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欧州において最も日系企業が進出している国、それがドイツです。日本と同様、
ドイツにおいてもここ数年の間に移転価格に関する法整備が加速化しました。
また、ドイツがOECDによるBEPSへの取組みを支持していることから、今後
はその合意内容を積極的に履行していくことが予想されます。そのため、在独
日系企業にとっては、ビジネス活動の推進のみならず、クロスボーダー取引を「国
際税務」というアングルから捉えた場合の妥当性の検証も、もはや必要不可欠
となっています。移転価格については、ありとあらゆる文書化が要求されてい
ることから、とりわけ税務調査に際しては、駐在員の限定された滞在期間など、
現法特有の状況を考慮したうえで、タイムリーに対応する必要があります。また、
ドイツにおいても事前確認（APA）の取得が可能であるため、当該制度を通じ
た二重課税の完全排除も十分に検討すべきでしょう。
本稿は、日系企業のドイツおよび欧州への進出状況を概観したうえで、ドイツ
における税務調査の案件数等の推移および調査、とりわけ移転価格の観点から
問題視される事項について重点的に論じるとともに、ドイツ移転価格税制の最
新動向ならびに事前確認制度の運用状況についても述べることを目的としてい
ます。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

【ポイント】
◦		在独日系企業の過半数が販売活動に従事していることから、税務調査にお
いては、当該販売活動および関連するサプライチェーンに関する質疑が	
多い。

◦		ほとんどの在独日系企業の場合、原則としてすべての事業年度が税務調査
の対象となり、未調査年度が税務調査を受けないまま時効を迎えるという
ことは、通常はないと考えられる。

◦		日本本社からの駐在員が現法の税務調査に関与する場合は、情報交換およ
び調査における適切なコミュニケーションが重要となる。

◦		本支店間取引についても独立企業原則が適用されることとなったため、対
応が急務となる。

◦		APAの取得も積極的に検討すべきである。
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Ⅰ 日系企業のドイツおよび	
欧州への進出状況

まず、日系企業のドイツへの進出状況について見ていきま
す。外務省が毎年公表している「海外在留邦人数調査統計」に

よると、ドイツには約1,300の日系企業の拠点があり、図表1
のとおり、その数は微増ながらも増加傾向を示しています。
この統計は、ドイツを「ベルリン地区」「デュッセルドルフ
地区」「ハンブルグ地区」「フランクフルト地区」「ミュンヘン
地区」の5つに区分しており、各地区は、代表都市が属する州
およびその周辺州によって構成されています（「デュッセルド
ルフ地区」は、同市が属する州のみで構成）。この区分を見る
限り、2008年以降は「ミュンヘン地区（バイエルン州および
バーデン・ヴュルテンベルグ州を含む）」への在独日系企業の
進出が顕著であり、同地区および「デュッセルドルフ地区」が、
日系企業のドイツ進出を主に牽引していると言えるでしょう。

図表2は、日系企業の欧州における主な進出先を示していま
す。日系企業の主な進出先は英国、オランダ、スペイン、ドイ
ツ、フランスであり、その中でもドイツへの進出がもっとも顕
著となっています。日系企業がドイツを欧州販売拠点や欧州
統括会社の設立先として選ぶ理由に、ドイツが欧州における
経済大国であることや、日独間に見受けられる主要産業の共
通性（自動車、機械、化学など）、ユーロ圏のほぼ中心に位置
するという有利な立地条件、高速道路網をはじめとする行き
届いたインフラ整備、高い技能を有する人材などが挙げられ
ます。
在独日系企業を主要な機能別に捉えた場合、結果は図表3の
ようになり、在独日系企業の約57%が卸売・小売業に従事し
ており、その全体に占める割合は微増傾向にあることが確認
できます。なお、この状況がドイツの税務調査に与える影響
については後述します。
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図表1　在独日系企業数の推移
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ドイツをはじめとする欧州に進出している日系企業が、ビジ
ネスを展開するうえで認識している諸問題をまとめたのが図表
4です。過去3年間において、「移転価格」が上位10位以内にラ

