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IRAS が「e-Tax Guide：
移転価格ガイドライン（第三
版）」を公表
概要
2016 年 1 月 4 日、シンガポール内国歳入庁（IRAS）は移転価格ガイドラインの改訂版
（2016 年ガイドライン、又は新ガイドライン）を発表しました。2015 年 1 月 6 日に発表された
移転価格ガイドライン（第二版）（2015 年ガイドライン）からの変更点の多くは表面的なもので
すが、原価基準法に関するガイダンスの強化に加え、相互協議（MAP）及び事前確認（APA）
プログラムの重要な変更点も含まれています。
2006 年に IRAS から最初の移転価格ガイドライン（2006 年ガイドライン）が公表され、その
後、以下の通達（circular）や法律の施行によりその内容が拡充されてきました。
► APA 申請に係るガイドライン（2008 年）
► 移転価格コンサルテーションに係るガイドライン（2008 年）
► 関連者間の金銭貸借及び役務提供取引に係るガイドライン（2009 年）
► IRAS が移転価格に関連して示した通達とガイドラインをすべて統合すると共に、納税者

に対する移転価格同時文書の作成の要求を導入した 2015 年ガイドライン
新ガイドラインもこれまでと同様、OECD 移転価格ガイドライン（OECD ガイドライン）に概ね準拠し
た内容になっています。以下において、新ガイドラインによって導入された主要な変更点について
説明するとともに、新ガイドラインに含まれていない重要項目及びシンガポールの移転価格環境に
おける最新動向について説明します。
【注意】 当該 Transfer Pricing Alert は、英語で記載されている Transfer Pricing Alert に基づ
き、日本語参考訳として作成されています。
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MAP 及び APA プロセスの強化
今回、IRAS が行った MAP 及び APA プロセスの変更は、こ
れらのプログラムを利用しようとする納税者すべてに影響を
与えることになります。例えば、2017 年 1 月 1 日に開始す
る事業年度を確認対象初年度とする APA を申請することを
検討している場合、その事業年度を当該 APA の対象年度と
するには、2016 年 3 月 31 日までに対応を開始することが
必要になる為、当該変更には特に注意を払う必要があります。
MAP プログラムの変更
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► 納税者は、もはや 2016 年度を確認対象年度に含めること

ができません。2016 年度を APA に含めたい場合は、
2016 年度をロールバックとして申請を行う必要があります。
その場合、ロールバックの適用の可否は、IRAS の判断に
委ねることになります。
► 納税者は、新ガイドラインに記載されている各 APA プロセ

ス（後述）のいずれかの期限を逃した場合、翌事業年度の
2017 年度も確認対象事業年度として申請することが困
難になります。この場合も、2017 年度に対するロールバ
ックの適用の可否は、IRAS の判断に委ねることになりま
す。

MAP プログラムは、租税条約の規定に基づくものであり、過
年度の事案に関係していることから、変更は限定的になって

► IRAS は、ロールバック期間として、通常は 2 事業年度し

います。新ガイドラインにおいては、パラグラフ 9.2 に最新の

か認めていません。したがって、納税者が 2016 年度及
び 2017 年度をロールバック期間に含めた場合、それ以
前の事業年度を APA の対象とすることが困難になり、リ
スクが残ることになります。

MAP に係るタイムラインが記載されているものの、変更は概
ね表面的なものになっています。
APA のロールバック期間の変更
APA プログラムの主要な変更点には、ロールバック期間に
係る定義及び APA 申請に係るタイムフレームが含まれてい
ます。

► 国内 APA の場合、IRAS はロールバック期間を認めていま

せん。したがって、この規定の変更に伴い、過年度をロール
バック期間に含めることができなくなった為、実質的に国内
APA の申請スケジュールが大幅に前倒しされることになり
ます。

2015 年ガイドラインのパラグラフ 8.19 においては、「原則と
して、APA 申請がなされた時点で事業年度が終了していな

2016 年に APA 申請を検討されている納税者は、この変更

い場合、IRAS は、当該事業年度をロールバック期間とみなさ

による影響を考慮した上で、APA の確認対象事業年度に関

ない」と定めていました。このことにより、納税者は、APA の

して最大限の柔軟性を確保するため早期に作業を開始するこ

申請期限を逃したり、意図する事業年度を確認対象事業年

とが推奨されます。

度に含める必要がありました。
当該ガイダンスにおいては、外部ベンチマーク分析及びその
分析結果の適用に関する要件が規定されています。
新ガイドラインにおいては、このような規定は削除されており、

