税制上の優遇措置が充実している国・地域が、このルールの影響を受け
ることは明らかである。 

技術的課題としては、税率の算定方法、課税方法、影響を受ける企業の規模、他の国際課税制度との関連性に関する多くの事項が
ある。 

 
香港への影響 
15%という最低税率は香港の名目上の税率である16.5%よりも1.5%下回っているに過ぎないため、オフショアで利益を上げている場
合や、税制優遇措置を利用している場合等、多くの香港企業は実効税率がグローバル最低税率を下回っている可能性がある。香港
はBEPS2.0を採択する可能性が高く、また、多国籍企業に対する域内の税制が引き続き国際課税制度見直しの目的に適合するよう
に、課税標準を変更する可能性がある。 

BEPS2.0の影響を受ける可能性のある多国籍企業グループは、事業のどの部分が影響を受ける可能性があるか検討を開始し、様々
な利害関係者への影響を把握する必要がある。 

 
大規模な多国籍企業への影響 
G7が示した方針により、最終的に個々の多国籍企業がどのような影響を受けるかについて関心が高まっている。 

大規模な多国籍企業にとって、多くの場合、その答えは単純なものではなく、取締役会や経営幹部にタイムリーにその影響を伝えるため
には、早期の準備が不可欠である。これには、新制度に即した情報を収集するための会計・税務システムの整備も含まれる。多国籍企
業は、既存のグループ構造及びグループ内取引の取決めが引き続き適切であるか、或いはグループ構造を再構築するか否かを評価する
必要がある。 

さらに、個々の多国籍企業の状況は複雑であり、今回提案されている制度見直しによって受ける財務インパクトを計算することは容易で
はないと考えられる。KPMGは、この影響分析を支援するモデリングツールを開発した。本ツールは、各国・地域における税務上の影響が
どのように変化するかを判定し、それによる税務コンプライアンスにおける新たな検討事項を特定することにも役立つ。 
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最終的な合意に至るまでにはまだ多くの段階が必要ではあるものの、2021年6月5日の会合で示されたG7の政治的意思を踏まえると、
合意は一般の予想よりも早期に達成される可能性がある。とはいえ、BEPS包摂的枠組みに加盟する他の国・地域の要求を満たすに
はまだ大きな課題がある。これには、開発途上国との論点となっている、特定の産業、部門または商業活動を対象として設計されたユニ
ラテラルな租税措置の全面的な撤回を求めるG7の声明も含まれる。 

読者におかれてははこれらの動向を引き続き注視されたい。 

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。 
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