ンクインしています。景気低迷や不安定な為替変動など、決
して軽視することができない経営上の問題が多くある中で「移
転価格」への対応も経営陣の責任として認識されている点は、
注目に値するでしょう。

図表3　在独日系企業の機能別区分
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 ※同調査においては業種がさらに細分化されているが、本稿においてはそれらを「卸売・小売業」、「製造業」、「その他」にまとめている。
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図表2　日系企業の欧州における主な進出先
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図表4　在欧日系企業が直面する経営上の問題
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3 競合企業の価格の
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情勢ほか 不安定な為替変動

6 新たな競合企業の
出現 移転価格税制 移転価格税制
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出典：日本貿易振興機構（ジェトロ）　在欧州進出日系企業実態調査 
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Ⅱ ドイツにおける税務調査

最近、「ドイツにおいては税務調査、とりわけ移転価格に関
する調査が厳しさを増している」という話をよく耳にします。
そこで、本章では、ドイツにおける税務調査の一般的な流れ
および税務調査官・税収・調査案件数の推移について概説し
たうえで、在独日系企業が税務調査において直面しうる（もし
くは実際に直面している）諸問題について論じます。

1.	税務調査の一般的な流れ

ドイツ税務当局は税務調査を開始する際に、まず納税者（実
務上は委任を受けている会計事務所）に対して書面による調
査告知書を送付します。当該告知書には、調査の対象となる
税や調査対象期間などの情報のほか、移転価格文書の提出を
税務当局が要求する場合はその旨も記載されています。移転
価格文書に関しては、納税者は調査告知書の受領後、30日な
いしは60日以内に当該文書を税務当局に提出する必要があり	
ます。
続いて、税務調査の開始とともに税務当局と納税者との間
での質疑応答が展開されます。昨今においては、納税者が多
国籍企業グループに属する場合の税務調査は通常、移転価格
調査も網羅しています。移転価格案件に関しては、税務当局
は、調査対象期間に係る移転価格文書の提出要求を通じて調
査を開始することが多くあります。調査の初期段階において
は、納税者の事業概要や国外関連取引に関する理解を深める
など基本的な質問が主となりますが、税務調査の進行に伴い、
納税者の機能・リスクの分担状況や当該分担状況を考慮した
うえでの稼得利益の適正性の確認など、質疑内容の具体化が
見受けられます。なお、質疑応答は原則として書面にて行わ
れます。また、口頭による質疑応答は通常、調査対象企業の
会議室等において行われます。
税務調査の進行状況によって、税務当局は調査の暫定結果
を書面化することがありますが、納税者は当該書面を入手す
ることが可能です。その後に開催される最終協議において、
税務当局、納税者の双方が調査案件に関する見解を示します。
もし納税者が税務調査の暫定結果に対して不服がある場合は、
最終協議において税務当局と議論することになります。
最終協議が終わると、税務当局より税務調査報告書が送付
されます。なお、納税者が依頼すれば税務調査報告書のドラ
フト版を入手し、それに対して納税者としての見解を述べるこ
とも可能です。そして納税者側の見解を受けたうえで、税務
当局による税務調査報告書の最終版が発行されます。最終版
の発行期限は設けられていませんが、目安としては、納税者
からのコメントの入手後4～ 6週間以内に発行されると思われ
ます。

その後、税務当局より納税者に対して更正通知書が送付さ
れます。更正通知書についても発行期限は設けられていませ
んが、税務調査報告書の最終版の発行後4～ 6週間以内に発行
されるケースが多いと思われます。
更正通知書に同意した場合は、納税者は追徴税を納付する
こととなります。逆に、納税者が更正通知書に対して不服が
ある場合は、通知書の受理から1ヵ月以内に異議申立てを行う
ことができます。また、通常は異議申立てと同時に納税の猶
予も申請します。そして、異議申立てを行ったものの交渉が
決裂した場合は、相互協議や税務訴訟などの選択肢をとるこ
とになります。ドイツにおける税務調査の一般的な流れを図式
化すると図表5のようになります。