APA の申請プロセスの変更
IRAS は、APA の申請プロセスを変更しましたが、その中で
も最も重要な変更点は、APA 申請に係る期限の変更になり
ます。2015 年ガイドラインでは、納税者は、事前確認を受け

納税者は、IRAS からロールバック期間として含めることの承

ようとする最初の事業年度開始の日の 6 ヶ月前までに APA

認を得ない限り、APA の申請年度を確認対象年度に含める

申請の提出が求められていました。

ことができなくなりました。さらに、各 APA プロセスのいずれ
かの期限を逃した場合、次の事業年度に関しても、APA の
対象に含めることができなくなります。
この変更点は、2016 年に APA 申請を検討している納税者
に大きな影響を与える可能性があります。例えば、納税者の
事業年度を 12 月 31 日に終了する事業年度とした場合
（2016 年度は、2016 年 12 月 31 日に終了する事業年
度）：

このスケジュールにおいては、IRAS が APA 申請前に行うこ
とができる作業範囲を制限してしまっていました。新ガイドライ
ンにおいては、APA 申請前に、IRAS が納税者から提出され
た情報を検討する期間として 2 ヶ月を充てることを前提として、
「事前確認を受けようとする最初の事業年度開始の日の 4 ヶ
月前までに、IRAS が APA 申請を承認する意思の有無を示
します」。そして、納税者は、IRAS が示唆した日から 3 ヶ月
以内に APA 申請書を提出し、IRAS は APA 申請書の受領
後 1 ヶ月以内に承認通知を発行します。
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IRAS が APA 申請前の審査作業に変更したことに伴い、APA
2016 年 3 月 1 日以前

事前相談を実施する為に IRAS と調整
を開始

申請後における審査の時間が短縮されるかどうかは、現時点

2016 年 3 月 1 日まで

事前相談の資料提出

内 APA に関して望ましい進展と言えます。

2016 年 4 月 1 日まで

初回の事前相談

APA を検討されている納税者は、改訂されたタイムラインを

では明らかになっていません。短縮することになれば、特に国

把握し、APA 申請に向けた話し合いを IRAS と進めることが
必要になります。

2016 年 9 月 1 日まで

IRAS が、事前確認を受けようとする
最初の事業年度開始の日の 4 ヶ月
前までに APA 申請を受諾する意思
の有無を示唆

MAP 及び APA に関するその他の変更点
旧パラグラフ 8.29 は次のように定めていました。「MAP 又
は APA の受理は、権限ある当局の裁量に委ねられている。

2016 年 11 月 30 日まで

2017 年 1 月 1 日まで

納税者は IRAS の示唆を受けて
から 3 ヶ月以内に APA 申請書を
提出

IRAS 又は関連する外国の権限ある当局が MAP 又は

確認対象期間の初日。IRAS は、
申請を受諾する場合、申請の受
領後 1 ヶ月以内に受諾通知を発
行

今回、「また、納税者がシンガポール税法に対する違反をし

APA 申請を受理しなかった場合、納税者は、移転価格リス
クを管理する代替案を検討しなければならない」。
ている場合、IRAS に税務調査を実施することを可能にす
る。」という一文が付け加えられました。
旧移転価格ガイダンスにおいても、IRAS の税務調査を実施

当該変更は、実務上において以下の影響を与えます。
► 納税者は、APA 申請前に、IRAS からの情報提供依頼及

び IRAS とのミーティング（現地調査含む）が増加すること
が考えられます。IRAS は、これまで以上に事案の事実関
係を明確にした上で APA 申請の承認を行い、APA 申請プ
ロセスを進めることになります。

する権限を排除するものではありませんでした。他の税務当
局において、上記の一文が規定に記載されたことにより、納
税者の一部が税務調査に対して神経質になることがあります。
シンガポールの場合、IRAS の立場に対する疑義を無くすこと
を目的として追記されたのか、それとも IRAS が今後の対応
を見据えて追記されたのか、現時点では明らかになっていま
せん。

► 納税者は、APA 申請書に記載するべき内容に関して、

IRAS から事前にガイダンスが与えられることが考えられま
す。
► 従来のスケジュールと比較した場合、IRAS からの APA 申

請に係る承認が最大で 5 ヶ月先になる為、確認対象期間
の開始まで承認されない可能性があります。従来の例から
すれば、IRAS は APA の申請プロセスを通じて、コミュニケ
ーションを積極的に取る傾向にはあるものの、納税者にと
っては不確実性を排除できない期間が延びる可能性があり
ます。
当該タイムラインの変更理由としては、APA 申請の提出後の
審査段階になってから、APA の合意が困難になるような重要
な問題が明らかになることを避けたいという IRAS の意向が
あるものと考えられます。このことは、APA 申請前の段階に
おいて、より広範な検討を行うという他国の APA プロセスに
も見られる国際的な動きに合わせた形になっています。当該
IRAS の APA 申請タイムラインと APA の相手国のタイムラ
インとを整合させていくことが引き続き重要となります。