2.	移転価格調整に起因する税務リスク

移転価格が税務当局により不適切と見なされると、納税者
によって不利な状況を招く場合があります。納税者が稼得し
た実績利益と、税務当局が主張する「あるべき利益」の差額は、
ドイツにおいては多くの場合、「隠れた利益配当」と見なされ
ます。その場合においては、まず、実績利益とあるべき利益
の差額である修正課税所得が課税対象とされ（ドイツの実効税
率は約30%）、次に、隠れた利益配当の受益者が日本親会社で
あれば日独租税条約の適用を通じて15%（軽減税率）の源泉税
が課されるほか、年利6%が発生します。
また、納税者が移転価格文書の作成義務を遵守しなかった
場合はペナルティを課される場合があります。提出された移転
価格文書が使用不可能と判断された場合は、修正課税所得の
5%から10%（最低5,000ユーロ）がペナルティとして課されま
す。また、移転価格文書の提出期限（30日ないしは60日）が遵	
守されなかった場合は、遅延1日あたり最低100ユーロ（最高
100万ユーロ）を支払わなければならないと規定されています。

図表5　ドイツにおける税務調査の一般的な流れ
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3.	税務調査官および税収の推移

ドイツにおける税務調査官の数および税収の推移は、直近6
年間においては図表6のとおりです。当該期間における平均的
な税収は180億ユーロであり、平均的な税務調査官の数は約
13,300人です。税収に関してはアップダウンを繰り返している
中で、税務調査官の数に関しては、とりわけ2010年以降は増
加傾向を示していることが確認できます。
なお、最近ではドイツ連邦財務省が、国際税務および移転
価格を専門とする連邦調査官の増員を図っています。連邦調
査官は産業別に専門性が分かれており、税務調査において地
方当局に支援を提供しています。

4.	税務調査案件数の推移

ドイツ税務当局が税務調査を実施するにあたり、税務調査
通達に基づいて企業は属している業種および納税者の売上規
模または課税所得規模によって、「大企業」「中企業」「小企
業」「零細企業」の4種類に区分されます。なお、当該区分は、
ドイツ商法上の大・中・小規模企業の区分1とは異なる点に留
意が必要です（図表7参照）。
上記の区分による企業数は図表8が示すとおりです。たとえ
ば2013年においては、全企業数約800万社のうち過半数以上
を零細企業が占めていることが見受けられます。
また、図表8は2008～ 2013年の期間において税務調査を受
けた企業の数およびその割合も区分ごとに示しています。全
体を見ると、調査対象企業の割合は2%台と低いものの、大
企業のみに着目した場合は全大企業のうち20%強が毎年税務
調査の対象となっていることがわかります。なお、税務調査
を受けた企業の絶対数については減少傾向にあります（図表9 
参照）。
ここで、未調査年度が税務調査の対象となる割合について
言及します。ドイツ連邦財務省が公表した統計によると、大
企業（在独日系企業の大部分が該当）は約4.5年に一度の頻度
で税務調査を受けています。一方で、大企業の平均的な税務
調査対象期間は約3.5年です。未調査年度が税務調査の対象と
なる割合は、後者を前者で割ることによって求められるため、
大企業については、未調査年度の約80%が税務調査の対象と
なるということになります。なお、納税者が「大企業」に区分
される場合、新たな税務調査は、原則として調査済み事業年
度の翌年度から開始されます2。そのため、未調査年度の残り
20%は次の税務調査の対象となります。つまり、ほとんどの在
独日系企業がそうであるように、企業が「大企業」に区分され
る場合、原則としてすべての事業年度が税務調査の対象とな
るということです。未調査年度が税務調査を受けないまま時
効を迎えるということは、通常はないと考えられます。

1	 	ドイツ商法（Handelsgesetzbuch）第 267 条
2	 	税務調査通達第 4条第 2項

図表6　税務調査官および税収の推移

22

21

20

19

18

17

16

15

135

134

133

132

131

130

調査官の数（百人） 税収（十億ユーロ）

出典：ドイツ連邦財務省　税務調査統計を基に作成。
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図表7　「税務調査通達」に基づく企業の区分

（単位：千ユーロ） 大企業 中企業 小企業

輸入販売業
売上高が 7,300 以上 900 以上 170 以上

もしくは課税利益が 280 以上 56 以上 36 以上

製造業
売上高が 4,300 以上 520 以上 170 以上

もしくは課税利益が 250 以上 56 以上 36 以上

その他サービス業
売上高が 5,600 以上 760 以上 170 以上

もしくは課税利益が 330 以上 63 以上 36 以上
出典：税務調査通達第三条及び企業規模の分類に係る通達（IV A 4 - S 1450/09/10001）
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ところで、在独日系企業のうち、税務調査の対象となった
企業は何社ほどあるのでしょうか。残念ながら、そのような情
報は一般には公開されていません。そこで、ドイツ連邦財務
省が公表している税務調査統計および一般に購入可能な企業
データベースを用いて、税務調査を受けた在独日系企業の数
を間接的に算出しました（図表10参照）。
当該試算によると、直近6年間において毎年約250社の在独

日系企業が税務調査の対象となっている、ということになり	
ます。
なお、この結果は入手可能な情報に基づいて導かれた試算
にすぎないため、その信憑性については疑問の余地が残ると
ころですが、筆者の認識している限りにおいても、昨今におい
ては「税務当局から調査開始告知書が届き、その中で移転価格
文書の提出が要求された」というケースが頻繁に見受けられま

図表8　区分別に見た企業および調査対象企業の数

2008 2009 2010 2011 2012 2013

大企業

全体 170,060 170,060 191,638 191,335 191,335 196,402

調査対象 39,885 38,988 40,502 41,764 41,365 41,746

割合 23.5% 22.9% 21.1% 21.8% 21.6% 21.3%

中企業

全体 758,051 758,051 799,135 799,135 799,135 820,778

調査対象 56,999 55,157 55,315 52,679 52,544 53,332

割合 7.5% 7.3% 6.9% 6.6% 6.6% 6.5%

小企業

全体 1,141,146 1,141,146 1,189,727 1,189,727 1,189,727 1,214,853

調査対象 44,114 43,621 41,475 39,779 38,950 38,355

割合 3.9% 3.8% 3.5% 3.3% 3.3% 3.2%

零細企業

全体 6,321,465 6,321,465 6,391,015 6,391,015 6,391,015 5,688,385

調査対象 69,638 68,758 66,611 63,296 62,832 60,140

割合 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1%

合計

全体 8,390,722 8,390,722 8,571,515 8,571,212 8,571,212 7,920,418

調査対象 210,636 206,524 203,903 197,518 195,691 193,573

割合 2.5% 2.5% 2.4% 2.3% 2.3% 2.4%
出典：ドイツ連邦財務省　税務調査統計を基に作成

図表9　税務調査を受けた企業の数
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す。税務調査（および移転価格文書の提出）は、決して他人事
ではないということを、この試算は物語っていると言えます。

5.		在独日系企業の間で見受けられる調査内容および傾向

税務調査の対象取引や質疑内容等は千差万別であり、ドイ
ツもその例外ではありません。しかしながら、調査対象企業
の活動内容等によっては、税務調査に、ある一定の傾向が見
受けられるのも確かです。本章においては、在独日系企業の
間で比較的多く見受けられると推定される調査内容および傾
向について論じます。

（1） 販売機能に関連した質疑
前述Ⅰで述べたとおり、在独日系企業の過半数以上は卸売・
小売業に従事しています。それだけに、税務調査において移
転価格に関する質疑がなされた場合は、それらが納税者の販
売機能に特化した内容となることが多く見受けられます。
たとえば、ある日本本社が、本社製品の欧州市場での販売
を主業務とするドイツ子会社を2010年に設立し、当該ドイツ
子会社は設立以降、継続的に損失を計上してきたとします。
このような新設立された販売会社に関して、通常ドイツ税務
当局は3～ 5年にわたるスタートアップ期間における損失は容
認します。しかし、納税者が国外関連取引において、それ以
上にわたって損失を計上している場合、ドイツ税務当局は「健
全なる経営者であれば、継続的損失の計上を容認しないであ
ろう」という考えのもと、当該損失の理由およびその解決策を
文書化することを納税者に要求してきます。