また、事前相談において提出が求められる最低限の情報に
係る一覧表である Annex B2 に関しても、若干の変更が加
えられました。納税者は、事前相談及び APA 申請に向けて
改定された一覧表を確認しておく必要があります。

原価基準法の適用ガイダンスの強化
原価基準法の適用ガイダンスに係る主要な変更点は、コスト
ベースの決定に関連しています。新ガイドラインにおいては、
「原価基準が独立企業間原則に基づくようにする為に、必要に
応じて調整が行われる。コストベースには、検証対象者の財
務諸表に反映されていないコストが含まれることがある。」と定
められています。また、本来なら役務提供者のコストベースに
含まれるはずのコストの一部を役務受領者が直接負担してい
る例が挙げられています。当該ガイダンスによれば、このコス
トは、役務提供者の財務諸表に反映されていない場合でも、
役務提供者のコストベースに含めるべきであるとしている。
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その他のコメント
上記のセクションにおいては、新ガイドラインに盛り込まれた主

終わりに

要な変更点について説明しましたが、新ガイドラインに含まれ

新ガイドラインは速やかに実施される予定です。既に一部の

ていない重要項目は以下のとおりです。

納税者は、改定された APA プロセスを適用することを要求さ

新ガイドラインに盛り込まれなかった変更
2015 年 10 月 5 日、OECD は、税源浸食と利益移転
（BEPS：Base Erosion and Profit Shifting）に関する最終報
告書を公表しました。同報告書は、国際課税ルールを総合的
に見直すものであり、移転価格に影響を与える数多くの方策を
盛り込んでいます。重要な点として、新ガイドラインには当該最
終報告書の内容を反映させる変更が盛り込まれていないこと
が挙げられます。
► 新ガイドラインには、納税者に国別報告書（Country-by-

Country reporting）を作成することは要求していません。
しかしながら、現在、その導入に関するコンサルテーション
が実施されています。
► BEPS 行動 8-10 における最終報告書には、低付加価値

サービスに関するセクションが含まれていました。同セクシ
ョンにおける記載内容は、既存の IRAS ガイドラインに記載
されているルーティーン･サービス（マークアップ率として 5%
を適用など）に関する内容と概ね一致していますが、新ガイ
ドラインでは、これらのサービスを正確に整合させようとは
していません。
BEPS 行動 8-10 に関する報告書の他の内容（DEMPE：開
発・改良・維持・保護・利用機能の対価など）及びその他の報
告書に関しては、当該新ガイドラインにおいて検討されること
が想定されていました。しかしながら、これらの BEPS 報告書
の承認は 2015 年の終盤にようやく行われたものであり、新
ガイドラインは、依然として BEPS プロジェクトの結果、特に実
質の重要性及び移転価格の結果と価値創造との一致に関し
て整合性を取ろうとしています。したがって、今後、ガイドライン
に反映されると見込まれています。

シンガポールの移転価格税制環境に関する最新情報
2016 年ガイドラインの主要な変更点は、MAP 及び APA
を申請を検討する納税者に関連しているのに対して、2015
年に導入されたガイダンスは、シンガポールの納税者に大
きな影響を与えるものでした。多くの納税者は、明確化され
た移転価格文書化ガイドラインに従って初年度の移転価格
文書の作成を進められたはずです。2015 年ガイドラインに
おいて導入された当該ガイダンスは、税務申告の提出期限
までに移転価格同時文書を作成することを義務付けるもの
でした。
IRAS は、継続的に移転価格コンサルテーションプログラ
ムを実施しており、一部の納税者は、コンサルテーション･
プロセス一環として、2015 年の賦課課税年度（2014 年
の会計年度）の移転価格文書の提出要請を受領していま
す。

れています。MAP 又は APA 申請を検討されている納税者
は、早期に準備を開始すると共に、厳格な執行が想定される
改定されたスケジュールを確認することが必要になります。
一方で、移転価格同時文書の維持管理を含め、引き続きガイ
ダンスを遵守し、シンガポール移転価格の枠組みへの変更に
注意を払っていくことが重要になります。
新ガイドラインが、貴社の移転価格実務にどのような影響を
及ぼすかについてディスカッションの機会をいただければ幸
いです。ご遠慮なく弊社までご連絡下さい。
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