では、納税者として上記のような状況に直面した場合、具
体的にどのような文書を準備すればよいのでしょうか。ここで
重要となるのは、継続的損失の原因を追究することです。た
とえば、ドイツ市場への進出の計画段階において、既に初期
における損失が盛り込まれており、第三者もそのような措置を
取ったであろう旨を立証できれば、それは継続的損失の説明
材料となるでしょう。あるいは、経済危機や、更なる損失を回
避するためのリストラ費用に起因する利益率の低下なども例
として考えられます。さらには、経済分析（比較対象企業を選
定する工程）において、選定された比較対象企業が納税者と同
様に損失を計上している場合、当該分析も説明材料となりえ	
ます。

（2） ドイツ納税者の特性化に関する見解の相違
在独日系企業に係る税務調査において頻繁に見受けられる
もう1つの論点は、企業の特性化に関する納税者側と税務当局
側の見解の不一致です。ドイツ移転価格税制においては、企
業は通常、図表11のいずれかに区別されます。

「納税者は自らの裁量で販売条件の設定や顧客開拓を行う、
いわば起業家（アントレプレナー）的な性質を有するハイブリッ
ド企業であるのだから、必ずしも利益だけではなく、場合に
よっては損失を計上することもある」と主張する納税者に対し
て、税務当局が「納税者は通常的（ルーティン）な機能・リス
クしか有さず、故に低くても安定した利益を稼得すべき」と反
論するのが、その代表例です。ここで重要となるのは、納税
者が自身をいかに特性化し、当該特性に相応しい価格設定が
なされているか、という点です。
さらに、企業の特性化とその立証においては、移転価格の

図表10　区分別に見た在独日系企業および調査対象企業の数（試算）

2008 2009 2010 2011 2012 2013

大企業
全体 946 1,031 1,025 1,040 1,107 1,122

調査対象 222 236 217 227 239 238

中企業
全体 226 246 245 249 265 268

調査対象 17 18 21 16 17 17

小企業
全体 6 7 7 7 8 8

調査対象 0 0 0 0 0 0

零細企業
全体 8 9 9 9 9 10

調査対象 0 0 0 0 0 0

合計
全体 1,187 1,293 1,286 1,305 1,389 1,407

調査対象 239 255 238 244 257 256
【試算過程】
① 最新の Amadeus データベースに含まれている、財務情報が掲載されている在独日系企業 735 社を抽出。
② 当該 735 社が、企業区分（図表 7 参照）のいずれに属するか、その割合を算出。
 その結果、「大企業＝ 79.7%」「中企業＝ 19.0%」「小企業＝ 0.5%」「零細企業＝ 0.7%」であることが判明。
③ 当該割合を、全在独日系企業に応用し、区分毎在独日系企業数（図表 10 参照）を算出。
④ 当該区分毎在独日系企業数に、ドイツにおいて税務調査を受けた企業数の割合（図表 8 参照）を乗じて、
 税務調査の対象となった在独日系企業数を算出。

出典：ドイツ連邦財務省　税務調査統計および Amadeus データベースを基に作成



8

"© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law 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. 
© 2015 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law 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."

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

海外トピック⑥ − ドイツ

適切なプランニングおよびその実行、ならびに文書化が不可
欠です。すなわち、企業グループによる付加価値創造活動へ
の各グループ企業の貢献度合い、および同グループ内におけ
る機能・リスク・資産の分配状況を把握し、そこで得た情報
を説明可能な状態に整える（＝文書化する）ことです。逆に、
納税者と税務当局との間で「企業の特性化」という根本的な論

点について既に意見が食い違ってしまうのは、そのような文書
化がされていないことに起因するとも考えられます。

（3） 税務調査に起因する駐在員への負担
前述Ⅱ．４で述べたとおり、納税者が「大企業」に区分され
る場合、新たな税務調査は原則として、調査済み事業年度の
翌年度から開始されます。つまりそれは、大企業に関しては結
果的にすべての事業年度が調査の対象となることを意味しま
す。現場においては、税務調査官が、たとえば2010～ 2012
年度を対象とした税務調査の終了時において、2013年度以降
を対象とする税務調査の早急な開始を告知するというケース
も見受けられます。

図表12は、日本本社からドイツ現地法人へ出向した社員が
税務調査に携わる場合に、本ケースが負担を招くおそれがあ
ることを示した事例です。当該事例では、駐在員A・Bの出向
期間をそれぞれ2010～ 2014年、2015～ 2020年とし、その
一方で、2010～ 2012年を対象とした「税務調査①」が2016
年初頭から、また、2013～ 2015年を対象とした「税務調査
②」が2019年初頭から開始されるとします。この場合、駐在
員Bは、2つの税務調査（税務調査①、②）への対応が求めら
れることとなります。
この例と同様の状況は実際のビジネスにおいても頻繁に見
受けられており、また、この状況から様々な問題が生じていま
す。最も深刻な問題は、税務調査官に提出を求められている
情報の確保ではないでしょうか。前述の例で言えば、2015年

図表11　企業の特性化

ルーティン企業 ハイブリッド企業 アントレプレナー

・  企業は限定的な
機能（ 第三者でも
果たせるであろう
役務、単純な販売
活動など）を果た 
す。

・  通常、 特 殊なノ
ウハウなどの無形
資産を必要としな
い。

・  低リスク販売会社
など。

・  限定的なリスクの
み負う。

・  通常、低いが 安
定した利益を稼得
し、損失は容認さ
れない。

・  ある程度の起業
家的なリスクを有
し、相応する対価
を得る、中間的な
位置づけ。

・  ルーティン企業で
はないが、アント
レプレナーのよう
な機能・資産・リ
スクも有さない。

・  企業の成功にとっ
て決定的な機能
を果たし、グルー
プ全体のサプライ
チェーンを管理す
る。

・  業務の遂行にとっ
て重要な有形・無
形資産を有する。

・  起業家として主要
なリスクを負う。

・  他グループ企業に
利益が 配分され
た後の残余利益
を稼得する。

出典： 関係会社との越境的取引における所得配分の調査及び協力義務、更正、協議
調停手続に関する管理原則第 3 条第 4 項 10 － 2

図表12　日本本社からの駐在員が経験しうるケース
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初頭に赴任した駐在員Bが、たとえば2010年度における役務
提供に関する情報や、ドイツ現地法人が2010年度に国外関連
者に対して支払った役務提供料の額に関する情報、もしくは
駐在員Aの出向に関する情報の提出を税務調査官に要請され
ても、駐在員Aが係る情報を適切に準備していない限り、対
応は困難を伴うこととなります。
とりわけ日本からの駐在員が税務調査に携わる場合は、こ
のような状況を回避するため、国外関連取引に関する各種情
報（国外関連取引の種類および取引金額、国外関連取引にお
ける機能リスクの分担状況、関連契約書、経済分析等）をタイ
ムリーに整備し、税務調査官による要請に瞬時に対応できる
体制を整えておく必要があると思われます。

Ⅲ ドイツ移転価格税制の最新動向：	
恒久的施設への帰属所得に係る法令

ここで、「ドイツ移転価格税制の最新動向」として、2014年
10月に公表された「恒久的施設への帰属所得に係る法令3」と、
この法令が日系企業のドイツ支店に与える影響について論じ
ます。
2013年税制改正において、ドイツ外国税法第1条第5項に

「承認されたOECDアプローチ（Authorized	OECD	Approach、
以下「AOA」という）」が導入されたことを受け、ドイツ連邦
財務省は2014年10月、「恒久的施設への帰属所得に係る法令」
を公表しました。この法令の公表は、「①法規定の導入→②法
令による具体化→③通達による解釈」という、ドイツにおける
一般的な流れにおいての②に該当するものです。最終ステッ
プに該当する通達は、2015年の公表が予定されています。
「恒久的施設への帰属所得に係る法令」は、国外本店がドイ
ツ支店を、もしくはドイツ本店が国外支店を有する場合、本
支店間の内部取引にも独立企業原則を適用し、支店の帰属利
益を算定すること、また、支店に係る「補足計算書」を作成す
ること、さらには本支店間内部取引に係る移転価格文書を整
備することを義務付けたもので、新法令は、2014年12月31日
以降に開始する事業年度から適用されます。
新法令によると、支店に帰属する利益は、次に掲げる「2ス
テップ・アプローチ」を用いて算定しなければなりません。第
1ステップである「機能・リスク分析」においては、本支店が
有する重要な人的機能を特定し、その人的機能に基づき、支
店に対して使用資産、チャンス、リスク、自由資本ならびに負
債を配分します。第2ステップである「経済分析」においては、
検証対象取引に係る独立企業間価格（利益率）を算定します。
また、新法令は、支店が「補足計算書」を作成しなければ
ならない、と定めています。これは、支店に帰属する構成要

素（資産、自由資本、負債、収益ならびに費用）を網羅し、支
店の帰属利益を求めるための計算書のことで、支店はこの補
足計算書を、毎事業年度の開始時に作成し、年度中に継続し、
納税申告書の提出時までに完成させる必要があります。さら
に支店は、上記構成要素（資産、自由資本、負債、収益なら
びに費用）の支店への帰属の根拠を、移転価格文書を通じて記
述しなければなりません。
ここで、この新法令がドイツに支店を有する日系企業にど
のような影響を与えるのかについて考えます。外務省が毎年
公表している統計によると、ドイツには現在、約60の日系企
業の支店が設立されています。それに加え、欧州内およびそ
の他国々においては、在独日系企業の支店が多数存在します。
ドイツ支店数の推移は図表13に示すとおりですが、それによ
ると、2012年に支店数がほぼ倍増したことが確認できます。
これら約60のドイツ支店が3月末決算であると仮定した場
合、各支店は2015年度（2016年3月期）の開始前に「補足計算
書」の作成に着手するほか、法人税申告書の提出までには「機
能・リスク分析」を踏まえた「経済分析」を実施して移転価格
文書を整備しなければならなくなります。しかしながら、筆
者の認識している限りにおいては、支店の大半はそのリソー
スが限られており、新法令は、そのような状況下においてい
かに対応すべきかという、新たな課題を招いたとも考えられ
ます。
新法令が、AOAを実務上どのように適用するかという点に
ついてのドイツ税務当局の解釈を示した、という意味におい
ては有用ですが、前述のとおり、支店にとっては負担を強い
ることが予想されます。そのため、たとえば、補足計算書と
移転価格文書化の同時作成を通じて作業の重複を回避するな
ど、作業負担の軽減に結びつく対応を早急に検討すべきです。
また、本支店間取引に関する仮契約書を整備しておくことも、
文書化作業を行うにあたって有益でしょう。

図表13　ドイツにおける日系企業の支店の数

2008 2009 2010 2011 2012 2013

日系企業の 
ドイツ支店 34 36 36 34 62 60

出典：外務省　海外在留邦人数調査統計

3	 	Verordnung	zur	Anwendung	des	Fremdvergleichsgrundsatzes	auf	Betriebsstätten	nach	§1	Absatz	5	des	Außensteuergesetzes	(Betriebsstätte
ngewinnaufzeichnungsverordnung	–	BsGaV)



10

"© 2015 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law 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. 
© 2015 KPMG Tax Corporation, a tax corporation incorporated under the Japanese CPTA Law 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."

KPMG Insight  Vol. 12 / May 2015

海外トピック⑥ − ドイツ

Ⅳ 事前確認制度

国外関連取引において生じうる二重課税を完全に排除す
る制度として、ドイツにおいても事前確認制度（Advance	
Pricing	Agreement、以下「APA」という）が設けられていま	
す4。本稿においては、APAのプロセスや効果、ならびに長
所や短所については認識がある程度高まっているため割愛し、
主にドイツにおけるAPAの運用状況について述べることにし
ます。

1.	事前確認の申請および合意案件数の推移

図表14は、ドイツにおいて申請されたAPAの数および合意
案件数を時系列に示しています。それによると、直近5年間に
おいては、毎年約28件のAPAが新たに申請され、また、毎年
約10件が合意に至ったことが確認できます。

2.	ドイツにおいて見受けられる事前確認の傾向

ドイツにおいては、APAに関する法整備が他国に比べて遅
れたこと、および、税務当局側における人員不足等が相まっ
て、納税者の間でAPAが「国外関連取引に係る諸問題を解決

する手段」として定着するのに時間を要していると考えられま
す。一方で、筆者の認識している限りにおいては、最近は税
務当局がAPA担当者の増員を図っていることや、APAに関す
る経験値が税務当局と納税者の双方において高まったことな
どから、ドイツにおいても今後はAPAが納税者の間で浸透し
ていくものと思われます。
納税者がAPAを選択する理由としては諸説あると考えられ
ますが、「過去年度に係る税務調査において巨額な移転価格課
税を受けた企業が、将来年度に係る予防策としてAPAを申請
する」というパターンは、ドイツにおいても多く見受けられる
と推定されます。このような場合においては通常、APAの遡
及適用（ロールバック）を通じて、移転価格課税に起因する二
重課税の排除が図られます。また、特定の州や地域にのみ適用
される優遇制度が設けられているような状況において、そのよ
うな特別枠に対する他国の理解を得るのが困難と判断された
場合に、APAを活用する、という例も挙げられるでしょう。
また、連邦制を採っているドイツでは、地方当局の実質的権
限が比較的大きく、APAにおける意思決定に関して、地方当
局の判断が重要視される傾向があります。APAの申請前に開
催される事前相談や、申請後に展開される審査の場において、
地方当局が、連邦税務当局とともに議論に参加することが多
くの場合に見受けられます。また、APA合意に際しては、関
わった地方当局が仮合意内容を承認する必要があります。
欧州における日系企業の一般的な運営体制およびドイツと

4	 	ドイツ連邦財務省は 2006 年 10 月に「事前確認制度に関する通達（仮訳）」を公表している。

図表14　事前確認の申請および合意案件数の推移
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図表15　移転価格リスクマネジメントの例
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いう国の場所柄から、在独日系企業は日本とだけでなく、欧州
におけるその他の国々に所在する関連会社との取引について
の対応が求められるケースもありえます。欧州関連会社に関し
ては、以下の例示のように、EU仲裁協定5やマルチラテラル
コントロール（Multi	Lateral	Control、MLC）6などといった救
済手段を活用することも可能です（図表15参照）。
このように、ドイツにおいては複数の手段が用意されてい
ることから、在独日系企業は、ビジネス環境や過去における
税務当局とのやり取り等、様々な要素を総合的に鑑みた上で、
自社および企業グループにとって最適な手段を選択するのが
望ましいと言えるでしょう。

Ⅴ おわりに

欧州において最も日系企業が進出しているドイツでは、ここ
数年の間に、移転価格に関する法整備が加速化してきていま
す。そのため在独日系企業にとっては、クロスボーダー取引を
「国際税務」というアングルから捉えた場合の妥当性の検証も、
もはや必要不可欠となっています。また、クロスボーダー取引
に従事している企業および支店は、ドイツの移転価格文書化
義務を遵守しなければなりません。在独日系企業に関しては、
多くの場合、駐在員が移転価格業務に関与しているため、文
書化に際してはタイムリーな対応が求められます。現駐在員
の移転価格文書化に関する対応が適切でない場合、それは後
任者に対して税務リスクを残す結果を招きかねません。ドイツ
において移転価格が税務当局より問題視されると、所得の更
正に加えて「隠れた利益配当」に伴う源泉税、さらには金利や
ペナルティが課せられる場合があり、そのリスクは軽視するこ
とができません。二重課税の回避は、多大な労力と時間を要
しながらも、納税者にとって望ましい結果が保証されてはいな
いプロセスとなりえるために、移転価格の積極的な管理を通
じた税務リスク発生の未然防止が急務です。また、ドイツに
おいてもAPAの取得が可能であるため、当該制度を通じた二
重課税の完全排除も、費用対効果を踏まえて十分に検討すべ
きと考えます。

本稿は、月刊「国際税務」（Vol.35 No.3、税務研究会発行）
に寄稿したものに一部加筆したものです。

本稿に関するご質問等は、以下の者までご連絡くださいま
すようお願いいたします。
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